
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
三豊市商工会 (法人番号 3470005004277) 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

 三豊市商工会では、「商工会が小規模事業者の発達支援の中核となることで、高度

な課題解決を取り組むとともに、地域の事業者の稼ぐ力(付加価値)の強化と産業間

の連携力の強化を積極的に推進する」ことを、経営発達支援計画の実施目標とする。 

事業内容 

1.地域の経済動向調査に関すること 

三豊市データベース、地域経済分析システム等の鮮度の高い情報を収集し、地域

の景況予測に反映させ小規模事業者への提案データとして活用する。また関係機

関が行う経済動向調査も活用し、より厚みのある情報収集を行い提供する。 

2.経営状況の分析に関すること 

事業計画を策定する前段階として、自社の強みや弱み、経営資源、提供する商品・

サービス等の認識が可能な SWOT 分析を中心に経営分析を行う。従来の財務分析

に合わせ、事業計画策定や販売戦略立案のための基礎資料として活用する。 

3.事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者が根本的な自社の経営課題を解決し、稼ぐ力を強化していくため

未来を見据えた事業計画の策定を行う。企業の抱える経営課題を中・長期的な

課題として抽出分類し、企業規模・体力に応じた伴走型の指導・助言を行う。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の環境変化に応じた PDCAサイクルを効果的に回すため、計画策定事業

者に対して、定期的な巡回訪問等を実施し確認作業を行う。ずれが生じている

場合には、事業所に改善の必要性を問い、集中的な支援強化を図り修正を行う。 

5.需要動向調査に関すること 

  小規模事業者の地域資源を活用した商品について BtoB、BtoC の需要動向調査を

行い、求められるニーズを把握することで、マーケットインの考え方を浸透さ

せ、販路開拓や商品開発に繋がる情報提供を行う。 

6.新たな需要開拓に寄与する事業 

展示商談会、販売会への出展推進「出展前→出展時→出展後」に応じた販路開

拓支援を行う。同時に商品訴求力強化のための、広報事業、ネット通販環境の

整備による商談成約率や新規取引に繋がる出口市場の確保を目指す。 

7.地域経済の活性化に資する事業 

関係機関との連携を密にし、積極的に関わることで地域の目指す方向性を共有

する。また各種会議や各種イベントにも支援機関の立場から参画し、地域社会

と地域経済の基盤強化を促進し、今後の地域創生・活性化の方向性を提案する。 

8.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 

「県連合会及び他地域商工会・会議所」「専門家」「その他各種団体」等との連携

強化により、情報交換を密にし支援ツール・ノウハウについて共有化を推進する。 

9.経営指導員の資質向上等に関すること 

各種研修会への参加、職員ミーティングの活用、職種間連携強化の取組により支

援スキルの向上を推進する。 

10.事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 本事業の計画については、発達支援計画実行の PDCAを着実に推し進めるとともに、 

 理事会、有識者の評価を受けながら、適正な見直しを行い報告を行う。 

連絡先 
三豊市商工会本所  767-0032 香川県三豊市三野町下高瀬 2014-1   

ｔｅｌ 0875-72-3123 ｆａｘ 0875-72-5957 

メール mitoyo@shokokai-kagawa.or.jp 担当 齋賀、西川、椎野、豊坂  

 

mailto:mitoyo@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 

Ⅰ．三豊市の概要 

 

１．三豊市の現状と動向  

三豊市は平成 18 年 1 月 1 日に三豊郡の旧高瀬町、旧山本町、旧三野町、旧豊中町、

旧詫間町、旧仁尾町及び旧財田町が合併し誕生しました。市の沿革としては、まず明治の

市町村制により 22 村が誕生し、その後、昭和の大合併（市町村合併促進法：昭和 28 年公

布）により、現在の 7つの行政区域が形成されました。本市は、香川県西部に位置し、北西

部は瀬戸内海に面しています。北東部は象頭山（琴平山）などに接し、南東部は讃岐山脈

を境に徳島県に接しています。さらに、愛媛県や高知県にも近い位置にあります。市の総

面積は、222.71k ㎡で、県の総面積 1,876.73k ㎡の約 12％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人口の動き 

現在の三豊市の人口は 65,387 人で、合併後現在まで約 5,000 人が減少し、今後 30 年

間で更に約２万人が減少すると推計されており、それに伴い当地域は急速に少子高齢化

が進行しています。高齢化率を見てみると平成 12 年には既に 25.82％だったものが平成

27 年には 34.32％まで進んでおり、今後もこの傾向は加速することから、生産年齢人口の

減少と併せて、これに対応した住みやすいまちづくりが必要となっています。（出展：平成

29 年版 みとよの身の丈 三豊市データブック） 

 
【人口と高齢化率】 

     
区分   平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 25 年 平成 27 年 

年少人口 (0～14 歳) 9,997 8,920 8,346 8,129 7,754 

生産年齢人口 (15～64 歳) 44,515 42,254 39,478 37,028 35,192 

老年人口 (65 歳以上) 18,970 20,006 20,623 21,583 22,441 

総人口   73,482 71,180 68,447 66,740 65,387 

増減率     -3.14% -6.86% -9.18% -11.02% 

高齢化率   25.82% 28.11% 30.13% 32.34% 34.32% 
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３．交通 

本市には、北東から南西方向に高松自動車道、国道１１号、JR 予讃線等が走り、南東

部には、南北に国道 32 号、JR 土讃線が走っており、幹線交通軸を形成しています。 

高速自動車道については、市内に２箇所のインターチェンジを有し、高松、松山、高

知、徳島、岡山まで約 1 時間で到達可能と交通の利便性が高くなっています。JR 詫間駅、

高瀬駅は、土讃線の分岐点である JR 多度津駅、高松空港など交通の結節点にも近いた

め、四国における交通の要衝に近接した恵まれた交通条件を有しています。さらに、海上

交通の拠点として、国際貿易港である詫間港と、マリンレジャーの盛んな仁尾港の２つの

地方港湾を有しています。 

 

４．三豊市産業の現状と課題 

●三豊市産業の現状 

三豊市の産業は、「北は瀬戸内海から南は讃岐山脈までを包含する風土に富んだ広い

立地」「瀬戸内沿岸の温暖少雨な気候」「高速道路を中心とした恵まれた幹線交通網」等を

活用しながら、兼業の第一次産業を中心に商業・工業とも比較的バランスよく発展してまい

りました。三豊市産業全体を見渡すと、特に他地域に秀でた特徴を有していると考えられ

るものは、主に第一次産業、第二次産業の分野で多くみられます。 

第一次産業の主軸である農業・水産業では、恵まれた自然環境のなかで、みかん、ビ

ワ、桃、ぶどう、柿、イチゴ、キーウィフルーツなどの果物から、なす、ブロッコリーの野菜

類、さらに鯛や蛸、鰆、牡蠣や河豚といった魚介類まで、高品質で多様な第一次産品が年

間を通じて平均して安定的に収穫できるという特徴があります。主力商圏である近畿圏に

向け、高い鮮度を保持しながら商品を流通させることができる強みも生かし、これまでもオリ

ジナル性を出した特色ある商品づくり産地づくりに取り組んでまいりました。 

また、第二次産業では、これまでも三豊市の基幹業種であった製造業が地域経済の発

展をはじめ、雇用の場の拡充、研究・開発機能の強化等で重要な役割を担ってきたため、

積極的な企業誘致に取り組んだ結果、臨海部、内陸部それぞれに工業団地が誕生し、臨

海部には鋼板、鋼管、炭素加工、合板加工等の業種、内陸部には紙加工、乳製品製造、

機械製造、食品加工、物流等の業種が多数立地して発展してまいりました。特に品質の高

い第一次産品を活用した冷凍食品製造業や建設機械・電気機械部品をはじめとするもの

づくり関連の製造業において、高い技術の蓄積がみられるのが特徴となっております。 

しかしながら、三豊市では生産年齢人口減少に伴い、第一次産業従事者の高齢化や

商工業の労働力不足が深刻化しており、経済活動の規模自体が縮小している状況です。

当地区における商工業者数、小規模事業者数は、ともに減少の一途を辿っており、平成２

１年と平成２６年の経済センサス基礎調査によると、平成２１年の小規模事業者数２，９８９

事業所が、平成２６年には２，６９３事業所となっており、深刻な事業所減にも陥っていま

す。また、多様で高品質な第一次産品を多数所有してはいるものの、そのような地域資源

の魅力をいまだ充分に活用できている状況ではありません。製造業においても、有力企業

が下請け企業を使用する機会は多いのですが、他エリアの下請け企業を使うことが多く、

地元での取引機会の取りこぼしも目立つという課題もみられます。 

 

[業種別動向] 

【農業】 

三豊市の農業は土壌もよく気候も温暖で、全国一の産地規模を誇るマーガレットをはじ

め、米麦、野菜、果樹、花卉及び工芸作物の生産、畜産に至る多彩な農業が営まれてお
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り、地域ごとに産地化が進んでいます。農業産出額は県下第１位で、生産農業所得も県下

第２位となっています。しかしながら、耕地利用率は低く、農業の収益性を示す生産農業

所得率も高くはありません。経営耕地面積の構成比は、果樹園の割合が高く、農業産出額

の構成比は、鶏、果実の農業産出額の割合が高いのが特徴です。兼業農家が多く、その

大多数が水稲栽培のみ行っており生産性は低くなっています。また高齢化が進んでいる

ため、大部分を占める水田は有効活用されていません。近年は、農業振興・耕作放棄地

対策として、若者就農支援等の制度の拡充もあり、新たに起業する方が増加しています。 

【漁業】 

水産業は、北西部に瀬戸内海「燧灘」を漁場とした１０の漁港を有し、底引き網を主体と

した漁船漁業を中心に、鯛や蛸の水揚げだけでなく、河豚・牡蠣などの養殖も活発に行わ

れています。小規模な事業所が多く引き合いは多いものの、大きな売上を確保するのは困

難な状況です。三豊市では、漁港・漁場の整備をはじめ、水産業の振興に向けた各種取

組みを進めてまいりましたが、水産資源の激減による漁獲量の減少や漁業環境の悪化、

魚価の低迷、漁業就業者の高齢化、担い手の減少に伴い、経営状況は厳しさを増してい

る状況です。しかしながら、水産資源の確保や水産物の価値向上に取り組む企業も徐々

にではありますが増えてきつつあります。 

【建設業】 

建設業は、公共工事等の減少から規模の縮小化が進み、リストラされた人員が一人親

方となったため、事業所数が一部増加している傾向があると分析しています。また、余剰と

なった機械や労働力を有効に活用するため、新たに農業分野に進出する事業所も見受け

られます。 

【製造業】 

製造業については、かつて冷凍食品、冷凍水産品等の製造販売、日本一を誇った「加

ト吉水産株式会社」が香川県西讃地域にあった関係もあり、三豊市でも冷凍食品産業が

堅調で、消費生活の変化や核家族化などの時代の風潮に乗り急成長を遂げ、全国の主

要産地の一つとなっております。また、建設機械関連、造船関連、自動車部品関連、電機

機械関連などの分野では、市の中核企業として多数の協力企業が存在し、溶接、切削加

工、組込みソフトウェア、金属プレス加工を中心に、技術力の高いものづくり基盤技術が蓄

積されています。しかしながら、小規模事業者においては、その殆どが下請、孫請の事業

者であり、労働力確保の難しさが課題となっています。 

【商業】 

商業は、国道沿線を中心に大型店が乱立し、コンビニエンスストアも出店を続けている

状況です。特に食料品や衣料品を取り扱う事業者の減少が顕著で、後継者の有無を考慮

すると、益々この現象に拍車がかかる傾向にあります。従来の小売業から脱却できず、求

められる商品構成ができてない事業者も数多くあります。消費者ニーズの多様化や人口減

少・少子高齢化への対応の立ち遅れから、特に島しょ部、山間部の限界集落化、買い物

難民対策が急務であり、購買力の地元定着や流入が期待されております。 

【飲食サービス業】 

香川県は全国的にも知名度の高い「讃岐うどん」の産地であることから、三豊市におい

ても、うどん店、カフェといった飲食サービス業の創業者が多いのが特徴です。また新規参

入が比較的容易な美容院、エステ等の開業率も高い傾向が見られます。これは商工会が

行う創業塾だけでなく、製麺機メーカーによるうどん店の創業セミナー、地元工務店による

カフェ開業セミナー等も実施されているため、それらの業種の開業率が増加傾向にあると

分析しています。全体の事業所数自体は減少しているものの、理美容・飲食業は、人口に
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対する店舗数が過剰となっているため、限られた市場で縮小する顧客の奪い合いが起こ

っている状況です。 

 【観光業】 

近年、観光ニーズはますます多様化し、三豊市においても観光は地域の活性化につな

がる重要な産業となる可能性を秘めています。本市には、瀬戸内随一の眺めを誇る紫雲

出山や、美しい海岸線、島々等の自然資源が豊富に存在しているため、香川県が力を入

れている瀬戸内国際芸術祭の主要会場にも指定されております。その他にも四国霊場、

道の駅、温泉、ゴルフ場等、多様な観光・交流資源があり、観光客入込者数は増加してお

ります。さらに民泊を中心とした滞在型インバウンドへの動きが広がっています。 

 

〇業種別構成（資料経済産業省ＨＰ 「Ｈ２１、２６年経済センサス」基礎調査） 
 建設業 製造業 卸小売業 飲食宿泊業 サービス業 その他 合計 

商工業者数(H21) 415 378 918 276 621 564 3,172 

商工業者数(H26) 345 375 745 274 598 562 2,899 

差異 ‐70 -3 -173 -2 -23 -2 -273 

小規模事業者数(H21) 392 356 864 260 586 531 2,989 

小規模事業者数(H26) 320 347 692 256 555 523 2,693 

差異 -72 -9 -172 -4 -31 -8 -296 

 

●地域の課題 

上記のことから、三豊市では今後の産業振興を図っていくうえで、以下の２点が大きな

課題として存在していると分析しております。 

 

①経済活動の縮小 

人口構造の急激な変化によって、三豊市では経済活動の規模自体が縮小しており、産

業全体における活力が失われつつあります。地域で商売を行うにも、生業として成り立ち

にくいという厳しい現実があります。特に小規模事業者の多くは、経営基盤が弱く、経済変

動の影響を受けやすいという特徴があるため、従来からの業態、販売形態から脱却でき

ず、需要と供給の変化に対応できてはおりません。また、後継者不足から廃業に至る小規

模事業所も数多く存在し、創業者・事業承継者も含めた小規模事業者の育成と自立に重

きを置いた支援と地域経済活性化の取組み、地元での取引機会の拡大を図るための取組

みが喫緊の課題となっております。 

 

②商品・製品の訴求力不足 

三豊市の商品や製品は、素材としてはそれぞれ良いものを有してはいますが、全国的

に見れば総量的に突出したものが少なく、素材の良さや品質の高さといった強みを充分に

生かし切れていないという課題があります。また企業単体での営業力や商品構成力にも劣

るため、これからは産業間の連携力を高めたうえで、品質の高さを武器に更なる差別化戦

略の浸透と実践が重要と考えております。今後、地域資源の育成とそれに伴う販路開拓を

強化していくためには、全産業的な商品・製品の付加価値アップを図り、新たな市場の需

要開拓に繋がる「三豊ブランド」の発掘と育成が、今後の地域振興・産業振興の両面で必

須の条件と考えております。 
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 

●今までの小規模事業者支援（経営改善） 

当商工会においては、これまで指導員の定期的な巡回訪問を中心としながら、小規模

事業者が抱える課題解決に努めるとともに、国、県の補助事業も活用し、経営改善普及事

業の枠組みの中で、個々の事業者の経営基盤強化を図ってまいりました。具体的には、

平成２０年度からの国の「地域力連携拠点事業」、平成２２年度から三豊市と連携した「三

豊市相談事業」などを実施し、企業が抱える専門的な課題に対応するための体制整備に

も取組んできました。ちなみに昨年までの相談事業の実績は下記のとおりです。（経営指

導員のアフターの件数は含みません） 

 

【三豊市相談事業 相談件数推移表】 
 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合計 

相談企業数 ２７ ２９ ６１ ６５ ６１ ７１ ７６ ３９０ 

延べ相談件数 ５２ ９１ ９５  １２９ １５７ １８５ １３５ ８４４ 

 

●これからの小規模事業者支援（経営発達） 

三豊市では、地域が持つ多様な特性・資源を生かし、農業・漁業・商業・工業を育成支

援すると同時に、それぞれの連携により、三豊市産業全体の振興に繋げ「三豊市型産業

の確立」を図っていくことを市の基盤事業と位置づけております。 

また、厳しさを増す昨今の経済環境下においては、小規模事業者が抱える経営課題

も、多様化・難問化してきており、相談内容も、販路開拓、創業、事業承継、事業再生、新

商品・新サービスの開発など、非常に多岐にわたります。 

これらの状況を踏まえ、三豊市商工会では小規模事業者に対する今後１０年間の地域

の振興の在り方として、地域全体の方向性や特色に沿いながら、職員総力による小規模

事業者の伴走型支援体制の一層強化を図ってまいります。そのためには、今まで以上に

商工会職員が小規模事業者の目線に立ち、従来の経営改善普及事業の枠組みを超えた

形で、自立できるような育成支援と産業間の連携強化を図り、きめの細かい伴走型支援を

推進してまいります。また、これまで以上に国・県・市及び関係支援機関との連携も密に

し、商工会がリーダーシップを発揮することで、「三豊市型産業の確立」を目指してまいりま

す。 
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●伴走型支援実施イメージ図 

※三豊市商工会では、ビジネスモデルの構築、資金調達、販路拡大など、個社の経営ステ

ージに応じて、連携力の強みを生かした伴走型支援体制を構築します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営発達支援計画 実施目標】 

三豊市商工会では、地域の実情と小規模事業者の置かれている現状と課題を鑑み、三

豊市型産業の確立の為に、「商工会が小規模事業者の発達支援の中核となることで、小

規模事業者の高度な課題解決に取組み、地域の事業者の稼ぐ力（付加価値）の強化と産

業間の連携力の強化による新たな需要の開拓を積極的に推進する」ことを、今後５年間の

支援計画の実施目標とします。実施目標推進のための重点項目は以下の２点です。 

 

①地域の事業者の稼ぐ力（付加価値）の強化 

縮小する地域の経済活動を食い止め、地域の事業者の稼ぐ力（付加価値）を強化して

いくためには、地域内における小規模事業者の新たな需要の開拓が重要であると考えま

す。そこで小規模な生産者や小売業者、製造業者の新たな供給先として、地域内の直接

取引機会の拡大による資金循環環境の構築を目指します。外から資金を呼び込む力と地

域内に新しいビジネスや事業者を創造・創出する仕組み作りを行います。 

 

②産業間の連携力の強化による新たな需要の開拓 

質の高い商品・製品を多数保有している三豊市の強みを生かしていくため、商工会が先

導役となり、それら地域資源の発掘とブラッシュアップを行います。さらに産業間の連携力

の強化のもと高付加価値化を図り、付加価値の高い地域商品・製品の集合体である「三豊

ブランド」の構築を目指します。域外市場の獲得に向けた販路開拓支援を積極的に押し進

め、川上から川下に誘導する支援強化策を実行します。 

 

【経営発達支援事業 実施方針】 

三豊市商工会では、発達支援計画の実施目標を達成するにあたり、小規模事業者に

対する具体的な支援の実施方針を以下の３点とし、今回の経営発達支援事業を積極的に

推し進めます。 

１.現状分析 

 課題の把握 

強みの抽出 

２.計画策定 

目的目標設定 

プランニング 

3.計画実行 

新たな支援 

融資,補助事業 

マッチング 

4.計画検証 

フォロ-アップ 

フィードバック 

更なるステップ

アップ！！ 

気づき 
成長発展 

維持存続 

調査・分析 

専門家派遣 

職員間連携 

ビジネスプラン作成 

マイナスからプラスへ！！ 

需要開拓 

6 次化・ 

農商工連携 

地域資源活用 

伴走型支援の PDCA 

三
豊
市
型
産
業
の
確
立 
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①地域の事業者の稼ぐ力（付加価値）の強化 

地域内における経済活動をより活性化させていくため、商工会が商社機能を高め事業

の枠組みを計画し、小規模事業者が販売する商品・サービスを地域の経済活動の場へと

効率的に提案します。具体的には、小規模な生産者・小売業者と消費者を直接繋ぐ地域

の産直市、道の駅、販売イベント等を積極的に活用することで、売上拡大を目指します。ま

た事業者間の需給バランスを可視化しリストアップすることで、商談機会の拡大を図り、成

約率の向上に繋げてまいります。 

 

②産業間の連携力の強化による新たな需要の開拓 

地域外の需要開拓を推進していくため、６次産業化や農商工連携の推進、ビジネスマッ

チングの推進によって、新商品・新サービスの開発を行い、ブランド力の強化に繋げてま

いります。また、製造業におけるネットワーク強化を以て、ものづくり技術のさらなる集積化

を推し進め、地域全体としての技術力の向上と他社製品との差別化を図りながら、地域外

での新たな需要開拓を積極的に推し進めてまいります。 

 

③伴走型支援体制の強化 

上記２つの実施方針を円滑に遂行していくため、香川県商工会連合会や他地域の商工

会・商工会議所等の支援機関や専門家とのネットワークを最大に活かし、支援ノウハウ等の

情報共有を行います。また、当商工会内部においても、職種を越えた連携型支援体制の構

築に努め、職員全体として支援スキルの向上を図ります。発達支援計画の実施に当たって

は、伴走型支援のＰＤＣＡを効果的に回すことで支援の精度を高め、個社の経営ステージ

に応じた情報の提供、課題の解決を図ります。 

 

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」 

（目 的） 

三豊市商工会では、これまで地域の経済動向調査は、香川県商工会連合会が行う景況

調査と巡回の際の経営指導員の情報収集しか実施しておりせんでした。今回はそれを見直

し、以下の 3 点のデータを活用した経済動向調査を行うこととします。 

まず、三豊市の土地・人口・産業・経済・教育・文化など幅広い分野にわたるデータを総合

的かつ体系的に網羅した「みとよの身の丈」データベースを活用し、三豊市内の年齢別人口

動向や産業動向の基本情報等を把握するとともに、雇用や観光入込数、農産物、水産物の

収穫量などの鮮度の高い情報を収集し、景況予測に反映させ、小規模事業者への提案デ

ータとして活用してまいります。また、地域経済分析システム「RESAS（リーサス）」を活用し、

地域内従業者数（事業所単位）、売上、付加価値額など、産業分類ごとのシェア分析や販路

開拓に必要な人口流動データを検討ツールとして活用することとします。さらに日本政策金

融公庫が行う経済動向調査を活用し、より厚みのある情報収集を行い、業種別・エリア別の

売上傾向、資金繰り、借入状況、経営上の課題、設備投資、価格動向の実態を把握します。 
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(事業内容） 
経済動向資料活用 目的と内容 効果 
①みとよの身の丈 

（三豊市データベース） 

 

（目的） 

三豊市の農業生産物情報、漁獲量情報、商

業出荷額、工業出荷額、観光入込客数の実

態把握 

（内容） 

商工会ホームページにリンク先を掲載し情報

提供（年１回） 

・農商工連携、6 次産業化のた

めの相談事業に活用します 

②地域経済分析システ

ム「RESAS（リーサス）」 

（目的） 

従業者数（事業所単位）、売上、付加価値

額、産業分類ごとのシェア分析や人口流動

データの調査分析 

（内容） 

商工会ホームページにリンク先を掲載し情報

提供（年１回）  

・創業支援や販路開拓のため

の相談事業に活用します 

③全国中小企業動向

調査（日本政策金融公

庫） 

 

（目的） 

業種別、エリア別に、売上傾向、資金繰り、

借入状況、経営上の課題、設備投資、価格

動向の把握 

（内容） 

商工会ホームページにリンク先を掲載し情報

提供（年４回） 

・巡回指導時の情報提供 

・小規模事業者の経営状況分

析や事業計画策定時の比

較データとして活用します 

 

 

 

(目標) 
経済動向資料活用 現状 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 

①みとよの身の丈 未実施  １回  １回  １回  １回 １回 

②RESAS（リーサス） 未実施  １回  １回  １回  １回 １回 

③全国中小企業動

向調査 

未実施  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回 

 

（活用方法） 

収集、分析したデータについては、経営指導員の巡回指導や経営支援員の窓口指導な

どの際に有益な情報として、会員事業所に伝達することとします。また、商工会ホームページ

へのリンク掲載、会報誌等への掲載を行うことで事業所がいつでも利用できるようにするとと

もに、小規模事業者の経営状況分析や事業計画策定支援にも活用していきます。 

 

２. 経営の状況の分析に関すること「指針①」 

  （目 的）  

これまで三豊市商工会が行ってきた分析は、主に金融に関する財務分析や決算指導の

際の簡易な損益分析（暦年の損益比較による収益性分析）が多く、小規模事業者の強みを

発見し、経営力を向上させるための分析としては充分ではありませんでした。 

今後は、小規模事業者が事業計画を策定する準備段階として、経営状況の分析を行い、

自社の強みや弱み、経営資源、提供する商品・サービスの中身、商圏、競合等の実態把握

を定量・定性の両面から推し進め、事業の将来性を検討します。主な分析手法としては

「SWOT 分析」を主とし、分析ツールとしては、「ローカルベンチマーク」を活用した経営分析

を行っていくことで、事業計画の策定や販売戦略の立案のための基礎資料として活用してま

いります。また、この分析により、過去から現在に至るまでの傾向分析を行い、経営状態を可
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視化することで、今後の経営計画について客観的な評価を行います。 

 

（事業内容） 

①事業計画策定セミナー等の開催における経営分析  

事業計画策定セミナー、農商工マッチング、創業塾及び事業承継セミナー等の各種セ

ミナーの参加者に対しては、セミナーに参加する事前準備として、自社の経営資源（ヒト・

モノ・カネ）を明らかにし、強みや弱み・ターゲットとする市場の動向を認識するとともに、経

営課題の把握し個社の経営改善や成長を判断する目的で、経営指導員とともに分析を行

います。分析した資料をもとに、企業の事業性・成長性について評価を行ったうえで、各種

セミナーに参加することで、自社の現状や市場の動向を踏まえた、より精度の高い事業計

画の策定に繋げてまいります。 

 

②巡回・窓口相談における経営分析  

経営指導員の通常の巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者の経営力強化の為、ロー

カルベンチマークを活用したＳＷＯＴ分析を事業者とともに行います。具体的には、金融相

談を求める事業所に対しては、従来の財務だけではない事業性の評価を行うため、経営

の状況分析を行い、資金の有効性や実行後の収益予測の判断材料にするとともに、今後

の事業展開に向けた経営戦略の提案を行います。また、記帳対象者に対しては、記帳関

係職員と経営指導員が連携して分析を行うことで、個別企業の商品・サービスの強みやウ

ィークポイントを共に把握し、事業者と同じ目線での対話しながら改善提案を行うことで、事

業の計画的発展に向け、経営分析の重要性を認識してもらいます。企業の経営状態を把

握することで経営状態の変化に早めに気づき、早期の経営支援に繋げてまいります。 

 

 （目 標） 

①セミナー活用による 

経営分析 

現状 31 年度 32 年度     33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定セミナー（回） 

   〃(延人数) 

経営分析件数（件） 

2 

20 

10 

2 

40 

20 

2 

40 

25 

2 

60 

30 

2 

60 

35 

2 

60 

40 

農商工マッチング（回） 

  〃（延人数） 

経営分析件数（件） 

1 

10 

2 

1 

15 

4 

1 

20 

6 

1 

25 

8 

1 

30 

10 

1 

35 

12 

創業塾（回） 

  〃（延人数） 

経営分析件数（件） 

2 

40 

20 

2 

40 

22 

2 

40 

24 

2 

40 

26 

2 

40 

28 

2 

40 

30 

事業承継セミナー（回） 

  〃（延人数） 

経営分析件数（件） 

1 

20 

４ 

1 

25 

６ 

1 

25 

８ 

1 

30 

10 

1 

35 

12 

1 

40 

14 

 

②巡回・窓口相談による 

経営分析 

現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

36 件 60 件 71 件 8２件 93 件 104 件 

※巡回、窓口相談による分析件数はセミナー活用による経営分析件数を含む総数で示す 

 

（提供方法と活用の仕方） 

①、②の各分野で行った分析結果については、個別事業所が把握できるよう書面にして
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フィードバックすると同時に、その後の事業計画策定に繋げていきます。また当商工会の全

職員が共有できるようデータベース化し、巡回・窓口相談の際に業種ごとの比較資料として

活用してまいります。 

 

３．事業計画策定支援に関すること「指針②」 

(目 的) 

地域に根差し事業の持続的発展を志向する小規模事業者が、根本的な自社の経営課題

を解決し、稼ぐ力(付加価値)の強化を実行していくため、項目１の経済動向調査、項目２の

経営分析等の結果を踏まえ、未来を見据えた事業計画の策定支援を行います。具体的に

は、三豊市相談事業専門家及び香川県よろず支援拠点（三豊サテライトオフィス）との連携

を今まで以上に密にし、企業の抱える経営課題を中・長期的な課題として抽出分類します。

さらに個々の企業規模・体力に応じた課題解決の優劣を把握した上で、伴走型の指導・助

言を行い、事業計画の策定支援を行ってまいります。策定した事業計画のなかで、より明確

に新商品・新サービス開発への挑戦が望まれるものや、生産性の向上が見込めるものにつ

いては、「経営革新計画」「経営力向上計画」等への伸長を視野に入れ、より集中的な支援

を行ってまいります。 

 

（事業内容） 

（１）事業の実施の流れ 

案件発掘 → 情報提供等における信頼関係の構築 → 経営分析 → 事業計画策定 

→ 支援策の提案 → 連携力を活かした伴走型支援 

 

（２）具体的事業  

①事業計画策定セミナー等の開催による事業計画策定支援 

事業計画策定セミナー、農商工マッチング、創業塾及び事業承継セミナー等の機会を

活用し、事業計画の策定と個別相談会を開催することで、事業計画策定に取り組む小規

模事業者の具体的事業計画策定支援を行います。個別相談会は事業計画策定セミナー

等のフォローアップとして常に開催し、事業者、経営指導員、専門家の三者で細部の話し

合いを行い、精度の高い事業計画を完成させます。 

 

②巡回・窓口相談における事業計画の策定支援 

巡回・窓口相談における事業計画の策定支援としては、初期段階では経営指導員が 

事業計画の策定支援を行い、必要に応じ、三豊市相談事業、県連エキスパートバンクも活

用して、事業計画書のブラッシュアップを行います。 

具体的には、新商品・新サービスの開発を目指す事業所については、事業計画策定と

併せて、新たな需要の開拓に繋がる様々な支援制度について適切な情報提供も行いま

す。また、融資対象者においては、金融相談時に作成した経営分析に基づき、各種金融

機関や専門家等と連携して、実現性の高い事業計画策定を目指すとともに、資金面のバ

ックアップを含めた伴走型支援を行います。記帳対象者においては、経営指導員と記帳

関係職員が連携して行った経営分析をもとに、事業者の強みを活かした成長発展のため

の事業計画策定へと導きます。 

   

③広報活動による新たな事業計画策定案件の拡大 

商工会や各種支援機関の行う支援施策といった小規模事業者にとって有益な情報を会
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報誌（商工だより年 3 回作成、全会員配布）や商工会ホームページに掲載するとともに、事

業計画策定支援の成果として、「経営革新計画」「経営力向上計画」やその他の補助金等

に採択された個別事業所のリスト及び相談事例を掲載することで、事業計画策定の重要

性を認識してもらい、新たに事業計画策定を目指す小規模事業者の拡大に繋げます。 

 

（目 標） 

①セミナー活用による 

事業計画策定件数 

現状 31 年度 32 年度     33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定セミナー（回） 

   〃(延人数) 

事業計画策定件数（件） 

2 

20 

10 

2 

40 

20 

2 

40 

25 

2 

60 

30 

2 

60 

35 

2 

60 

40 

農商工マッチング（回） 

  〃（延人数） 

事業計画策定件数（件） 

1 

10 

2 

1 

15 

4 

1 

20 

6 

1 

25 

8 

1 

30 

10 

1 

35 

12 

創業塾（回） 

  〃（延人数） 

事業計画策定件数（件） 

2 

40 

20 

2 

40 

22 

2 

40 

24 

2 

40 

26 

2 

40 

28 

2 

40 

30 

事業承継セミナー（回） 

  〃（延人数） 

事業計画件数（件） 

1 

20 

４ 

1 

25 

６ 

1 

25 

８ 

1 

30 

10 

1 

35 

12 

1 

40 

14 

 

②巡回・窓口相談による

事業計画策定件数 

現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

36 件 60 件 71 件 8２件 93 件 104 件 

※巡回、窓口相談による事業計画策定件数はセミナー活用による事業計画策定件数を含む総数で示す 

 

（活 用） 

小規模事業者の事業計画策定支援に関しては、①、②、③の機会を活かし、計画策定の

重要性を深く浸透させるとともに、個々の事業所が検討すべき経営課題を明確にし、自社の

強みや経営資源を再認識してもらうことで、勘や経験からの経営の脱却を図ります。 

また策定した事業計画に基づく計画の実践においては、日々の巡回窓口相談、専門家派

遣等を通じたフォローアップを行い、円滑な事業実施を支援します。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること「指針②」 

 

(目 的) 

小規模事業者が策定した事業計画を着実に実行させていくためには、その後の環境変化

に応じた PDCA サイクルを回し、計画を見直すことが重要であり、事業計画策定事業者に対

して、定期的な巡回訪問等を実施し確認作業を行ないます。計画に大きなずれが生じてい

る場合には、事業所に改善の必要性を問い、修正を行なう支援を行います。（必要に応じて

三豊市相談事業の専門家を活用します。） 

 

（事業内容） 

（１）事業の実施の流れ 

進捗状況の確認→Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価→ ）Act（改善）→ 指 

導・助言→ repeated の徹底 
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（２）具体的事業 

①巡回指導によるフォローアップの実施 

策定した事業計画に基づいて、指導員が３ヶ月に１度巡回訪問し、成果が上がっている

か、大きな変動要因が起こっていないかの確認を行ないます。継続した巡回訪問によって

常日頃からの信頼関係を構築し関係性を保持します。その中で計画の遂行に大きな障害

が生じた場合には、必ず経営指導員に連絡するようにし、フォローアップ回数を増加させる

ことで集中的な支援強化を図ります。 

 

②「職種間連携」「専門家連携」によるフォローアップの実施  

事業計画遂行に伴い、新しい課題や計画差異が生じた場合は、その原因を把握し、計

画の見直しの必要性を検討し、軽微な場合は経営指導員と事業者の間で修正を行ないま

す。その際、ひとりの経営指導員が安易な結論に至らないよう週 1回開催している職員ミー

ティングで個別課題に関する支援内容の話し合いを行い、職員間の意見交換を行いま

す。また必要な場合には、職員数人で連携体制をとり課題の解決に当たります。さらに重

大な事項の場合には、専門家相談を要請し、事業所、経営指導員、専門家三者の話し合

いの上で修正を行ない、目標実現に向けて新しいＰＤＣＡを回してまいります。 

 

③資金繰り支援・人材支援に関するフォローアップの実施 

策定した事業計画を円滑に推進していくためには、ヒトの問題、資金の問題といった新

たに発生する事業所内部の諸問題にもケアを行っていく必要があります。状況に応じて、

マル経資金（小規模事業者経営改善資金）の斡旋、商工会ビジネスローン等の紹介を含

めた資金繰り支援と公共職業安定所等が実施する各種人的支援の施策情報の提供も併

せて行ってまいります。 

 

（フォローアップ支援目標） 

支援内容 現状 31 年度 32 年度     33 年度 34 年度 35 年度 
フォローアップ個社支援件数 

事業計画策定数×年 4 回 

（内セミナー参加者分） 

144 

（144） 

240 

（208） 

284 

（252） 

328 

（296） 

372 

（340） 

416 

（384） 

※（  ）件数は、全体の内セミナー参加者のフォローアップ支援件数を示す 

 

 （今後への展開） 

小規模事業者の成長発展のためには、策定した事業計画に基づき、少ない経営資源を

効率的に活用することが重要ですが、計画推進のためには数々の課題が発生してくることが

予想されます。経営指導員の巡回訪問による「課題発見」を第１段階、「職種間連携による課

題解決」を第２段階、最後に「専門家連携による課題解決」を第３段階として、事業計画に対

するフォローアップを適切に実施するとともに、指導内容の質の向上を図ってまいります。 

  

 

５．需要動向調査・分析に関すること「指針③」 

 

（現状と課題） 

これまで当会では小規模事業者に対して、業界動向や景況調査のデータ等を参考とした一

般的な需要動向に関する助言は行ってきましたが、事業計画の策定等を行う個社に対する明
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確な需要の調査・分析は出来ておりませんでした。そのため、個社支援の場で有効に活用でき

る需要動向調査・分析と提供が今後の必須課題となっております。 

 

（目  的） 

小規模事業者が販路開拓を行う場合、事業者自身が自社商品の中身について熟知すると

ともに多様化するニーズに対応できるよう、消費者やバイヤーが求める商品・サービスは何かを

客観的に分析する必要があります。そこで、当会においては、三豊市型産業の確立を図るうえ

で重要な課題のひとつでもある地域資源を活用して開発された「三豊ブランド」と呼べる商品群

の取扱いを行う事業者を重点支援先として設定し、BtoB（域外バイヤー向け）、BtoC（域内一

般消費者向け）の２つの需要動向調査を新たに行います。これにより求められているニーズや

消費者の動向が、事業者の営業戦略や事業展開方法とミスマッチを起こしていないかの判断

材料とし、マーケットインの考え方を浸透させ、より実現性の高い販路開拓や商品開発に繋が

る情報として提供してまいります。 

 

●三豊ブランド商品群（参考例） 

  ■オリーブ車海老                ■弘法の恵・夢の芋 

      
乾燥させ、粉末にした香川県産オリーブの    元来砂地で栽培されていたサツマイモを 

採油後の果実をエサに混ぜたものを与え、   土壌改良を行い田んぼでの育成を可能とし、 

瀬戸内海の真ん中、仁尾の海で大切に育    糖度や旨みに優れた品種に育てあげた 

てたオリーブ車海老                  「弘法の恵み」「夢の芋」 

 

（事業内容） 

①展示商談会を活用した域外需要動向調査（BtoB） 

 BtoB 向けとして想定する展示商談会としては、県外からのバイヤーが多数参加する公益財

団法人 かがわ産業支援財団他主催の「香川県食品商談会」と、一般社団法人 全国スーパ

ーマーケット協会主催の「スーパーマーケットトレードショー」を予定しています。 

「香川県食品商談会」は、県外の百貨店、スーパー、通販業者等のバイヤー６０社以上が

参加する食品関連事業者向けの中規模な展示商談会で、「スーパーマーケットトレードショ

ー」は、全国のスーパーマーケットを中心とした小売業をはじめとする、卸・商社、中食、外食、

海外など約８万社のバイヤーが来場する大規模な展示商談会です。これらの展示商談会は、

いずれも食品関連の展示商談会としての専門性も高く、事業者が求めるニーズや目指してい

る販路ともマッチしていると考えております。上記２つの展示商談会に事業者が出展すること

で、自社の提供する商品が「市場においてどのような評価を受けているか」「また商品の付加

価値をさらに高めるには何が必要か」等の調査分析を行います。 

 

 

 

http://www.sannwanohmu.jp/data/sannwanohmu/product/koubou/04.jpg
http://www.sannwanohmu.jp/data/sannwanohmu/product/koubou/04.jpg�
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■展示商談会概要 

展示商談会名 香川県食品商談会 スーパーマーケットトレード 

ショー 

主催 公益財団法人 かがわ産業支

援財団及び香川県 

一般社団法人 全国スーパー

マーケット協会 

開催時期 ９月 ２月（３日間） 

開催場所 JR ホテルクレメント高松 幕張メッセ 

参加企業 91 社 約 2,000 社 

参加バイヤー 63 社 約 80,000 社 

過去開催回数 9 回 52 回 

特徴 地場産業で重要な位置を占め

る県内食品産業の販路開拓を

支援する中規模商談展示会。 

スーパーマーケットを中心とす

る食品流通業界に最新情報を

発信する大規模商談展示会。 

 

■支援対象・・・地域資源を活用した飲食料品で域外での販路拡大を目指す製造加工業者 

■調査対象・・・県外（域外）のバイヤー、卸業者 

■調査項目・・・商品の見た目、味、価格、量、パッケージデザイン、市場とのマッチング性、

OEM への適応性など 

■内 容・・・個社が取り扱う商品に関して事前にヒアリングシートを作成し、商談会でのヒアリ

ング、集計並びに分析を行います。商談会の際にはヒアリングシートに基づき、各出展ブー

スにおいて、バイヤー・卸売業者を対象にヒアリングを実施します。（１出展者 1アイテムあた

りヒアリング回収数 10 件） 

なお、バイヤーの評価を集める工夫としては、商品に関する情報をバイヤーにわかりやすく

提供できるよう整理しておくとともに、PR チラシ・ポップ等の作成・配布、現物サンプルの準

備（時期的に現物サンプルを用意できない商品については、写真を付した紹介資料（商品

カタログ等）を用意し、事前にヒアリングを行いたいと考えるバイヤー情報の収集等も行って

おきます。また回収にあたっては、経営指導員と三豊市担当職員が連携を図りながら実施

します。 

■活用方法・・・回収したヒアリング結果については、項目別に集計し、商品評価をもとにバイ

ヤーが求める商品傾向の分析を行います。これを出展事業者にフィードバックし、新たな販

売促進活動や商品改良に関する指針とするとともに、専門家も交えたうえで当該事業所が

事業計画を再構築する際の基礎資料としても活用します。 

 

（目標） 

年度 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

 

香川県食品商談会調査対象事業社数 未実施  4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

「香川県食品商談会」需要動向調査 

（1 社 1 アイテムあたりヒアリング回収数） 
未実施 各 10 件 

 

各 10 件 

 

各 10 件 

 

各 10 件 

 

各 10 件 

 

スーパーマーケットトレードショー 

調査対象事業社数 
未実施 6 社 6 社 6 社 6 社 6 社 

「スーパーマーケットトレードショー」 

需要動向調査 

（1 社 1 アイテムあたりヒアリング回収数） 

未実施 各 10 件 各 10 件 各 10 件 各 10 件 各 10 件 
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②展示販売会（みとよ商工まつり）を活用した域内消費動向調査（BtoC） 

三豊市商工会が主体となり開催している地域密着型の物産イベントとして、「みとよ商工まつ

り」があります。「みとよ商工まつり」は年 1 回、市内の飲食料品等の製造小売業者約 40 社が

それぞれの商品を持ち寄って展示販売を行う集客型のイベントで、域内の一般消費者約

2,000 人が来場します。当会では、この「みとよ商工まつり」を活用し、地域資源を活用した商

品群が、域内消費者にどのような評価を受けているかについての需要動向調査を行いま

す。 

 

■支援対象・・・地域資源を活用した飲食料品で販路拡大を図る製造小売業者 

■調査対象・・・商工まつりに来場した域内一般消費者 

■調査項目…属性調査（年齢、性別、居住地）、商品評価（見た目、味、価格、量、パッケージ

デザイン） 

■内 容・・・支援対象事業者が販売する商品の中から地域資源を活用した商品を選定し、商

工まつりでのアンケート調査、集計、分析を実施します。具体的には商工まつりの販売ブー

スでの試食等によるアンケート調査（1 社１アイテム×30 件回収、年１回）を行います。 

■活用方法…回収したアンケートを属性ごとに集計分析し、商品評価について該当事業者に

フィードバックし、専門化も交えて商品の改良・改善に繋げていきます。また、個社が新たな

事業計画を策定する際の基礎資料としても活用します。 

 

（目標） 

             

 ★香川県食品商談会（BtoB）    ★スーパーマーケットトレードショー（BtoB）   ★みとよ商工まつり(BtoＣ)  

 

６. 新たな需要開拓に寄与する事業「指針④」 

 

（現状と課題） 

新たな需要の創造や掘り起し策として、これまで当会では「農商工マッチング」「異業種交流

会」「みとよ商工まつり」などを通じて事業者の新たな需要開拓を推進してまいりましたが、提

案する商品の客観的な情報整理が不十分で、事業者においても各種商談会・販売会に出

展する際、準備不足のまま出展していたという課題がありました。今後はこれらの課題解決を

図りながら、成約率を高める工夫を行い、直接的に個社の売上増大に寄与できる需要開拓

支援を推進していく必要があります。 

年度 現状 31 年度 32 年度 33年度 34 年度 35 年度 

調査対象事業社数 未実施 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

「みとよ商工まつり」消費動向調査 

（1 社 1 アイテムあたりアンケート回収数） 

未実施 各 30 件 各 30 件 各 30 件 各 30 件 各 30 件 
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（目  的） 

今後当会では、新たな需要開拓に寄与する事業として、「指針③」需要動向調査・分析の

結果を踏まえ、バイヤーや一般消費者の商品評価を念頭に置いた販売促進を実践し、重点

支援先である地域資源を活用した商品を取り扱う個社の新たな需要開拓を図ってまいりま

す。方針は下記のとおりです。 

 

 

１．展示商談会、販売会への出展推進による需要拡大支援 

２． IT を活用した需要拡大支援 

 

 

１．については、ターゲットとするバイヤーや消費者との直接面談が可能であり、新たな需要

開拓としての効果が見込める展示商談会や販売会に対する積極的な出展推進を行います。 

域外BtoB、域内BtoCの両面から「出展前→出展時→出展後」という時系列に応じた伴走型

の支援を行うことで、新たな需要開拓の強化を図ってまいります。 

２．については、展示商談会への出展という単発的な取組みだけでなく、日常的な販売強化

を目指していくため、ネット通販、ホームページ（HP）やSNS等の ITを活用した支援策を推進

します。具体的には、ＩＴの活用促進による取扱い商品の情報発信強化とコンテンツ魅力度

up の取り組み、EC サイトへの登録推進を行うことで需要拡大を推し進めます。 

 

（事業内容） 

１．展示商談会、販売会への出展推進による需要拡大支援 

１－① 展示商談会での販路開拓支援（域外 BtoＢ） 

■支援対象・・・地域資源を活用し域外 BtoB で需要拡大を図る製造加工業者 

（前年度の需要動向調査で支援を行った事業者を中心とする） 

■訴求対象・・・バイヤー、卸売業者 

■内 容・・・前段の需要動向調査を実施した「香川食品商談会」「スーパーマーケットトレー

ドショー」を域外 BtoB 向けの展示商談会として設定し、1 年かけて商品改良等を行った事業

者を中心に出展支援を行います。出展の際には大手卸先バイヤーと強いパイプを持つ専門

家からバイヤーの紹介も受けながら、該当個社の新たな需要開拓支援を行います。 

 

出展前支援 

出展前支援としては、まず経営指導員が事業者の提案する商品の中身についてのヒアリン

グを行い、バイヤーや卸売業者に対して発信する商品情報（取引価格、出荷可能期限、出

荷可能数量、出荷形態、最低発注ロット、保管方法、賞味期限、セールスポイント等）や提供

方法（商品概要、PR チラシ、POP 等）についての整理を行い、（※）商品提案シートを完成さ

せます。次に出展事業所の販売計画をもとに、商談の具体的な流れや応答話法、さらには

商品に関するストーリーについての検討を行います。また展示商談会本番に向けて、商品ア

ピール力と商談成約率を高めていくため、想定するバイヤーに合わせた商談のロールプレイ

も出展事業者とともに行っておきます。 

出展時支援 

展示会当日には、作成した商品提案シートをもとに、買い手やバイヤーに対する効果的な商

談ツールとして活用し、事業者側、バイヤー側双方の対応可能な取引方法や商流、物流な
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どの確認を行います。また、出展する展示会には経営指導員２名が同行し、その場でのブー

ス装飾（ポスターや POP、パネル等の展示）や接客（実演を伴った試食・試飲・サンプル配

布）、商品の陳列方法などに関する具体的なアドバイスを実施します。 

出展後支援 

出展支援のアフターフォローとしては、必ず事業者との事後面談を行い、出展商品の中身や

提案項目にミスマッチが無かったか、バイヤーのニーズにどう応えるか、接客、商談方法につ

いて改善したほうがよいところなど気づきの点のフィードバックを行い、次回の出展、商品・サ

ービスの改良に反映させてまいります。また、展示会終了後に継続となった商談案件につい

ては、バイヤーとの商談での約束事項の履行状況（サンプル提供、見積もり出し、資料の送

付等）の確認や、その後の商談状況についても２ヵ月ごとに確認を実施し、興味を持ってくれ

たバイヤーとの成約が確実に行われるように伴走して受注支援を続け成果に繋げます。 
 

（※）商品提案シート 
作成日：

会社名 代表者

所在地 業　種

□製造業　　□卸売業　　□サービス業　　□その他（　　　　　　）

担当者 所属・役職

TEL FAX

メールアドレス ホームページ

ＪＡＮコード

包装

取扱注意

賞味期限

製品検査

品質管理

□有機ＪＡＳ　　□ＨＡＣＣＰ　　□ＩＳＯ

□農業生産工程管理（ＧＡＰ）　

□その他

競合品の有無 ［使用例］

（写真説明）

開発の背景

（市場ニーズ）

［使用例］

ターゲット

（販売先）

現状の販売先

またはビジネスモデル （写真説明）

認定・認証

コンプライアンス

商品の特徴

競合品との違い

　　商品提案シート

□あり　　□なし　　□取得予定

□あり　　□なし　　□不明

主要材料

外装写真（パッケージ入り）

商品写真（商品のみ）

商品名

キャッチコピー

事業内容

価格・内容量

主要材料と特長

 

商品名（商品説明） 商品名（商品説明）

写真説明 写真説明

商品名（商品説明） 商品名（商品説明）

写真説明 写真説明

商品名（商品説明） 商品名（商品説明）

写真説明 写真説明

　　商品提案シート　添付資料

製品（商品名） 会社名

 
   

  （目標） 

内 容 現状 31 年度 32 年度     33 年度 34 年度 35 年度 

「香川食品商談会」 

出展社数 

（１社当たり成約件数） 

未実施 
４社 

(各 2 件) 

４社 

(各 2 件) 

４社 

(各 2件） 

４社 

（各 2件) 

４社 

(各 2件) 

「スーパーマーケット  

トレードショー」出展社数 

（１社当たり成約件数） 

未実施 
6 社 

(各 2 件) 

6 社 

(各 2 件) 

6 社 

(各 2件） 

6 社 

（各 2件) 

6 社 

(各 2件) 

 

１－② 販売会での需要開拓支援（域内ＢtoＣ） 

■支援対象・・・地域資源を活用し BtoC で需要開拓を図る製造小売業者 

（前年度の需要動向調査で支援を行った事業者を中心とする） 

■訴求対象・・・みとよ商工まつりに来場した一般個人客、観光客  

■内 容・・・前段の需要動向調査の実施場所とした「みとよ商工まつり」を域内 BtoC 向けの 

販売会として設定し、アンケート調査の結果を踏まえ商品改良等を行った事業者を中心に出
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展支援を実施します。具体的には個社の売上増加を目的とした以下の支援策を新たに実行

することで、販売力強化を推進してまいります。 

 

出展前支援 

出展前段階の支援策としては、事前に出展者に対する「販売強化セミナー」を開催します。そ

こで、販売会における販売計画の立て方、価格設定方法、販促ツール、接客話法、販売ブー

ス装飾、商品陳列方法といった販売促進に特化したセミナーを受講してもらい、販売会当日

の売上拡大に繋げます。 

出展時支援 

販売会の当日には、経営指導員を該当個社の出展ブースに対する担当者としてそれぞれ割

り付けを行い、出展した事業者がセミナーで指導した接客話法、販売ブース装飾、商品陳列

方法などについての対応状況をチェックし、問題点等の改善できる部分についてはその場で

実地指導を行います。 

出展後支援 

出展後のフォローアップ支援としては、経営指導員が担当したそれぞれの事業者に対して、

出展時に指導した内容に基づきレポートを作成し配布します。商品の価格・量設定、広告方

法、マーケティングの見直しといった主にその場で改善できなかった部分についても、専門家

を交えて検討し、次年度の販売促進に繋げてまいります。 

 

（目標） 

年度 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

販売強化セミナー開催数 

（重点支援先参加社数） 
未実施 

1 回 

（5 社） 

1 回 

（5 社） 

1 回 

（5 社） 

1 回 

（5 社） 

1 回 

（5 社） 

販売会への出展事業社数

（1 社当たり前月比売上 

増加率) 

未実施 
5 社 

(10%増) 

5 社 

（10%増） 

5 社 

(10%増) 

5 社 

(10%増) 

5 社 

(10%増) 

 

２．IT を活用した需要拡大支援 

２-①通販サイト出品推進による売上拡大 

■支援対象・・・地域資源を活用し BｔｏＣの需要拡大を目指す製造小売業者 

■訴求対象・・・域内外の一般消費者 

■内 容・・・全国商工会連合会が運営する公式 EC サイト （※）【ニッポンセレクト.com】での

出品推進を図り、ネットユーザーを対象とした三豊ブランド商品群の需要拡大を図ります。 

当会の主な支援内容としては、「ニッポンセレクト.com」への掲載手続きと、掲載後の事務

補助等を実施します。また、当該サイトでは、お中元・お歳暮商戦の時期に合わせて、ギフ

ト関連商品のピックアップを行いカタログ販売も強化しているため、ギフト商品での販売展

開を検討している個社に対しては、商品構成の見直し・価格設定・パッケージ改良等に関

しての個別指導も併せて実施します。 

 

（※）【ニッポンセレクト.com】…地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が地域資源

の活用などにより開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等を紹介・販売をすること

を目的に開設された通販サイト。現在の出品数は約 10000 商品。 
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★全国商工会連合会 EC サイト「ニッポンセレクト.com」       ★同サイト出品募集チラシ 

 

（目標） 

年度 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

EC サイト出展社数 

（1 社当たり前年度比売上

増加率） 

未実施 
5 社 

（10%増） 

5 社 

（10%増） 

5 社 

（10%増） 

5 社 

（10%増） 

5 社 

（10%増） 

 

２-② HP、ＳＮＳの活用促進による売上拡大 

■支援対象・・・地域資源を活用し BｔｏＣの需要拡大を目指す製造小売業者 

■訴求対象・・・域内外の一般消費者 

■内 容・・・IT を活用した需要拡大支援策として、以下 2 つのセミナーを実施します。 

ⅰ）ＨＰコンテンツブラッシュアップセミナー 

既に自社ＨＰを有しており、自社サイトにおいて需要拡大を行なっている事業者に対し

ては、コンテンツの中身についてのブラッシュアップセミナーを年 1 回実施します。セミナ

ーの具体的な内容については、アクセス者の滞在率や反応率アップに繋がるＨＰ全体

のストーリー構成や魅力的なコンテンツの構築手法についてを学んでもらいます。また

該当する商品の訴求力を向上させるため、セミナー講師としては、ライター・デザイナー・

カメラマンといった各分野の専門家も招聘し、デザインリメイク、キャッチコピー作成、商

品写真撮影等の個別事項についてもブラッシュアップも行います。 

ⅱ）SNS 活用セミナー 

 事業者が自主的にリアルタイムで情報発信できる機会を増やし、新たな需要拡大に繋げ

ていくため SNS（ＬＩＮＥ・facebook・インスタグラム等）活用セミナーを年 1 回開催します。

具体的には上記ＳNS の操作方法をはじめ、SNS を通じた効果的な情報発信の手段や

活用方法を学んでもらうことで、個社の販売力強化に繋げてまいります。 
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（目標） 

年度 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

HP コンテンツブラッシュアップ 

セミナー開催数 

（重点支援先参加者数） 
（1 社当たり前年度比売上増加率） 

未実施 

1 回 

（10 社） 

（10%増） 

1 回 

（10 社）

（10%増） 

1 回 

（10 社）

（10%増） 

1 回 

（10 社）

（10%増） 

1 回 

（10 社）

（10%増） 

SNS 活用セミナー開催数（重点支

援先参加者数） 
（1 社当たり前年度比売上増加率） 

未実施 

1 回 

10 社 

（10%増） 

1 回 

10 社

（10%増） 

1 回 

10 社 

（10%増） 

1 回 

10 社 

（10%増） 

1 回 

10 社

（10%増） 

 

   

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み 

 

1. 地域経済の活性化に資する取組み 

（目  的） 

 三豊市が三豊市産業基本計画の基本理念のなかで目指している「人と地域で育てる産業

創造のまち・三豊」を念頭に置きながら、これまで以上に三豊市及び関係機関（地域金融機

関・地域商社・まちづくり NPO 等）との連携を密にし、積極的に関わっていくことで地域の方

向性を共有し、地域経済の活性化に寄与してまいります。 

 

（事業内容） 

①他団体と連携した地域活性化策の検討 

三豊市及び関係団体と連携し、産業振興の具体策を検討している「三豊市事業計画策定

委員会」「三豊市産業振興審議会」の中で、地域社会と地域経済の基盤強化と健全な発展

策を提案し、観光・サービス業を中心とした地域の活性化の方向性を検討します。 

具体的には、三豊市内に存在する地域の販売拠点や地域産品の販売イベントに支援機

関の立場から参画し、生産農家、小規模事業者の出店斡旋や開催時の販売実地指導を行

うことで、地域内資金循環型市場の拡大を目指します。また、インバウンドによる観光客流入

に対する提案も行い、交流人口の拡大を目指して参ります。 

 

②地域における雇用創出 

企業の人材採用意欲が引き続き活況な中、特に地方の中小企業では、即戦力となる優秀

な人材の獲得に苦慮しています。そこで香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が行う「プロ

フェッショナル人材戦略拠点事業」を活用して、地域と企業の成長戦略を具現化するプロフ

ェッショナル人材の活用と地域と企業の成長戦略の実現を目指します。具体的には、地域活

性化の方向性を踏まえたうえで、「しごと」と「ひと」の好循環を目指し、地域消費喚起・地方

創生・地域活性化の実践に繋げていくため、三豊市及び地域金融機関等と連携した三豊の

人材マッチングフェアを年１回以上実施するとともに、商工会ホームページに掲載し、情報発

信を行います。 
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 みとよ商工まつり開催時の様子     地域特産品の PR（商工まつり）    合同就職説明会チラシ 

 
 （目 標） 

支援内容 現状 31 年度 32 年度     33 年度 34 年度 35 年度 

地域活性化策検討会議 2 回 3 回 3 回 4 回 4 回 4 回 

人材マッチング開催回数 1 回 １回 １回 １回 １回   １回 

（1 社当たりマッチング件数） （5 件） （5 件） （10 件） （10 件） （15 件） （15 件） 

  

 

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み 
 

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香川県商工会連合会、他地域商工会・会議所との連携 

香川県商工会連合会・他地域商工会及び商工会議所との連携に関しては、香川県主催

の経営指導員、経営支援員等を対象とする職種別研修（年２回）において、支援ノウハウや

支援の現状についての情報交換を行うとともに、他の支援機関が持つ個人や組織の強み

を、指導員・支援員がそれぞれ吸収し、地域事業所の課題解決や新たな需要の開拓に活か

してまいります。またお互いの組織や個人間のネットワークを構築することで、効果的なマッ

チング支援事業等が行える連携基盤づくりを実施し、個々の支援スキル向上にも繋げます。 

 

②よろず支援コーディネーター、中小企業診断士等の専門家との連携 

現在、当商工会が実施している三豊市相談事業においては、専門家等と連携して個社の

課題解決に努めておりますが、その際、新たに専門家と経営指導員との情報交換の時間を

必ず取り入れることで、支援ノウハウ、支援の現状、業界動向についての最新情報等を得る

とともに、個社の支援計画と支援段階を踏まえた指導に繋がるよう意見交換を行い、経営指

導員の支援能力向上を図ります。 

   

③その他団体との連携 

      その他団体との連携としては、日本政策金融公庫とのマル経協議会（年１回）、地元金融

機関主催のセミナー（年２回程度）・商工会ビジネスローン申請時の意見交換等を積極的に

行います。また、経済産業局、中小機構基盤整備機構、中小企業団体中央会との連携にお

いては、小規模事業者への支援事例、支援策、活用ツール、ノウハウについての情報を得る

だけでなく、それらを自らの事業所支援にフィードバックし、事業所に対する有益情報として

も活用します。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

①各種研修及びセミナーへの参加 

全国商工会連合会・香川県商工会連合会が主催する研修に加え、(公財)かがわ産業支

援財団等が開催する専門的セミナーや中小企業大学校等の研修に指導員が年間２回以上

参加することで、経営状況の分析やＰＤＣＡを踏まえた事業計画の策定能力を身につけ、

個々の支援能力の向上に努めます。また経営指導員等ＷＥＢ研修を経営指導員と経営支援

員が受講することで、基礎知識の向上を図ります。 

 

②経営指導員ミーティング活用による支援ノウハウの共有 

毎週の経営指導員ミーティングにて、担当案件毎の支援ノウハウ、支援現状、企業情報の

話し合いを行い、組織内で経営指導員のもつ支援ノウハウとして共有します。また、高度な

支援内容はデータ記録化し、商工会ネットワーク上に置き、経営指導員、経営支援員、記帳

指導員が誰でも、何時でも、何所でも閲覧できる体制を構築し、会社訪問時には速やかなデ

ータ抽出を行い、問題解決の参考資料として活用してまいります。 

 

③職種間連携強化による資質の向上 

事務局長、経営指導員、経営支援員、記帳指導員が、小規模事業所の課題解決のため

にプロジェクトチームを組み連携して支援を行うことで、指導員以外の職員についても指導ノ

ウハウ・指導スキル・事業所に対するアプローチ手法等を学びます。このＯＪＴでの内部育成

を図ることで、三豊市商工会全体の伴走型支援能力の底上げを図るとともに、経営分析及び

事業計画策定能力の向上に努めます。 

 

 

3. 事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

本計画については、下記①の発達支援計画のＰＤＣＡサイクルをもとに、毎年度、計画の

実施状況の評価・検証・見直しを下記②のとおり実施します。 

 

①発達支援計画事業実行の PDCA 

 

 

 

 

 項 目 実施内容 

ＰＬＡＮ 
具体的なアクションプランを策定（何を、誰に、どのくらいの量を、いつまで

にするか）し、年度当初に事務局長に提出します。 

ＤＯ 
アクションプランに基づいて各種計画を実行します。 

 

ＣＨＥＣＫ 
進捗状況について、課長、局長が６ヶ月毎、10 月・4 月に評価を行います。 

 

ＡＣＴ 
できなかった部分について修正を加え、新たなアクションプランを策定し、

次年度の発達支援計画を実施します。 
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②発達支援計画に係る事業の評価及び見直しについて 

 

 

 

 

 

項 目 実施内容 

① 理事会での評価 

 

理事会により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提

示を行います。（年４回） 

② 有識者評価 

かがわ産業支援財団、三豊市産業政策課等の外部有職者に

より、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行いま

す。（年１回） 

③理事会での方針決定 
上記①②を受け、理事会において、新たなＰＤＣＡを盛り込

み、評価・見直しの方針を決定します。 

④総代会での報告承認 
事業の成果・評価・見直しの結果については、総代会に諮り、

承認を得ます（年 1 回） 

⑤広報・ＨＰ掲載 
事業の成果・評価・見直しの結果を商工会広報誌、ホームペ

ージ（http://maidookini.jp/）で計画期間中公表します。 
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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 10 月現在） 
（１） 組織体制 

 

 
 

（2）事務局体制 

  ●三豊市商工会事務局体制図 

 

 

 
 

 

 

 
本所（管理・総務） 

事務局長 1 名   
総務課長 1 名 指導課長 1 名 

（事務局長・課長は支所長兼務） 
本所（経営支援） 
経営指導員 1 名 
経営支援員 3 名 
記帳指導員 1 名 

豊中支所（経営支援） 
経営指導員 2 名 
経営支援員 1 名 
記帳指導員 3 名 

 
 

高瀬支所（経営支援） 
経営指導員 1 名 
経営支援員 1 名 

詫間支所（経営支援） 
経営指導員 2 名 
記帳指導員 2 名 
嘱託職員  1 名 

総代会 

会 長 

理事会 

青年部 女性部 商業部会 サービス部会 工業部会 建設部会 

商品券事業委員会 

金融審査委員会 
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◆人   員  ：事務局長 1 名、経営指導員 8 名、経営支援員 5 名、記帳指導員 6 名、嘱託職員 1 名 

 合計 21 名 

◆事務所配置 ：本所 支所 3 （事務局長、課長は 3 支所の支所長をそれぞれ兼務する） 

・本所は総務機能を有し、各種事業（商品券発行、共済推進、金融審査等）の統括も行う 

◆業務担当  ： 

・各種経営支援業務は、本所を含む７カ所全ての事務所において実施する 

            ・経営指導員及び経営支援員はすべて指導課に属し、経営発達支援事業（地域の景気

動向調査・経営分析支援・事業計画策定、実施支援・需要動向調査・需要開拓に寄与す

る事業）を連携し行う 

            ・記帳指導員を含む全職員は担当地区内において記帳、税務、金融指導等の経営改善

普及事業を行うとともに、各種制度等の情報収集・提供を行う 

 

 

（３）連絡先 

    

三豊市商工会本所     ｔｅｌ 0875-72-3123 ｆａｘ 0875-72-5957 

   三豊市商工会高瀬支所  ｔｅｌ 0875-72-5729 ｆａｘ 0875-72-2752 

三豊市商工会豊中支所  ｔｅｌ 0875-62-2275 ｆａｘ 0875-62-5658 

   三豊市商工会詫間支所  ｔｅｌ 0875-83-2325 ｆａｘ 0875-83-4049 

三豊市商工会財田出張所 ｔｅｌ 0875-67-2021 ｆａｘ 0875-67-3672 

三豊市商工会山本出張所 ｔｅｌ 0875-63-2162 ｆａｘ 0875-63-2310 

三豊市商工会仁尾出張所 ｔｅｌ 0875-82-2345 ｆａｘ 0875-82-2482 

 

 

（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） 

 31 年度 

( 31 年 4 月以降) 
32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

必要な資金の額 6,100 6,600 6,600 6,600 6,600 

 

相談事業 

創業支援 

販路開拓 

調査事業（需要

調査） 

人材育成 

農商工連携支援 

人材コーディネイ

ト事業 

セミナー開催 

1,500 

 300 

 2,000 

300 

 

300 

1,000 

100 

 

600 

1,700 

 300 

 2,200 

300 

 

300 

1,000 

200 

 

600 

1,700 

 300 

 2,200 

300 

 

300 

1,000 

200 

 

600 

1,700 

 300 

 2,200 

300 

 

300 

1,000 

200 

 

600 

1,700 

 300 

 2,200 

300 

 

300 

1,000 

200 

 

600 

（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 

国補助金、市補助金、香川県商工会連合会交付金、自己財源 

 

 

（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 三豊市で保有する調査資料の開示 

② 香川県が保有する調査資料の開示 

③ ビジネスモデル構築における調査資料の分析 

④ ビジネスモデル構築における手法の支援 

⑤ 販路開拓の情報提供、展示会出展の情報提供 

連携者及びその役割 

① 専門家 （課題解決の協力） 

② かがわ産業支援財団 （事業に対する評価・情報の共有） 

③ 中小機構四国  （情報の共有・職員資質の向上） 

④ 日本政策金融公庫 （情報の共有） 

⑤ 地元金融機関 （情報の共有・情報の発信） 

⑥ JA 香川（情報の共有・情報の発信） 

⑦ 地域商社（情報の共有・情報の発信） 

⑧ 香川県よろず支援拠点 （課題解決の協力） 

⑨ 香川県 （情報の共有） 

⑩ 三豊市 （事業に対する評価） 

連携体制図等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小規模事業者 
・地域経済の支えとなる事業者の維持・底上げ 

・更なる成長発展を目指す事業所の後押し 

相
談 支

援 

 
 
  経営改善普及事業 
  ・記帳、税務、金融指導等 
  ・各種制度等の情報収集・提供 

経営発達支援事業 
・地域の景気動向調査 
・経営分析支援 
・事業計画策定、実施支援 
・需要動向調査 
・需要開拓に寄与する事業 

・香川県 ・三豊市 

・三豊市中小企業振興協議会 

・NPO法人まちづくり推進隊 

・地域商社・観音寺法人会 

・JA香川 ・農業普及センター 

 
・専門家（税理士、中小企業診断士、

社労士、デザイナー、IT コーディ

ネーター、弁護士他） 

・かがわ支援財団 

・中小機構四国 

・香川県よろず支援拠点 

・民間金融機関 

（百十四銀行、香川銀行、中国銀行、

観音寺信用金庫、高松信用金庫、香

川県信用組合） 

・日本政策金融公庫 

三豊市商工会 
（事務局長、指導員、支援員、記帳指導員） 

 
 
 
 
 
連

携 

三豊市型産業の確立 

職種間連携 

強化型支援 
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三豊市商工会連携者リスト     

No 機関名 代表者名 住所 電話番号 

1 四国税理士会観音寺支部 請川 憲三 香川県三豊市三野町下高瀬2415-1 0875-56-2380 

2 四国税理士会観音寺支部 西山 浩司 香川県観音寺市八幡町3-3-15 0875-56-0155 

3 四国税理士会観音寺支部 前川 武光 香川県観音寺市植田町347-1 0875-24-8104 

4 四国税理士会観音寺支部 辻 壽美代 香川県三豊市仁尾町仁尾丁1016 0875-82-5260 

5 四国税理士会観音寺支部 長田 勉 香川県観音寺市大野原町大野原1954-1 0875-54-3551 

6 四国税理士会観音寺支部 石原 剛 香川県三豊市詫間町詫間1016-1 0875-83-3766 

7 四国税理士会観音寺支部 浮田 知希 香川県三豊市詫間町詫間1351-1 0875-82-9039 

8 ㈲リンク・サポート 筒井 恵 香川県高松市新田町甲1486-1 087-841-7139 

9 マネージメント・プラス 川上 実 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁77-7 0877-49-9179 

10 ㈱ゴーフィールド 森田 桂治 香川県高松市川島東町293-5 087-840-3611 

11 ㈲ジャストブレイン 春田 敬司 香川県高松市香西東町14-8 087-842-5730 

12 スマイルゲート㈱ 竹内 哲也 香川県高松市円座町120-12 087-887-0681 

13 グッドデザインスタジオ㈲ 香川 眞二 香川県高松市伏石町1380-1 087-869-1208 

14 プランニングルーム 山本 雅美 香川県高松市塩上町10-5-602 087-831-1640 

15 桑城法律事務所 桑城 秀樹 香川県高松市錦町1-10-13三和ビル2階 087-821-0431 

16 システム企画 植村 忠夫 香川県さぬき市小田2171 090-3184-2799 

17 ㈱B・M・C 立川 敦史 香川県高松市三条町314-3藤川ビル2階 087-814-6142 

18 ㈲中庭情報サービス 中庭 正人 香川県高松市六条町1375-1 087-815-2870 

19 ビジネスデザイン工房 豊田 浩伸 香川県三豊市山本町河内3251-7 090-1570-9104 

20 ㈲たなか 田中 達也 香川県三豊市詫間町詫間3913-1 0875-83-2264 

21 やまもも製作室 山本 政子 香川県高松市松福町1-6-3-202 087-823-7217 

22 ㈲仁田デザイン事務所 仁田慎吾 香川県高松市十川西町212 087-813-5740 

23 Ｈ－ＤＥＳＩＧＮ 仁田春奈 香川県高松市多肥上町1845-5 087-813-5741 

24 ㈱シードソリューション 十川 剛 香川県三豊市豊中町比地大967-1 050-3461-0350 

25 森の経営コンサルタント 森 昭博 香川県観音寺市室本町845-1 0875-24-8875 

26 笠居経営労務事務所 笠居 昭司 香川県高松市多賀町3丁目15-5-103 090-4336-2573 

27 みやたけ総合管理事務所 宮武 敏夫 香川県三豊市詫間町松崎2770-299 0875-83-4470 

28 ㈱スカイファーム 川西 裕幸 香川県高松市飯田町656-1 087-813-2507 

29 峠直樹税理士事務所 峠 直樹 香川県丸亀市福島町77 0877-22-6430 

30 グッドデザインスタジオ㈲ 香川眞二 香川県高松市伏石町1380-1 087-869-1208 

31 齊藤中小企業診断士事務所 齊藤 修 香川県高松市福岡町2-27-16 090-8699-4036 

32 柳田プランニング事務所 柳田陽子 香川県高松市国分寺町新居301-1807 087-874-8284 

33 さくらの森企画 森 さくら 香川県三豊市三野町吉津乙688 090-1328-9185 

34 (公財)かがわ産業支援財団 大津 佳裕 香川県高松市林町2217-15 087-869-3700 

35 中小企業基盤整備機構四国

本部 
福本 功 香川県高松市サンポート2-1高松シンボルタワ

ー棟7階 
087-811-3330 

36 ㈱日本政策金融公庫 

高松支店 

和田めぐみ 香川県高松市寿町2丁目2-7いちご高松ビル2

階 
087-851-0184 

37 香川県経営支援課 宮崎 達朗 香川県高松市番町四丁目１番１０号 087-832-3339 

38 三豊市産業政策課 宮崎 洋一 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1 0875-73-3013 

39 香川県よろず支援拠点 本多 八潮 香川県高松市林町2217-15香川産業頭脳化

センタービル2階 
087-868-6090 

40 ㈱百十四銀行高瀬支店 伊藤 正樹 香川県三豊市高瀬町新名743-1 0875-72-5114 

41 ㈱百十四銀行詫間支店 森口 雅之 香川県三豊市詫間町詫間1328-2 0875-83-3114 

42 ㈱百十四銀行仁尾支店 谷田 智啓 香川県三豊市仁尾町仁尾丁896-1 0875-82-3114 

43 ㈱百十四銀行三野町支店 稲毛 武史 香川県三豊市三野町下高瀬783-1 0875-72-0114 
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44 ㈱百十四銀行山本支店 神埼 隆幸 香川県三豊市山本町財田西335-1 0875-63-3114 

45 ㈱香川銀行高瀬支店 上村 智紀 香川県三豊市高瀬町新名1147-9 0875-72-0111 

46 ㈱香川銀行詫間支店 多田 晃 香川県三豊市詫間町詫間1338-155 0875-83-3121 

47 ㈱中国銀行詫間支店 大西 泰二 香川県三豊市詫間町詫間1328-15 0875-83-3005 

48 観音寺信用金庫高瀬支店 小野 裕司 香川県三豊市高瀬町新名664-2 0875-72-5188 

49 観音寺信用金庫三野支店 倉橋 厚雄 香川県三豊市三野町下高瀬1942-1 0875-72-5101 

50 観音寺信用金庫詫間支店 白川 嘉浩 香川県三豊市詫間町詫間753-1 0875-83-2181 

51 観音寺信用金庫仁尾支店 藤川 英一 香川県三豊市仁尾町仁尾丁879-4 0875-82-3266 

52 観音寺信用金庫豊中支店 森野 貴之 香川県三豊市豊中町本山甲958-1 0875-62-3121 

53 観音寺信用金庫山本支店 秋山 剛徳 香川県三豊市山本町財田西325-1 0875-63-3181 

54 観音寺信用金庫財田支店 久保 友寿 香川県三豊市財田町財田上2191-6 0875-67-3181 

55 高松信用金庫高瀬支店 村田 太一 香川県三豊市高瀬町新名956-1 0875-72-6560 

56 香川県信用組合高瀬支店 中尾 彰宏 香川県三豊市高瀬町下勝間2357-4 0875-72-5539 

57 香川県農協高瀬支店 原 秀典 香川県三豊市高瀬町上高瀬1271-2 0875-72-6220 

58 香川県農協豊中支店 今川 敬三 香川県三豊市豊中町本山甲838 0875-62-3182 

59 香川県農協常盤支店 菰田 仁志 香川県観音寺市植田町1735 0875-25-2570 

60 香川県西讃農業改良普及

センター 

宮崎 尊文 香川県三豊市豊中町笠田竹田438-1 0875-62-3075 
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