
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

さぬき市商工会 （法人番号 ）2470005004534 

実施期間 
28 年 4 月 1日～ 32 年 3 月 31 日 

目標 

当地区の課題は、小規模事業者の減少率が近年に増加していることである。本課題

への対応の為、下記の取り組みにより小規模事業者数の減少に歯止めを掛けると共に

個別事業所の経営の発達を支援する。 

◎目標達成に向け当会では、巡回指導に重点を置いて支援を行う。 

✓建設・製造業 

 これらの業種は、競争力を維持する為に設備の更新、新設が必要な業種である。当

会では、これまでも当該業種の小規模企業が実施する設備投資に対して、制度融資や

補助金の活用を支援してきた。本計画においても設備投資計画支援件数を指標として

これらの業種の支援を行う。 

✓商業・サービス業 

さぬき市の当業種は、小売業の年間販売額が全国平均の 0.59 倍と低いこと等から特

に外部環境の厳しい業種であるので、「小規模事業者持続化補助金」の活用支援件数

を本事業における目標値として定め、商業・サービス業の新たな取り組みを支援する。

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

景況調査の実施、分析と日本政策金融公庫、地域金融機関との定期的な情報交換会

から域内小規模事業者の支援計画策定の為の基礎的データーを取得する。 

２．経営状況の分析に関すること  

 ・販売効率や資金繰りに関する助言の為、財務分析 20 件～35 件/年を目標として

専門家派遣も活用し、本取り組みを行う。 

３．事業計画策定・実施の支援に関する取り組み 

事業計画策定の指標として補助事業の活用支援件数が適切と考え、全業種を対象と

した持続化補助金の活用支援件数 18 件以上、ものづくり補助金等の活用支援件数 16

件以上を目標として設定した。実施については、連携する大学による試作品の評価や

小規模事業者経営発達支援融資を活用した資金調達により支援する。 

４．需要動向調査に関すること 

小規模事業者が対象とする市場と顧客に関する情報を公的統計、POS データーを収

集等した民間のデーターや独自のアンケートから調査し、「事業計画策定」と「新た

な需要の開拓に寄与する事業」での支援に活用する。 

５．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

購買決定モデル「AIDMA」が想定する顧客が商品の認知から購入決定までに経る過

程の内、特に重要な３つ過程で広報活動支援事業等を展開し、小規模事業者の顧客と

の成約までを連続的に支援する。 

✓地域経済の活性化に資する取り組み 

・地域資源を活用した商品開発のさぬき市、徳島文理大学との連携した支援から地域

経済の活性化を図る。 

・香川県が地域資源活用促進法により指定する「平賀源内記念館」等の観光資源を運

営する企業や団体と連携して国の制度の活用等により観光振興を図る。 

また、市の課題である人口減少への対策の為、27 年度より就職企業説明会の開催

と婚活事業を継続する。 

連絡先 
香川県さぬき市志度 5385－30 

さぬき市商工会 本所 tel 087-894-3888 支所 tel 0879-43-2340 
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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．地域の産業構造と小規模事業所の支援ニーズ、支援方法 

 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
  さぬき市の小規模企業の減少は平成に入って始まった。また、その減少率は約 20 年前の平

成３年から平成 13 年にかけての 10 年間では 14％であったが、その後１３年から 24 年の約 10

年間では 20％となり、近年に減少速度が速まっている。対応の為に本会が最も主体的に取り組

むことができる内部環境要因の強化については、専門家派遣や外部有識者、金融機関と連携した

下記の取り組みから小規模事業者の生産や財務の改善等を支援し、事業所数の維持に取り組むと

共に個別事業所の経営の発達を支援する。本課題の外部環境要因として存在する人口の減少につ

いては、地域経済の活性化に資する取り組みの中で対応策を計画した。 
以上により域内小規模事業者の持続的発展とさぬき市が基本構想で定める商工業の活性化を

目指す。 
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さぬき市の小規模事業所数の推移

 
 

✓製造業概況 

さぬき市は、大手建設機械メーカーの工場が立地していることから「金属製品製造業」「輸送

用機械器具製造業」が多く、それらの小規模事業所の全産業事業所数における構成比は全国の

1.7 倍である。また、プラスチック製品製造業の小規模事業所の同構成比も全国の２倍である。

さぬき市にプラスチック製品製造業が多い理由は、全国有数のボタンの生産地であった旧大川町

（現さぬき市大川町）で昭和３０年頃に、貝から形の加工や着色が容易にできるポリエステル樹

脂へのボタンの原料転換とその後のボタンの輸入の増加に伴うプラスチック成形業やフィルム

成形業への移行による。 
表１ さぬき市の金属製品製造業等の小規模事業所の構成比 

金属製品製造業と輸送用機械
器具製造業　（小規模事業所）

構成比

プラスチック製品製造業
（小規模事業所）

構成比

全国 1.3% 0.4%

さぬき市 2.2% 0.7%
 

「平成 24 年経済センサス‐活動調査結果」より作成 
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✓建設、製造業の支援ニーズ 

 上記の３業種に共通な特徴は、加工にコンピューター制御による 3D 切削機や高速裁断機等の

先端的な装置を必要とすることで、これは企業規模の大小に関係が無く共通な特徴である。 

 この為、特に設備の更新、新設の為の資金を必要とする業種であると言える。また。更新の頻

度は低くても設備の更新と新設は製造業全般と建設業もが共有する重要な経営課題である。当会

では、これまでも下表２の H25 実績のように設備投資に対して制度融資や補助金の活用につい

て、投資の回収額、期間の推計による投資計画書の作成と遂行についての支援を行ってきた。 

 

✓建設、製造業への支援に関する目標値 

次項「①財務、経営状況の分析に関する取り組み」以下の個別の取り組みでの建設業、製造業

への支援についての総合的で鍵となる指標として上記の理由により、設備投資に関する制度融資

と補助金の活用支援件数を年次で定めることとした。さぬき市では人口減少と事業所数の減少が

今後、継続することが確実視されている為、目標数は、平成 28 年度以降は同数であるが、支援

対象者数に対する割合は増加の目標設定となっている。 

表２ 建設業、製造業への支援の目標とする指標 

制度名 H25 実績 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

設備資金への制度融資

の活用支援件数 16 件 21 件 21 件 21 件 21 件 
設備資金への補助金の

活用支援件数 5 件 7 件 7 件 7 件 7 件 

 

✓商業・サービス業の概況 

 小売業の概況について、下表３のように１事業所あたりの年間販売額を全国平均の 141,136

千円と比較するとさぬき市は平均 83,172 千円と全国の 0.59 倍に留まっている。この中には大規

模小売店が含まれるので小売業の小規模事業所のさぬき市における経営環境が厳しいものであ

ることは推測できるし、このような環境下での業況を巡回指導や記帳指導からも把握している。

飲食等のサービス業においてもさぬき市は人口の減少と高齢化の進行により同様な状況である。

  

 表３ 全国とさぬき市の小売業 1事業所あたりの年間販売額 

事業所数 年間販売額(百万円) (A) 1事業所売上高
さぬき市(A)
/全国(A)

全国 782,862 110,489,863 141,136千円

さぬき市 366 30,441 83,172千円
0.59

「平成 24 年経済センサス‐活動調査結果」より作成 

 

✓商業・サービス業の支援ニーズ 

 商業・サービス業種では、さぬき市のみを対象市場とする小規模事業者が大多数を占める。上

記のようなさぬき市の激しい競争下で事業を持続し、発達を遂げるためには、対象市場を地域や

年齢で細分化し、競合する同業種の大企業が対象としないセグメントを見つけ出し、そこに適し

た方法で商品やサービスを販売することが必要である。例えば、さぬき市は、山間地域の高齢者

世帯も多いが、これらの世帯も規模の経済性が働き難い為、大企業の対象顧客にはなり難い。こ

のような小規模事業所が獲得し易い需要の調査と提供方法の開発が当該業種に必要な支援であ

ると考える。 
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✓商業・サービス業への支援に関する目標値 

 事項以下で記載する巡回指導による業況把握や財務分析、日経 POS 情報の提供といった商業・

サービス業への支援の総合的な目標値として当会では、小規模事業者持続化補助金の活用支援件

数を設定した。これは小規模事業者持続化補助金の活用支援は、巡回指導による新規事業シーズ

の基となる情報の提供、事業の立案支援、計画の策定、実行支援までの総合的な支援が伴う事に

よる。 

 

 表４ 商業・サービス業への支援の目標値とする指標 

制度名 H26 実績 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

小規模事業者持続化補助

金の活用支援 15 件 12 件 12 件 12 件 12 件 

  〃  採択件数     9 件 9 件     9 件     9 件     9 件 

 

２．当会の主たる支援方法、強み 

 当会が本事業の遂行の為に用いる主たる支援方法は巡回指導である。全国の経営指導員等１人

あたりの年間巡回指導件数は下表５のように 270 件であるのに対し、当会は 413 件と 1.5 倍以上

の件数である。 

 当会では、毎月前半と後半の 2週間毎に巡回先事業所とそこへの提案内容等を記載した「巡回

指導計画」を作成している。そして、日々実施した巡回・窓口指導についてコンピューターネッ

トワークの「基幹システム」に蓄積し、月初に毎日の活動結果を一月分「業務日誌」でまとめて

提出し、巡回計画に対する実施状況について上司の確認を受けている（下の写真１参照）。 

 本支援事業においても巡回指導を主たる支援方法として事業を遂行する。 

表５ 経営指導員 1人あたりの巡回指導回数 

内容 全国／人 当会／人

経営革新 6 10

経営一般 104 49

情報化 4 2

金融 19 20

税務 30 2

労働 25 87

取引 3 2

環境対策 1 0

その他 79 239

合計 270 413
 

全国商工会連合会「平成 25 年度 商工会等につ

いての基本的数値」、当会基幹システムより作成

写真１ 「巡回計画書」と「業務日誌」 
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３．さぬき市の産業政策との整合性 

 当会では、商工会事業と市の産業政策との整合性を図る為、また支援を仰ぐためにさぬき市と

商工会の意見交換会を年１回開催している。現在の成果としては、小規模事業者経営改善資金の

利用者への利子補給制度の創設による金利負担の軽減、下記に記載する飲食業の振興の為の「地

産地消ランチ」、ビジネスマッチング支援事業への財政支援がある。本事業の成果を高める為に

も本懇談会の開催を継続したい。 
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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（28 年 4 月 1 日～ 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】 

 
ⅰこれまでの取り組み内容、実績 

 ＜地域の経済動向の把握＞ 

・日本政策金融公庫、地域金融機関との資金需要に関する情報の共有の為の情報交換会を開催し

ている。また、地域金融機関とは当会が仲介する日本政策金融公庫との協調融資により事業者

を支援している。 

 ・景況調査の実施と分析：建設１事業所、製造４事業所、小売業３事業所、サービス業 4事業

所の計１０事業所に対し、四半期毎に売上高、在庫、資金繰り他 25 項目と今後の問題点を下図

２の調査票で調査し、下図３のように DI（良い－悪い）の変化やトピックスをまとめ経営指導

員が共有している。 

 
図２ 記入された「中小企業景況調査票」 

 

【事業所別売上推移】

【トピックス】
　・昨年の4月に、マスコミで卵黄が不妊治療に効果があると取り上げられて以降、新規顧客から注文が多く入り

　対前年同月比で前年を下回った月は一度もなかった。

　・全体の売上は前年度から5％程度下がったが、移動車販売においては、軌道に乗り出し、当初計画していた

　月200万円の売上が出るようになった。

　・サンクスからセブンイレブンに変更する為、1/12～3/21の間は店を閉めており、売上はほとんど出ていない。

　3/22にセブンイレブンとしてオープン予定。

　・売上減を食い止めるべく、従業員を新たに2名雇用したり、新車のダンプや回送車を購入したりと、積極的に

　動いている。

　　①．㈲松本ファーム

　　⑥．サンクス志度大橋店

平成26年度　中小企業景況調査 ［第四四半期］

　　⑤．㈲アンザイ

平成26年7月6日作成
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¥0

¥1,000,000

¥2,000,000

¥3,000,000

¥4,000,000

¥5,000,000

¥6,000,000

②．大真興業㈱

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：483万

11％UP

¥0

¥2,000,000

¥4,000,000

¥6,000,000

¥8,000,000

¥10,000,000

¥12,000,000

¥14,000,000

¥16,000,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑤．㈲アンザイ

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：911万

5％DOWN

¥0

¥1,000,000

¥2,000,000

¥3,000,000

¥4,000,000

¥5,000,000

¥6,000,000

¥7,000,000

①．㈲松本ファーム

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：519万

13％UP

¥0

¥2,000,000

¥4,000,000

¥6,000,000

¥8,000,000

¥10,000,000

¥12,000,000

¥14,000,000

¥16,000,000

¥18,000,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑧．マルト急配㈲

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：1,201万

4％DOWN

¥0

¥5,000,000

¥10,000,000

¥15,000,000

¥20,000,000

¥25,000,000

③．堀尾電気㈱

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：576万

6％UP

¥0

¥100,000

¥200,000

¥300,000

¥400,000

¥500,000

¥600,000

¥700,000

¥800,000

¥900,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑦．レイアウトヒル

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：59万

1％DOWN

¥0

¥100,000

¥200,000

¥300,000

¥400,000

¥500,000

¥600,000

¥700,000

¥800,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑨．ヘアーサロンナカマエ

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：61万

3％DOWN

¥0

¥1,000,000

¥2,000,000

¥3,000,000

¥4,000,000

¥5,000,000

¥6,000,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

④．ファッションハウスオバナ

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：390万

8％DOWN

¥0

¥5,000,000

¥10,000,000

¥15,000,000

¥20,000,000

¥25,000,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑥．サンクス志度大橋店

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：1,261万

31％DOWN

¥0

¥2,000,000

¥4,000,000

¥6,000,000

¥8,000,000

¥10,000,000

¥12,000,000

¥14,000,000

¥16,000,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

⑩．㈱キセイクル

平成23年度

平成24年度

H24年度平均月商：496万

11％DOWN

 
図３「中小企業景況」を独自に 

分析したレポート 

 

ⅱ本計画による支援の目的と期待する効果 

 

＜地域の経済動向の把握＞ 

業種毎の業況変化を確認し、今後必要とされる支援策策定の為の資料とする。また、全国商

工会連合会で「中小企業景況調査票」を集計し分析したレポートとの比較等による地区内小規模

事業者へのリスク対応についての早期での指導が期待する効果である。 

 

ⅲ本計画による支援内容、手段 

＜地域の経済動向の把握＞ 

・日本政策金融公庫、地域金融機関との情報交換会の開催 

・中小企業景況調査 
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ⅳ 支援の目標 

表 ６ 中小企業景況調査の提供件数の実績と目標 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

ⅰこれまでの取り組み内容、実績 

 小規模事業者の実態把握：小規模事業所の業況や生産、販売する商品・サービスについて巡回

指導により収集した情報は、「基幹システム」へ事業所毎に各経営指導員が随時蓄積し共有して

いる。例えば域外の事業者からの引き合いがあった場合は、このシステムから該当する事業者を

抽出し、活用している。本事業においてもこれらの取り組みを継続して実施する。 

 

ⅱ本取り組みの目的と期待する効果 

✓目的 

 ・域内小規模事業者の支援計画策定の為の基礎的データーの構築 

 ・財務分析からの販売効率や資金繰りに関する助言 

✓効果  

短期的には財務分析からの改善提案による小規模事業者の販売効率や資金繰りの改善であり、

長期的には下記で計画する販路開拓等各支援の為の小規模事業所の実態の把握が期待する効果

である。 

ⅲ本計画による支援内容、手段 

 

 財務分析には、国の「中小企業信用リスク情報データベース」に基づく中小機構の「経営診断

システム」を活用する。このシステムを活用することで一般的な財務分析の計数以外に比較的小

規模な中小企業 100 万社を対象に同業種、同規模での経営状態が比較でき、また倒産に至った企

業の情報から当該企業の危険度までも算出し提供することができる。 

 この他の手段としては先にあげた下図４の②Bの「基幹システム」を支援計画の策定に活用す

る。 

 また、専門的な情報の提供の為、現在、建設・製造・商業・サービス（理美容・運送・自動車

整備・全般）について年間各 3回、合計 15 回程度の業種別のセミナーを開催しているが、本事

業においても継続して開催する。 

 

図４ 支援の各過程における手段とながれ 

②A＜分析＞ ③＜支援計画の策定＞ ④＜支援の実施＞

① 経営診断システム ・財務改善

・販路開拓

・専門家派遣他

基幹システム

巡回指導

②B＜情報の構築と共有＞

巡回指導

 

 

支援内容 25年実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

中小企業景況調査

（延べ回数） 40 件 40 件 40 件 40 件 40 件 
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ⅳ 支援の目標 

表 ７ 指導員 1人あたりの巡回指導の年間目標件数と財務分析の総件数 

支援内容 25年実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

指導員１人あたりの巡

回指導年間のべ件数 413 件 430 件 430 件 430 件 430 件 
財務分析 10 件 25 件 25 件 25 件 25 件 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

ⅰこれまでの取り組み内容、実績と今後の取り組み内容 

 当会では、これまでも小規模事業所の新たな取り組みへの支援の為、上記②市場調査支援で商

品開発におけるシーズ探索等の初期段階を支援し、本取り組みにより実現に向けた計画の策定、

実施段階での借入金、補助金による資金調達と試作やテスト販売までを支援し、下記の販路開拓

支援へ繋げている。尚、計画策定において特に重要性の高い資金調達と返済計画については、返

済と据え置きの期間の長さから実行可能な計画が立てやすく、金利でも優遇される小規模事業者

経営発達支援融資を活用し、実行支援として日本政策金融公庫へ推薦する。 

 

ⅱ本取り組みの支援の内容と効果 

 小規模事業所の新たな取り組みについて試作等の段階から顧客との成約までを見据えて、 

ア）販売の可能性 イ）採算性 ウ）実現可能性 について SWOT 分析、５フォース分析や投資

の回収額と期間を DCF 法による推計で確認することで小規模事業者が取り組む新規事業の成功

の確率を高める。 

  

ⅲ支援の目標 

 計画の策定支援は、ビジョンや事業化ロードマップの策定といった概念的な計画策定から実行

スケジュールとそれに対応する収支計画書の作成といった総合計画まで、事業の規模や段階によ

り様々であるが、本取り組みにおいて到達度の鍵となる指標は新製品の開発や新規事業に関する

計画の策定支援が適していると判断し、下表８のような目標を設定した。この目標件数の達成に

向けた周知方法は当会が企業の事業計画や補助事業の計画の策定を支援する旨を記載したちら

しを作成し、国の作成する小規模事業者持続化補助金等のちらしと共に全会員事業所への配布、

さぬき市役所、金融機関の窓口等での配布により行う。 

 

表 ８ 新規事業の策定支援目標 

26年実績 28年度 29年度 30年度 31年度
小規模事業者持続化補助金
の活用支援

18件 18件 18件 20件 20件

ものづくり補助金等 16件 16件 16件 17件 18件

50件 60件 65件 70件 75件

支援内容

新規事業に関する計画
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
ⅰこれまでの取り組み内容と実績 

上記の計画策定後、当会では、実行の格段階で販路開拓等の必要とされる支援を行ってきた 
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ⅱ本取り組みの実施方法 

 計画の策定を支援した小規模事業者に対する３回/月程度の巡回指導により事業の段階に応じ

て必要とされる次のア）～エ）等の支援を行う。進捗状況を把握することで、実施の遅れや計画

策定時に想定した環境変化等に柔軟に対応した変更計画の策定支援が可能となる。 

ア）製品の試作、サービスの開発：試作品の評価について公設試験場や大学の活用、サービス

の評価についてのアンケート調査の実施 

イ）テスト販売       ：価格設定、結果の評価 

ウ）販路開拓        ：中国企業とのビジネスマッチング支援事業、専門家派遣、ウ

ェブ通販システムの構築、公的機関、金融機関による展示会

開催情報の提供 

エ）生産体制の構築     ：設備投資に係る資金調達について日本政策金融公庫、地域金

融機関と連携による支援 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
ⅰこれまでの取り組み内容と新たな取り組み 

 販売の拡大や新たな製品・サービスの開発の計画策定には、対象市場の需要動向調査が必要と

なるが当地では、この為に必要な情報源や分析手法、人材を独自には保有していない小規模事業

者がほとんどである。当会においては、現在、補助事業を活用した新商品の開発等の新規事業に

着手しようとする小規模事業者からの依頼に対し、公的統計や市販の POS データー等の取得と分

析から、市場規模、時系列変化、市場の細分化等、次表９の「③新商品開発戦略」、「④多角化戦

略」に関する情報の提供を行ってきたが、補助事業以外の事業計画策定と新たな需要開拓の支援

に役立てる為、本取り組みにおいて新たに①～②の既存の商品、サービスの販売拡大に必要な需

要動向調査についても実施する。 

 

表 9 商品・サービスと市場の関係 

 既存商品 新規商品 

既存市場 ①市場浸透戦略 ③新商品開発戦略 

新規市場 ②市場開拓戦略 ④多角化戦略 

 例えば①市場浸透戦略として、既存商品の地域での販売の拡大を目指す食料雑貨店に役立つ情

報のひとつは、県別の「家計調査」から購入額が増加傾向にある品目を調査し、その中の売れ筋

商品を日経 POS データーから検索し検討資料とする等が考えられる。また②市場開拓戦略とし

て、食料雑貨店が宅配事業により、既存商品を他地域で販売する場合には、「買い物に不便を感

じている世帯」の多い地区を特定する為に、市役所で自治会別の世帯数とその高齢化率を収集し

て候補を選び、その候補地区から最寄のスーパーや食料品店までの距離を調べることにより対象

地区を決定する。さらに、対象地区の利用見込み世帯への聞き取りやアンケートから必要とされ

る商品、サービスとそれらの適した提供方法等について調査、分析して検討することが必要であ

ると考えこれらを実施する。 

 

ⅱ調査の目的と期待する効果 

 小規模事業者の販売する商品・サービスについての需要動向情報を提供することにより、成功

確度の高い計画策定と伴走型支援による目標達成を目指す。 

また、『中小企業白書 2015 版』によると「市場開拓を意識した情報収集・分析」を行っている

中・小規模事業者は、行っていない企業に較べて経常利益率が増加傾向にある企業の割合が 12％

多く、逆に減少傾向にある割合は、9％少なく、需要動向の収集・分析が利益に良い影響を与え
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ることが示されており、当市においても本取り組みの効果として期待できる為、効果測定し、こ

の割合を下で目標として掲げる。 

ⅲ調査の項目の設定 

 「市場浸透戦略」の可能性調査では、客単価の増加の為に、下表 10 の「顧客に関する項目」

で自企業の顧客数、顧客当たり購買額・点数等の時系列変化を確認し、POS 情報サービスや業界

誌の資料との比較による差異の抽出や潜在顧客掘り起こしの為のアンケート調査等が考えられ

る。「市場開拓戦略」の可能性調査では、商品・サービスの付加による購入の可能性等を展示会

で収集した情報や業界誌から調査検討する等が考えられる。また、下表 10 の手段・方法におけ

るアンケート調査は、当市において一般消費者を対象に公的な経済団体である当会が主体として

実施することにより、営利事業者の実施に較べて回答者数と回答項目数を得やすいと考え、実施

することとした。 

 

表 10 調査対象別の調査方法 

対象 調査対象項目 手段・方法 

 

市場環境に関

する項目 

 

・対象の市場規模と時系列変化 ・(BtoC)家計調査、商業統計 

・(BtoB)工業統計調査、商業統計 etc

・人口構成 住民基本台帳に基づいた自治体の集

計、年齢別人口推計 

・業界動向（企業数、売上高 etc） ・経済センサス、法人企業統計 etc 

・商業系、工業系の業界専門誌 

顧客に関する

項目 

・購買額、頻度 

 

・日経 POS 情報、 

・個店の POS、製造業での得意先別等

売上情報の分析 

・アンケートの設計と分析 

・製造業者 ・機械要素技術展での需要の高い技術、

技術動向についての調査 

・流通業者 主催、共催する物産展での「流通業者

が求める商品」に関する聞き取り調査

・属性調査 ・顧客の年齢、性別、家族構成、所得

等による社会的属性と購入の関係を得

る為のアンケートの設計と分析 

・購買行動 ・対象商品・サービスについての過去

の購買状況、使用頻度、選択基準を取

得するアンケートの設計と分析 

対象市場の細

分化（ターゲッ

ト顧客の設定） 

・対象顧客の絞り込み、規模の測

定と対象顧客への到達可能性評

価等 

・公的統計とアンケートを組み合わせ

たクロス集計や決定木分析 

例；宅配事業における地区別、年齢層

別での購入品目のクロス集計から販売

地区別に適した商品（購入品目）の準

備。 

販売する個別

の商品・サービ

スに対する調

査 

・試作品等の機能性やデザインの

評価、また官能試験から「売れる

商品」とする為の調査。 

・左記の項目についてグループインタ

ビューやアンケートにより改良と付加

の必要な要素を抽出する。 
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ⅳ 情報の活用方法 

①個別の支援への活用 

ア）事業計画の策定への活用 

対象市場の設定、対象顧客の設定等、個々の小規模事業者の事業計画策定の各段階において、

上記の「市場環境」「顧客」「市場の細分化」「個別の商品・サービス」の必要な項目を調査し、

成功確度の高い事業計画を策定する。 

イ）新たな需要開拓事業への活用 

 新たな需要開拓事業として購買決定モデルに基づき各過程を支援対象とした事業を展開する

が、本取り組みにより各過程の訴求対象である対象顧客の範囲や属性を明確にすることで新たな

需要開拓事業の効率的な推進が図れる。 
 

②小規模事業者全体での活用 

上の表の「調査の項目の設定」の「市場環境に関する項目」を対象とする情報の収集、加工、

分析は定期的に実施する。この内、時系列化した「家計調査」から分かる消費の変化や物産展等

で本会職員が流通業者から収集した「バイヤーが求める商品」についての情報等は、個別の提供

以外に当会のホームページへの掲載により、広く小規模事業者へ提供し活用頂く。 

 

ⅴ 支援の目標 

本取り組みにおいては、需要調査の提供件数と伴に上記のⅱ調査の目的と期待する効果に記載

した『中小企業白書 2015 版』の市場調査と経常利益率についての関係を指標化し目標とする。

指標化の方法は、本取り組みによる支援を行った事業者とそれ以外の事業所について経常利益率

の増加している企業と減少している企業それぞれの割合を調査し、次の算式で計算して指標化

し、計画最終年の 31 年度においては、下表 11 のように支援件数を倍増し、その効果について

20％を目指す。 

経常利益率の増加している事業所の割合の差 

（支援実施小規模事業者での増加事業所の割合 ― 未実施事業者での増加事業所の割合）

 ＋ 

経常利益率の減少している事業所の割合の差 

（支援未実施小規模事業者での減少事業所の割合 ― 実施事業者での減少事業所の割合）

 

表１１  目標とする需要動向に関する調査の提供件数と経常利益でみる効果 

26年実績 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業に関する需要調査 50件 60件 65件 70件 75件

既存事業に関する需要調査 10件 25件 30件 35件 40件

60件 85件 95件 105件 115件

17% 18% 19% 20%-

支援内容

需要動向に関する提供件数

　　　経常利益率の増加企業数割合の差と
減少企業数割合の差
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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】 
 
ⅰ小規模事業者の需要の開拓に関する課題と支援の方法 

 
  さぬき市は人口の減少と高齢化の進行により市場縮小が進んでおり、それに伴い公的統計に

よると当市の事業所数、従業者数、年間販売額等は年々減少している。小規模事業者が新たな

需要の開拓を成功させる為には、購買決定モデル「AIDMA」が想定する顧客が商品の認知か
ら購入決定までに経る過程「（顧客の）認知の促進」→「興味の獲得」→「購買欲求の喚起」

→「記憶」→「購買機会の提供」という「成約」までのそれぞれの過程への支援が必要と考え

る。本取り組みでは、AIDMAの内、①「認知の促進」②「関心の獲得」③「購買機会の提供」
の 3 つの過程が特に重要と考え、下図５のようにこの３つの過程それぞれの効果を高める為
のしくみを構築し、小規模事業者の顧客との「成約」に向けた需要の開拓を支援する。 
図５　本取り組みで構築する新たな需要開拓のしくみ

・発信力向上セミナー ・展示会へ出展

・専門家支援 ・個別マッチング事業者の紹介

Ⅰ.広報活
動支援事業

Ⅱ．発信力向
上支援事業

Ⅲ．ビジネス
マッチング支援

事業

「①認知の促進」～「③販売機会の提供」までを通貫する手段

①認知の
促進

②関心の
獲得

③販売機
会の提供

成約

Ⅳ．IT活用販促支援事業

 
①「認知の促進」（広報活動支援事業） 
需要の開拓の第一段階は、商品・サービスや技術の存在が顧客に認知されることであるが、

本事業では「Ⅰ．広報活動支援事業」により小規模事業者の新商品・サービスや事業活動に関す

る情報を当会が報道機関へ定期的に提供して、小規模事業者の商品等が報道される機会を創り出

し、認知の促進を図る。 
 

Ⅰ．広報活動支援事業 

訴求対象 
・県内消費者及び県内外の百貨店等のバイヤー 
・優れた加工技術を必要とする製造業者 

手段・方法 

ⅰマスコミへの PR支援 
当会は、新商品・サービス・技術や事業所に関する情報を巡回訪問

時に収集し、さぬき市役所内にある記者クラブと県内タウン誌等に情

報提供を続けることにより、当会から報道機関への情報提供のしくみ

が整う。 
本会が提供する小規模事業者に関する情報は、報道機関に目玉記
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事が少ない刊行日等での掲載が見込まれる。 
＜情報の提供先＞ 
・記者クラブ；日経新聞等全国紙の地方版と四国新聞 
・タウン情報誌；ビジネス香川・香川経済レポート・香川こまち 

事業の効果 

小規模事業者の新商品や新しいサービスがニュース番組や新聞記事

で紹介されるとそれらが信頼性の高い情報として広く顧客の認知を受

けることとなる。これにより小規模事業者は対象顧客に向けた需要開

拓の次の段階である「関心の獲得」が進めやすくなる。 
事例；当地において砂糖きびを絞って作る「白下糖」の製造は毎

年１２月から始まるが、この作業風景はこの時期の風物詩として毎年、

テレビや新聞等で報道されている。これによりこの小規模事業者の製

造する「白下糖」は、天然の砂糖として認知を受けており、和菓子製

造業者への卸売りと消費者への小売は人気で生産が追いつかない状況

が続いている。 

 
  ②「関心の獲得」（発信力向上支援事業） 
 顧客に商品・サービスへの高い関心を持ってもらう為には、その商品等が顧客の要求を満たす

ものであることを顧客によく理解してもらう必要がある。この為には小規模事業者自身が、訴求

力の高い販促資料の作成方法と効果的な説明方法や表現方法を身に付けることが必要である。本

事業ではこの為のセミナーと専門家支援を行う。 
 
Ⅱ．発信力向上支援事業 
訴求対象 商談の段階に移った消費者と事業者 

手段・方法 

＜セミナーの開催＞ 
下記のテーマによるセミナーの開催 
・「訴求力の高いカタログ、パンフレット等の販促資料の作成方法」

・「商談において顧客の課題、要求に対応して説明を進める。顧客の

反応を確かめながら進めていく。」等の商談の進め方について 
＜専門家支援＞ 
販促資料の作成等についての個別支援を希望する小規模事業者を

専門家派遣により支援。 
 

事業の効果 

 商品・サービスに対する顧客の理解を促進する販促ツールの作成

方法や商談での高い説明力を小規模事業者が習得することにより、

商談、展示会において顧客の関心の獲得が可能となり、販売等にお

ける成約の確率が高まる。 
 
 
 
 
 
 
 
③「販売機会の提供」 
 上記①により「認知の促進」が進み②「関心の獲得」の為の技術を習得した小規模事業者へ「販

売機会の提供」をビジネスマッチング支援事業により行う。 
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Ⅲ．ビジネスマッチング支援事業 

訴求対象 消費者、流通業者、優れた技術を探している製造業者等 

手段・方法 

ア）全国商工会連合会の開催する展示会、アンテナショップ、販路開拓

支援事業の案内と出展等に係る支援 
 
「ニッポン全国物産展」 
 ・開催目的；中小・小規模事業者の商品展開力・販売力向上と地域経

済の活性化 
・開催場所；池袋サンシャインシティー 

 ・支援対象；中小・小規模事業者 
 ・訴求対象；流通業者、一般消費者 
アンテナショップ「むらからまちから館」 
・開催目的；販売や支援を実施することによる中小企業、小規模事業

者の商品展開力、販売力の向上  
・設置場所；東京都千代田区有楽町 

 ・支援対象；中小・小規模事業者 
 ・訴求対象；流通業者、一般消費者等 
 
「特産品販路開拓支援事業」 
・開催目的；商工会等が連携して行う小規模事業者による全国規模の

マーケットを狙った新事業展開の支援と小規模事業者の経営の向上 
 ・開催場所；都内の百貨店、スーパー、郵便局等 
 ・支援対象；小規模事業者 
 ・訴求対象；流通業者、一般消費者、製造業者等 
 
イ）かがわ産業マッチングフェアへの出展 
香川県商工会連合会と地元金融機関等が開催する「かがわ産業マッチ

ングフェア」の開催案内と出展支援。 
・開催目的；中小企業の魅力ある商品・製品を発掘・PR するととも
に、バイヤー企業が求めるニーズを把握しマッチングすることによる中

小企業の販路拡大支援。 
 ・開催場所；高松商工会議所会館 
 ・支援対象；小規模事業者を含む中小企業 
 ・訴求対象；仕入れ意欲のある大手・中堅企業や地元優良企業 
 
ウ）個別のマッチング企業の紹介 
個々の小規模事業者のマッチングニーズを収集する為のアンケート

調査と日々の巡回訪問を通して得たニーズを元に、他商工会及び地域金

融機関と連携して、販売先等のマッチング相手企業を紹介する。 
 
エ）販路開拓コーディネート事業の活用 
大きな需要が見込まれる商品や高度な技術を開発した小規模事業者

へは、中小機構の販路開拓コーディネート事業を提案し、商社やメーカ

ーとの商談へ導く。 
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事業の効果 

製造業等の小規模事業者は、高い技術力を保有し、高い説明技術を身

に付けていても、専属的な下請け関係等の為、販売先、提案先と商談の

機会を独自に創出することが難しいが、本事業は、これらの事業者へ機

会を提供することができる。 
 
 
  ④「認知の促進」～「販売機会の獲得」までを通貫する IT活用販促支援事業 
  インターネットの活用は上記①～③全ての過程において有効性の高い方法である。特に技術
的に適した方法で構築した独自のウェブサイトは、高い費用対効果をもたらす。 
「IT 活用販促支援事業」において、自社サイトの構築やネット通販、ポータルサイトへの登
録等から、小規模事業者のネットでの機会の創出を支援する。 
 
Ⅳ．IT活用販促支援事業 

訴求対象 
・地域の特徴ある商品等を求める全国の消費者及び流通業者 
・優れた加工技術を求める製造業等 

手段・方法 

ア）IT活用販路開拓セミナー 
＜セミナー＞  
・導入編 
A.「直販の為のウェブサイト作成方法～レンタルショップ、ショッピ
ングモール等の選択～」 
B.「ウェブやソーシャルメディアを効果的に活用した独自サイトの構
築」 
・運用編 
 「商品写真の撮り方と載せ方」 
 「独自サイトへの誘導方法、アクセス解析によるサイト内経路の改善」

 「SEO対策によるアクセス向上」 
・中級編 
 「無料のブログソフトWordPressによるサイトの構築と運用」 
 
イ）専門家支援 
 インターネットの活用について課題を持つ小規模事業者への専門家

派遣による支援 
 
 
ウ）簡易な自社サイトの作成支援 
上記ア）の導入編で作成支援する独自サイト以外の簡易な方法を希望

する小規模事業者へは、全国商工会連合会が提供するウェブ製作公開シ

ステム「SHIFT」を活用したサイト作成を支援し、企業や商品等の情報
を発信するとともに、その利活用方法について支援を行い、販路拡大に

繋げる。 
 
エ）支援機関中央組織が運営するポータルサイトへの登録推進 
全国商工会連合会の「100万会員ネットワークコンパスクラブ」や中

小企業基盤整備機構の「J-GoodTech（ジェグテック）」への登録を推進
し、自社商品や技術を、国内企業や海外企業に情報発信し、新たな販路

開拓と売上向上に繋げる。 
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事業の効果 

・小規模事業者によるインターネットでの情報発信と販売が可能とな

り、またそれらについての改善を図ることができる。 
・ポータルサイトへの登録は短期間で効率的な情報発信が可能で、有効

な販路開拓が可能となる。また、そこからのリンクは独自サイト誘導へ

の太い経路となる。 
・ウェブ活用での成功事例を蓄積し、周知することで、他の小規模事業

者のネット通販等ウェブ活用を進めることができる。 
 

 
【支援の目標】 

本取り組みの目標設定は、下表１２のように件数による目標を設定し、その効果については、

「本取り組みによる支援を行った事業者」と「それ以外の事業所」について両者の経常利益率の

増加している企業数と減少している企業数を調査し、次の算式で計算して指標化し、計画最終年

の 31 年度においては、支援件数を 4倍にし、その効果については、20％を目指す。 

 

経常利益率の増加している事業所の割合の差 

（支援実施小規模事業者での増加事業所の割合 ― 未実施事業者での増加事業所の割合）

 ＋ 

経常利益率の減少している事業所の割合の差 

（支援未実施小規模事業者での減少事業所の割合 ― 実施事業者での減少事業所の割合）

 

表１２ 目標とする需要の開拓に寄与する事業の支援件数と経常利益でみる効果 

現状 28年度 29年度 30年度 31年度

0 5 10 20 25

10 15 20 25 30

5 11 12 15 18

10 15 20 25 30

25 46 62 85 103

- 10% 13% 17% 20%
経常利益率の増加企業数割合と減

少企業割合の差

需要開拓に寄与する事業の支援件数

支援内容

広報活動支援件数

発信力向上支援

ビジネスマッチング支援件数

IT活用販促支援件数

 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

①地域産品の開発（新規） 

 資金や人材が充分で無い小規模事業者による商品開発を支援する為にさぬき市では、平成 27

年度に「さぬき市地域資源等活用新商品開発支援事業補助金」の創設と公募が予定している。商

工会では、本制度を活用し、域内の小規模事業者の地域資源を活用した商品開発の支援を通じて

地域資源のブランド化による地域経済の活性化を目指す。本事業においては、下図５のようにさ

ぬき市と徳島文理大学と連携し事業の進捗の共有から開発と販路開拓に必要な支援を行う。 
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ⅱ 平成 27 年度に本事業で支援予定の商品開発 

 業種 活用する地域資源 開発商品 連携先 

1 菓子製造業 ミニトマト 和菓子 さぬき市 

2 卵・鳥肉小売業 桑 プリン、ケーキ さぬき市、文理大学 

3 パン製造業 ジャジー牛乳 アイスクリームコーン さぬき市、文理大学 

ⅳ支援の目標 

項目 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

市の制度活用  ４件  ４件  ４件  ４件 

独自の開発 ３件  ４件  ５件  ６件 

合   計  ７件 ８件  ９件  １０件 

 

②観光振興（取組の強化） 

 当会では、さぬき市と伴に次の企業、団体との連携し、観光振興に関する取り組みを強化する。

 

✓「平賀源内記念館」公益財団法人平賀源内先生顕彰会  

地域資源活用促進法により観光資源として、同財団の運営する「平賀源内記念館」が香川県よ

り指定を受けている。当会では、記念館設立以前の平成２年より平賀源内が当市に係りが深い人

物であること、また、源内の資料館となっている「平賀源内旧邸」を広報し、観光振興に役立て

る為のイベント「さぬき源内ふるさとまつり」を主催してきた。平成 21 年には同財団へこのイ

ベントを移管したが、当会では、移管後も源内記念館等への集客増の為のイベントの企画、運営

の支援を継続している。 

ⅳ目標とする集客数 

項目 26 年度実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

来館者数 10,000 人 12,000 人 13,000 人 14,000 人 12,000 人 
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✓「ドルフィンセンター」（株）日本ドルフィンセンター 

 イルカによる心理療法とレクレーションを提供する当地のドルフィンセンターも地域資源活

用促進法による観光資源としての指定を香川県から受けている。当会は、本年度、中小機構四国

支部と連携し、国の認定を目指す。計画では、カヌーのような水辺のスポーツをイルカと伴に楽

しむ新たなプログラムの開発と周辺の宿泊施設のプログラムでの活用について策定し、下記の目

標でさぬき市への入込客数と滞在時間の増加を図る。 

 

ⅳ目標とする市外からの入込客数 

項目 26 年度実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

入込客数 45,000 人 52,000 人 55,000 人 57,000 人 12,000 人 
 

✓「どぶろく工房」「産直館」結願の里 

 四国霊場 88 箇所の結願寺「大窪寺」のあるさぬき市の多和地区は、香川県で唯一どぶろくの

醸造と販売が認められている特区である。当地の団体「結願の里」は、この地区の廃校となった

旧多和小学校を借り受け、年間 30 万人を超える大窪寺参拝客の新たな観光目的となるよう、ど

ぶろくを製造販売する「どぶろく工房」と地域の産品を販売する「産直館」を開業した。当会で

は、同団体に参画する小規模事業者への専門家派遣等から同地域の振興を継続的に支援してい

る。 

 

ⅳ目標とする利用客数 

項目 26 年度実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

入込客数 3,000 人 4,500 人 5,000 人 6,000 人 12,000 人 
 

③人口減への対応 

 当地の課題は、人口の減少、特に労働力人口の減少である。さぬき市は定住促進対策事業によ

り、本課題への対応を進めており、経済団体の当会は、「婚活事業」と労働力の確保の為の「人

材確保支援」により本課題へ対応する。本取り組みは、人口と労働力人口の増加から地域の消費

支出が増えることで地域経済の活性化に資すると考える。 

各取組が目的とする地域経済活性化の方向性については、さぬき市と当会で四半期に一度、開

催する意見交換会により確認する。下記の各取組の実施の為に協力を必要とするそれぞれの機関

との連携は、各準備委員会と都度の意見交換により図る。 

 

 

 

 

 

 

以下に人材確保と婚活事業の具体的な取り組み内容と目標を記載した。 

 

Ⅰ人材確保支援 

  ⅰ取り組み内容（新規） 

  

 今年度から、就職説明会を実施し、新卒者と中途採用希望者に対する小規模、中小企業の

事業内容の説明会と面接会の実施により人材確保を支援する。 
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ⅱ本計画による支援の目的と効果 

 

 人手不足が深刻化している状況の中で、人員の充足が得られていない小規模事業者が優秀

な人材を確保することを目的とした本取り組みにより、各事業者の採用難が解消し、定住人

口、昼間人口の増加から地域の活性化が図れる。 

 

ⅲ本計画による支援内容、手段 

（手段） 

     県内の大学（香川大学、保健医療大学、高松大学、徳島文理大学等）、県内高校

（高松工芸高校、志度高校、津田高校、石田高校、寒川高校、三本松高校等）、県内専修・

専門学校等の就職支援担当部署との連携強化による学生への求人情報等の提供及び説明会

等の周知と参加者の確保を行う。 

また、さぬき公共職業安定所、さぬき市地域就職サポートセンターと当会無料職業紹介

事業との情報の共有による求職者への求人情報提供及び求人事業所への紹介を行う。 

 

✓人材確保の為の連携（拡充） 

・人材確保支援：当会⇔香川大学、高松大学、県立保健医療大学、徳島文理大学香川校、

香川県立志度高等学校・津田高等学校・石田高等学校、私立藤井学園 寒川高等学校、さぬ

き公共職業安定所 

 

（支援内容） 

支援項目 支援内容 

就職企業説明会の開催 複数企業を集めた企業ブース設置による説明 

説明会来場者の確保 県内大学等教育機関へのポスター・チラシ等による周知

学校関係者との情報交換及び情報収集 

説明会後のフォロー 事業所就職担当者と求職者との連絡調整 

求人活動 ハローワークとの連携による当会無料職業紹介事業に

おける求人票の掲示 

さぬき市地域就職サポートセンターとの連携 

 

 

ⅳ支援の目標 

項目 26 年度実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

説明会開催回数  １回 1 回 1 回 1 回 1 回 

参加事業所件数  19 社 35 社 40 社 45 社 50 社 

来場者数  130 名 200 名 250 名 250 名 300 名 

就職者数   － 20 名 20 名 25 名 25 名 

 

Ⅱ．婚活事業 

   

ⅰこれまでの取り組み内容、実績 

     

  平成２３年度より、当会青年部において、婚活パーティーを開催し、婚活支援の活動を

さぬき市の支援により展開している。 

  ＜実績＞ 
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年度 事業名 参加者数 カップル成立

平成 23年度 第 1回ラバーサミット さぬちゅ～ 男性22名 女性21名 2 組 

平成 24年度 第 2回ラバーサミット さぬちゅ～ 男性50名 女性52名 8 組 

平成 25年度 
第 3回ラバーサミット さぬちゅ～ 男性40名 女性42名 13 組 

第 4回ラバーサミット さぬちゅ～ 男性38名 女性36名 7 組 

平成 26年度 第 5回ラバーサミット さぬちゅ～ 男性34名 女性30名 5 組 

 

ⅱ本計画による支援の目的と効果 

                                           

    少子化対策として、晩婚化、未婚化が進行する中、独身の男女の出会いの場・きっかけづく

りの場を提供し、結婚後の市内への定住を図るとともに、賑わい創出による地域社会の活性化を

推進することを目的とする。 

 

ⅲ本計画による支援内容、手段 

支援内容 手段 

婚活パーティ－の開催 独身の男女の出会いの場を・きっかけづくりの場の提供 

男性は、市内住民または市内事業所従業員 

市への定住 市との連携 「さぬき市結婚定住奨励事業」の活用案内 

 

ⅳ支援の目標 

項目 26 年度実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

開催回数   2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

参加人数（回）   64 名 80 名 90 名 100 名 100 名 

 

✓婚活事業の為の連携  

当会⇔さぬき市 

 

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 

 

ⅰこれまでの取り組み内容、目的、実績 

当会の職員の支援能力強化の為に下記の研修の開催と参加を行ってきた。本計画にお

いても継続した実施により支援効果の向上を狙う。 

他機関との連携を通じた支援ノウハウの共有を当会が主催する次の講習会と情報交

換会及び研修において図ることで、地域内外の消費者と事業者の需要動向についての最

新情報の取得から小規模事業者の新たな需要の開拓を進める基盤の構築が図れる。 

＜主催＞ 

・日本政策金融公庫による融資に関する講習会  

・地域金融機関との金融動向と支援の方法に関する情報交換会 

・地区内経営者によるグループ演習を含む講習会 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

支援能力強化の為に次の研修会への参加等を行う。 
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＜他機関主催への参加等＞ 

・中小機構中小企業大学校での研修参加 

 ・専門家派遣への帯同による支援方法の習得 

・香川県商工会連合会主催の研修への参加・ウェブ研修の受講 

 

Ⅱ．組織内での支援に関する情報とノウハウの共有 

事務局長、経営指導員による月 2回の例会において各指導員が巡回計画書に掲げた事

業所への訪問時に行った支援内容を検証する。各指導員が実施している支援の内容は、

ネットワーク上に構築した基幹システムへ逐次登録されるので、事務局長による都度の

検証や他の職員による引き継ぎもスムーズに行える。また、支援ノウハウの共有の強化

と支援能力の向上の為、月一度、日本政策金融公庫国民生活事業、税理士、社会保険労

務士の同席の下、各経営指導員の支援事例について検証し、これら外部有識者からの助

言を受ける。 

 

本計画による支援に期待する効果 

 経営指導員個々の不得意分野の補強や経営に関する新しい知識の習得により、小規模

事業者の経営の円滑な発達を促す。 

 

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 

上記の取り組み毎の指標についての到達度を以下の方法により評価・検証する。 

①徳島文理大学香川校 地域共同開発センター担当教授、日本政策金融公庫 高松支店

国民生活事業、税理士、社会保険労務士等の有識者と当会の会長、副会長、事務局長で

構成する評価委員会において事業の実施状況、成果の評価・見直し案の策定を毎年実施

する。 

②理事会において、評価・見直し方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果を当会のホームページ 

（http://shokokai-kagawa.or.jp/sanukishi/）で計画期間中公表する。 
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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 27年 8月現在）
（１）組織体制 

事業実施体制 
    支援            方針等決定    承認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    実施内容案・評価・見直し案提示 
 

 
事業を実施する人員 １４名（事務局長１名、経営指導員７名、経営支援員４名、 

記帳指導員２名） 
商工会組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局職員 １４名（事務局長１名、経営指導員７名、経営支援員４名、 
記帳指導員２名） 

（２）連絡先 
支援機関名 さぬき市商工会 
住所 〒769-2101 香川県さぬき市志度 5385-30 
電話番号 087-894-3888
ＦＡＸ 087-894-1533
ホームページアドレス http://www.shokokai-kagawa.or.jp/sanukishi/ 

 

小
規
模
事
業
者
等 

支援担当者 

 事務局長  1名 

経営指導員 6名 

経営支援員 4名 

記帳指導員 3名 

正
副
会
長
会 

理 

事 

会 

総代会 

指導事業委員会 

会長・副会長

監 事 
顧 問 

理 事 会 

総務企画委員会

指導事業委員会

金融審査委員会 

事務局 

小規模企業振興委員会 青年部・女性部
建設業部会 

工業部会 

商業部会 

サービス業部会 
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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 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 
必要な資金の額 102,200 103,800 105,100 106,400 
 職員設置費 68,000 69,000 70,000 71,000 
経営支援事業費 22,500 22,800 23,100 23,400 
地域総合振興事業費 11,700 12,000 12,000 12,000 
   
   
   
 

 

（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、県連交付金、さぬき市補助金、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 

①徳島文理大学香川校:商品開発支援、就職企業説明会 

②（公財）かがわ産業支援財団：「ミラサポ」の地域プラットフォームとして専門家派遣に関する

支援（平成 26 年度実績 延べ 18 回） 

③日本政策金融公庫 高松支店 国民生活事業：小規模事業者が返済計画の立てやすい長期固定

金利での資金供給。 

④地域金融機関       ：香川県制度融資等による本事業支援対象者への資金供給 

⑤当会顧問専門家 税理士 金川幸二  

         社会保険労務士 小西輝佳 ：支援への助言、協力 

連携者及びその役割 

①徳島文理大学香川校 学長 桐野 豊  香川県さぬき市志度 1314-1  087-899-7100 
②（公財）かがわ産業支援財団 理事長 中山 貢 高松市林町 2217-1  087-840-0391 

  役割：ミラサポの地域プラットフォームとして専門家派遣に関する支援 

③日本政策金融公庫高松支店 国民生活事業 事業統轄 尾﨑 忠男 高松市寿町２丁目２−７  

                                ℡ 087-851-0181 

役割：設備資金等の融資による本事業支援対象者への資金供給 

④地域金融機関 

 役割：香川県制度融資等による本事業支援対象者への資金供給 

㈱百十四銀行 代表取締役頭取 渡邊智樹 香川県高松市亀井町 5番地の 1 087-831-0114 

㈱中国銀行 代表取締役頭取 宮長雅人 岡山県岡山市北区丸の内 1丁目 15 番 20 号 

 086-223-3111

㈱香川銀行 代表取締役会長 遠山誠司 香川県高松市亀井町 6番地 1 087-861-3121 

高松信用金庫 理事長 蓮井明博  香川県高松市瓦町１丁目 9番地２ 087-836-3011 

香川県信用組合 理事長 国東照正  香川県高松市亀井町 9番地１０ 087-833-3311 

⑤当会顧問専門家 税理士 金川幸二   香川県さぬき市志度 2158-4 087-894-0953 

社会保険労務士 小西輝佳 香川県高松市多肥下町 1524-4 087-815-1050 

連携体制図等 

＜①商品開発支援、就職企業説明会＞

本会 ⇔

支援対象者

徳島文理大学

＜②専門家派遣＞

支援対象者

派遣

専門家 かがわ産業支援財団

派遣依頼

本会

　　　　高度な支援
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＜③資金調達の支援＞

　　推薦

本会

支援対象者

日本政策金融公庫

　融資の実行資金計画の策定

 
 

＜⑤支援への助言、協力＞

本会 ⇔ 当会顧問専門家

支援対象者

＜④資金調達の支援＞

　　推薦等

本会

支援対象者

資金計画の策定 　融資の実行

地域金融機関

 
 

 

 

 


