
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
土庄町商工会（法人番号 5470005004936） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、以下の目標を掲げ

て本事業を実施する。 

1. 事業計画に基づく経営の普及・推進により小規模事業者の経営基盤 

の改善と強化 

2. 創業支援と円滑な事業承継支援の強化 

3. 地域資源を活用した新商品開発、既存商品の改良による販路開拓・ 

拡大の推進 

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が提供するビックデータ

を活用して、地域の経済動向の把握を行い、事業者に周知する。 

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定期的な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】 

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を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

行政および地域団体と連携して地域経済の活性化を推進する。 

連絡先 

土庄町商工会 

〒761-4121 香川県小豆郡土庄町渕崎甲 1389-12 
TEL：0879-62-0427 FAX：0879-62-0488  
E-mail：tonoshou@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 

◆土庄町の概要及び現状 

 

土庄町は、瀬戸内海国立公園の東部にあ

って備讃瀬戸の入り口に位置し、高松港か

ら土庄港まで航路で 22 ㎞の海上にある。 

小豆島の西北部と豊島・沖之島・小豊島

の有人島を含めた地域からなる。 

地勢は、主に小豆島を東西に走る脊梁山

地の北部およびこれが西に続く 200ｍ級か

ら 300ｍ級の山をいただく島嶼部からな

り、約 90ｋｍにおよぶ長大なリアス式の

美しい海岸線は、多くの付属島嶼とあいま

って天然の良港を数多く形成し、国立公園

にふさわしい内海美、多島美を誇ってい

る。 

産業は、400年の伝統をもつ醤油製造をはじめ、特産の醤油を生かし戦後始まった佃

煮製造、醤油とおなじく400年の伝統をもつ手延べ素麺などの食品工業が中心である。 

また、大坂城築城の際、石垣として使用されたことでも有名な花こう岩が生産され

ており、古くから「石の島」として知られている。 

現代になってからは、気候風土を生かし、オリーブの栽培が盛んになった。日本に

おけるオリーブ栽培の発祥となり、現在では全国一の生産量を誇る。 

健康志向などからオリーブがオイルのみならず、塩蔵、お茶、化粧品、飼料など、

様々な用途に利用されるようになっている。 

商業は、飲食料品や日用雑貨などの最寄品の販売を中心に単一業種店で形成され、

規模が小さく、品揃えが十分ではない零細店が多い状況。 

大型店舗進出の影響などから、中心市街地に買物客が集中し、後継者不足とともに

町内の商店数は減少傾向にある。 

小豆島の観光としては、島であることから海や海岸など瀬戸内海の景観を楽しめる

スポットが多いのが特徴である。 

加えて、中部の山地には日本三大渓谷美のひとつでもある寒霞渓（かんかけい）や

銚子渓（ちょうしけい）といった絶景スポットもある。 

さらに、映画やドラマのロケ地としても知られており、観光スポットとして人気で

ある。 

また、瀬戸内海タートルフルマラソン全国大会などの全国レベルのスポーツイベン

トや、江戸時代から綿々と続く「肥土山農村歌舞伎」、現代アートの祭典「瀬戸内国

際芸術祭」など特色あるイベントは、継続的な開催や地域での展開に努め、観光誘致

を図っている。 

外国人観光客の増加もあり、小豆島に訪れる観光客は、近年増加傾向にある。 



- 2 - 
 

 

（図表 1）土庄町の人口の推移 

 
昭和 55 年 

（1980 年） 
昭和 60 年 

（1985 年） 
平成 2 年 

（1990 年） 
平成 12 年 

（2000 年） 
平成 22 年 

（2010 年） 
平成 27 年 

（2015 年） 

総人口（人） 21,398 20,752 20,191 17,711 15,123 14,002 

年少人口（人） 4,539 4,257 3,729 2,385 1,587 1,372 

年少人口比率（％） 21.2 20.5 18.5 13.5 10.5 9.8 

高齢人口（人） 3,203 3,590 4,059 4,997 5,038 5,337 

高齢人口比率（％） 15.0 17.3 20.1 28.2 33.3 38.1 

生産年齢人口（人） 13,656 12,905 12,403 10,329 8,498 7,292 

生産年齢人口比率（％） 63.8 62.2 61.4 58.3 56.2 52.1 

(総務省統計局・国勢調査より) 

 

 

土庄町の商工業者・小規模事業者数の推移 

 H6 H12 H16 H20 H26 

商工業者 1,367 1,251 1,162 1,026 879 

小規模事業者 1,267 1,104 1,018 897 771 

               （商工会の運営資料より） 

 

 

土庄町の商工業者・小規模事業者の詳細 

業  種 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食店 

宿泊業 
サービス業 その他 合計 

商工業者数（人） 83 154 13 254 131 158 86 879 

 構成比 9.4% 17.5% 1.5% 28.9% 14.9% 18.0% 9.8% 100.0% 

小規模事業者数

（人） 
81 143 11 214 111 134 77 771 

 割 合 97.6% 92.9% 84.6% 84.3% 84.7% 84.8% 89.5% 87.7% 

 (平成 24年経済センサス・活動調査より) 

 

 

◆地域経済の課題 

人口減少や少子高齢化の進行による域内市場の縮小に加え、大型商業施設等との競

争激化により、大型店への消費購買力の流出が著しい。 

このような環境下にあって、全ての小規模事業者に共通して、従来の場当たり的な

やり方では経営の存続そのものが困難となっているため、地域の経済動向や顧客ニー

ズなどの環境分析に基づいた経営計画の策定と実行、改善サイクルが必要である。 

特に、商業環境の変化に対応できず廃業する小売業者が増加しているため、小売業

に対し重点的に事業の持続化に係る支援を行っていく必要がある。 
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全国的な傾向と同様に、本町においても加速的な人口減少、少子高齢化の波に襲わ

れ、先達が築き、守り続けてきた産業、文化、伝統、絆などの島の固有性が失われつ

つあり、地域活力の低下が顕著となっている。 

域内での資金循環を活発化させるため、域外マネーの獲得と域内雇用の確保が期待

できる地域資源を活用した製造業者に対する新市場への需要開拓支援が重要である。 

 

【土庄町の商工業活性化ビジョン】 

土庄町では、総合計画及び総合戦略の中で、商工業の振興施策として、担い手の育

成・確保による経営体制の強化、地域の特色を生かした新たな地場産業の振興・育

成、既存の商業・工業・サービス業の活力強化に取り組むこととしている。 

 

【商工会の使命と役割】 

商工会は、地域の総合経済団体として、中小・小規模事業者の身近な支援機関とな

れるよう、また、国・香川県の小規模企業施策の最前線窓口として機能できる組織と

支援体制づくりを行っていく。 

 

◆小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

以上の現状と課題を踏まえ、当町における高齢化と人口減少を見据えながら、地域

経済を支える小規模事業者を持続的に発展させる。小規模事業者に寄り添った支援を

継続的に行うため、今後１０年先を見越した振興策の在り方を以下のとおりとする。 

 

①地域内の小規模事業者において、自社を取り巻く経営環境の適応力を高め、経営

力の向上・利益の確保・持続的な発展を図る。  

②事業承継による次世代への事業の継続を進めるとともに、新規創業者の拡大を推

進することにより、地域経済の源泉ともいえる小規模事業者を増加させ、将来にわ

たっての地域経済の活力を維持、増大させる。  

③地域資源商品の差別化、価値向上支援、地域資源の情報発信による地場産品（そ

うめん、醤油、つくだ煮、オリーブ等）の域外需要開拓を行う。 

 

◆経営発達支援事業の目標及び取組方針 

【目 標】 

当町の小規模事業者の現状・課題や中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の期

間における目標を以下のとおりとする。 

（１）小規模事業者の経営基盤の改善と強化 

（２）土庄町と当会が策定した「創業支援計画」に沿った創業支援と香川県事業承継 

ネットワーク事業への参画による事業承継支援の強化。 

（３）地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の促進 

 

【目標達成に向けた方針】 

（１）巡回及び広報活動を通じ、事業計画に基づく経営の重要性を地域の小規模事業 

者へ周知し、事業計画の策定希望者へ計画策定とその実行を伴走支援すること 

で、小規模事業者の経営基盤の改善と強化を図る。 
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（２）創業者のためのワンストップ窓口を設置し、個別創業相談を行い、創業計画を 

策定させる。また、事業承継では、セミナーや個別相談会などの取り組を進め 

ながら、第三者承継を含めて計画策定を促進するなど、創業と事業承継支援の 

強化を図る。 

（３）小豆島の地域資源を活用し、それに小規模事業者の持つ技術やノウハウ、アイ 

デアなどを加えることで新商品やサービスの開発を、事業計画策定支援を通し 

て促進する。また需要動向調査を踏まえた商品開発を促進し需要開拓をする。 

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 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】 

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、国が提供するビ

ッグデータを活用して、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

把握を行い、広く管内事業者等に周知する。 

 

【実施内容】 

（１）景況調査による情報収集 

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が

行う「小規模企業景気動向調査」を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・景況感等を情報収集することで、地

域経済動向等を総合的に把握し、分析を行う。 

 

【調査対象】管内小規模事業者 10社（製造業：2社、建設業：2社、小売業：3社、 

サービス業：3社） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】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ヒアリング 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

（２）国が提供するビッグデータの活用 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源
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を集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」

（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表す

る。 

【分析手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

【成果の活用】 

①情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周

知する。 

②経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

【目 標】 

 HPによる情報提供の回数 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

財務諸表をもとに経営分析を行い、自社の経営状態を把握して、今後の経営改善の

指針となる経営分析書を作成する。 

また、抽出された経営課題に応じて支援を実施する。   

なお、抽出された専門的な課題に対しては、各種専門家派遣制度を活用して、課題

解決を図る。 

 

【事業内容】 

（１）対象先の発掘 

①巡回訪問や当商工会会報の配布や各種会議の機会を利用して、小規模事業者へ経

営分析の重要性やメリットを広く周知して、対象事業者の発掘を行う。 

 

②労務、経理、税務等、通常の経営改善普及事業の相談の際に、経営分析の必要性

を説明して対象事業者の発掘を行う。 

 

③当商工会では、地域内に 7支部を設置しており、支部毎に経営分析の必要性や策定

方法についての説明会を開催して、対象事業者の発掘を行う。 

 

（２）財務指標の算出（定量分析） 

経営指導員等が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、エクセル等で作成した「経営分析ソフト」や J-Net21の「経営

自己診断システム」等を活用して、収益性、安全性、成長性、生産性等の経営指標

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

景況調査の分析結果（回） 未実施 4 4 4 4 4 

地域の経済動向分析（回） 未実施 1 1 1 1 1 



- 6 - 
 

等の分析データを算出する。 

 

（３）経営状況の把握（定性分析） 

財務分析データに加えて、新たに経営指導員が支援対象者に対して、現在の取扱

商品、保有資産や技術、競合他社の状況や今後の方向性、経営課題等のヒアリング

や支援対象者を交えて SWOT 分析やブレーンストーミング等の実施を通じて、経営状

況の把握を行う。 

 

（４）分析結果の取りまとめと指導・助言 

財務諸表や財務分析データ、経営状況のヒアリング結果等を基に、支援対象者の

経営状況や経営課題を整理して、分析結果を取りまとめて指導・助言を行う。 

 

（５）事業計画策定の勧奨 

分析結果に基づき、経営課題の解決に取組む支援対象者に対して、事業計画の策

定を勧奨して継続支援を行う。 

 

【目 標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セ ミ ナ ー 等 開 催 回 数

（回） 
未実施 7 7 7 7 7 

セミナー参加者数（人） 未実施 100 100 100 100 100 

経営分析実施事業者数 

（事業者） 
未実施 10 10 15 15 20 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）既存の小規模事業者に対する事業計画策定支援 

小規模事業者の持続的発展を実現するには、経営者自身が自ら事業計画書を作成

しようとする意欲と自助努力が重要で、作成した計画を実践させ PDCA サイクルを回

転させることで持続的発展が図られる。そこで、２で経営分析を行った事業者には

事業計画の重要性を説明し、事業計画策定支援に結びつける。 

【事業内容】 

①基本となる考え方…管内の商工業者の７割以上を占める小規模事業者の経営を持 

続的に発展せることが地域経済の安定に繋がる。そのためには、小規模事業者が 

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 

シフトさせる必要がある。そこで今後当会では、地域経済動向調査や需要動向調 

査、経営分析などを踏まえ、経営発達支援事業の根幹をなす事業計画策定支援を 

強化して行く。 

②支援対象者…経営分析を行った事業者を対象に事業計画の重要性や役割を説明し 

策定に結びつける。 

③手段・手法…作成にあたっては、小規模事業者に来所してもらい、中小企業基盤

整備機構が提供する「経営計画つくるくん」を活用する。「経営計画つくるく

ん」では、「企業概要」、「事業コンセプト」、「市場分析」、「競合分析」、
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「自社分析」、「３年間の目標（売上、利益）」、「目標を目指す方法」といっ

た項目を質疑応答方式でＰＣを使って経営指導員が入力する。また、先に実施し

ている地域経済動向調査や需要動向調査、経営分析結果も活用しながら進める。

なお、売上利益目標については、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、中小企業診断士等の専門家や香川県よろず支援拠点などと連携して取り組

む。 

 

（２）事業承継計画策定支援 

急速に少子高齢化が進行していることから、講習会・セミナーや個別経営相談会

を通して事業承継が必要な小規模事業者を掘り起し、香川県事業承継ネットワーク

事業に参画することによって、香川県事業引き継ぎセンターや税理士、金融機関な

どと連携しながら事業承継計画策定支援を強化する。 

【事業内容】 

①基本となる考え方…管内における小規模事業者の高齢化が急速に進む中、１０年

先を見据えた事業の持続的発展と地域経済の安定化を図るために事業承継計画策

定支援を強化する。 

②支援対象者…経営分析の結果、事業承継問題が浮き彫りになった事業者や事業承

継セミナー参加者、個別経営相談会に来所した事業者。 

③手段・手法…早期・計画的な事業承継準備を促すため、事業承継診断ヒアリング

シート（※1）を作成してもらい、支援ニーズを掘り起こす。ヒアリングシートを

基に巡回訪問を行い具体的な支援が必要かどうか、経営者、顧問税理士などに確

認する。その後、支援が必要な経営者に対して香川県事業引き継ぎセンターなど

と連携して事業承継計画（※2）を策定支援し、事業承継をシームレスにサポート

する。 

 
（※１）香川県事業承継ネットワーク事務局が作成した所定のヒアリングシートを使用する。 

  （※２）中小企業基盤整備機構のＨＰより事業承継計画書をダウンロードし使用する。 

 

（３）創業者に対する創業計画策定支援 

当会では、年間延べ５件程度の創業者の相談があり、土庄町と連携してワンスト

ップ相談窓口を設置し、創業予定者に随時対応している。相談窓口では、創業に必

要な各種申請・届出に関することや、資金調達や助成金など創業の各段階に応じた

助言、指導を行うとともに創業計画策定支援を行う。 

しかしながら、周知が充分に行えているとは言えないため、今後は土庄町等と連

携し、広く周知を行う。また、確実な創業につなげるため、外部専門家も同席する

個別相談会を実施する。 

【事業内容】 

①基本となる考え方…地域経済の停滞を防ぐには、創業者の掘り起しと育成は欠か

せない。そこで、土庄町と連携した創業者の掘り起しと事業を成功に導くための

基本となる創業計画策定支援をさらに強化する。 

②支援対象者…ワンストップ相談窓口に来所した相談者。 
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～ワンストップ相談窓口～ 

ⅰ）ワンストップ相談窓口では、経営指導員が平日９時から１７時まで相談対応を

行う。 

ⅱ）創業を検討している会社員や学生、主婦など幅広く利用してもらえるよう、土

庄町の広報誌やホームページ、金融機関などを利用して相談窓口の広報ＰＲを

行う。 

ⅲ）相談者に対しては、創業に必要な各種申請・届出に関することや、資金調達や

助成金など創業の各段階に応じた助言、指導を行うとともに創業計画策定支援

を行う。また、中小企業庁の「ミラサポ」を活用して国や県の支援施策一覧を

紹介できるようにするとともに、町内の支援機関を紹介できるようにする。ま

た、中小企業診断士などの専門家と連携した個別相談を行い、確実に創業に結

び付ける支援を行う。 

 

【目 標】 
 現状 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 Ｈ35年 

 事業計画策定事業者数  未実施 8 8 10 10 13 

事業承継策定事業者数  未実施 1 1 2 2 3 

 創業計画策定事業者数  未実施 5 5 5 5 5 

       合 計 - 14 14 17 17 21 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

既存事業者や創業者、事業承継者の計画書策定後は、定期的に巡回訪問を実施し、

計画の進捗状況のモニタリングをするとともに必要な助言・指導をし、目標達成まで

伴走型支援を行う。 

 

【事業内容】 

（１）事業計画…事業計画策定事業者には、四半期に１回巡回訪問を実施し、売上、 

営業利益、資金繰りなどの状況をヒアリングによって確認しながら、目標達成まで

伴走支援を行う。なお、計画目標から著しく乖離してきた場合は、ミラサポの専門

家派遣事業や香川県よろず支援拠点の第三者的な視点と専門的知見・機能を活用し

て原因の検証と解決策の立案を行い、資金調達が必要な事業者には、低利で融資が

受けることができる「マル経融資」や「小規模事業者経営発達支援資金」を効果的

に活用してもらう。 

 

【目 標】 

 

（２）事業承継計画…事業承継計画策定事業者には、四半期に１回巡回訪問を実施

（事業目標） 現状 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 Ｈ35年 

 事業計画フォローアップ 

対象事業者数 （社数） 

未実施 8 8 10 10 13 

頻度（件数）   32 32 40 40 52 
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し、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、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。その結果、承継計画

に影響を及ぼすかい離があった場合は、香川県事業引継ぎ支援センターや香川県

よろず支援拠点などと連携して解決にあたるなど、円滑な事業承継に向けた取り

組みを進める。 

 

【目 標】 

 

（３）創業計画…創業計画策定事業者には、二ヶ月に１回巡回訪問を実施し、記帳税

務指導をとおして経営状況を確認しながら固定売上の確保、キャッシュフロー管

理など、経営安定化に向けた支援を行う。また、地区内で開催される経営実務研

修会の参加を促し、経理、財務、マーケティングなどの経営スキルを身に着けて

もらう。その他、毎年 5 月開催の支部会（会員交流会）や 11 月開催の商業祭など

への参加も呼びかけ地域の人脈と顧客づくりを支援する。 

 

【目 標】 

 

 

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。 

今後は、多様化する消費者ニーズに対応できるよう、消費者が求める商品・サービ

スは何かを的確に把握するため、需要動向調査を行う。得られた情報は、個々の事業

者に対する新商品開発や販売戦略、サービスの向上、事業計画策定などに活用し、販

路拡大を更に促進する。 

 

【事業内容】 

（１）一般消費者を対象にした需要動向調査 

食品製造業など地域資源を活用した商品開発や販路開拓に取り組む小規模事業者

を支援するために、毎年町内で開催されるマラソン大会（※）での地域特産品の販

売ブースにおいて、食料品製造小売業者の商品が、消費者にどのような評価を得て

いるか需要動向調査を行う。 

 

※マラソン大会は、毎年、11 月に土庄町主催で開催されており、全国から 3,000 人

（事業目標） 現状 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 Ｈ35年 

 事業継承計画フォローアップ 

対象事業者数 （社数） 

- 1 1 2 2 3 

頻度（件数）   4 4 8 8 12 

（事業目標） 現状 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 Ｈ35年 

 創業計画フォローアップ 

対象事業者数 （社数） 

- 5 5 5 5 5 

頻度（件数）   30 30 30 30 30 
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を超えるランナーとその家族等が地域特産品ブースへも訪れる。 

 

【サ ン プ ル 数】来場者 30人 

【調 査 方 法】出展ブースにおいて試食などをしてもらい、 

         経営指導員等がヒアリングして、アンケート票へ記入する。 

【分 析 方 法】調査結果は、経営指導員が香川県商工会連合会の販路開拓等の

専門家と連携し分析を行う。 

【調 査 項 目】商品評価、パッケージ評価、POP 評価、価格評価など 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が、各事業所へフィードバックし、マ

ーケットインによる商品開発や事業計画策定の個社支援時の基

礎資料としても活用する。 

【目 標】 

 

（２）バイヤーを対象とした需要動向調査 

  食品製造業など地域資源を活用した商品開発や販路開拓に取り組む小規模事業者

を支援するために、展示会、商談会に来場するバイヤーに対して、食料品製造小売

業者の商品が、どのような評価を得ているか調査を行う。 

 

【想定する展示会、商談会】 

①グルメ&ダイニングスタイルショー  

食の新ライフスタイルに携わる国内外の流通・サービス業へ情報を発信する商談展

示会 

毎年、９月と 2 月に東京ビックサイトで開催され、200 社以上が出展し、約 2.5 万

人の来場者がある。 

 

②スーパーマーケットトレードショー  

食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会 

毎年、2月に幕張メッセで開催され、2,000以上が出展し、3日間で約 9万人の来場

者がある。 

 

③ニッポン全国物産展 

全国商工会連合会が中小・小規模事業者の商品展開力・販売力向上を図り、市場・

販路開拓の実現と地域経済の活性化を図ることを目的に開催。東京・池袋サンシャ

インシティにて全国の中小事業者約 350 社が出展し、３日間で１５万人以上が来

場する。併せて商談会（名称：全国物産展 Pro）が開催されバイヤーとの商談も行

われている。 

 

【サ ン プ ル 数】来場者（バイヤー）10人 

【調 査 方 法】出展ブースにおいて試食などをしてもらい、 

項目 現象 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 

調査対象の事業者数（事業者） 未実施 2 2 3 3 3 
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          経営指導員等がヒアリングして、アンケート票へ記入する。 

【分 析 方 法】調査結果は、経営指導員が香川県商工会連合会の販路開拓等の

専門家と連携して分析を行う。 

【調 査 項 目】商品評価、パッケージ評価、POP評価、価格評価、取引条件など 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が、各事業所へフィードバックし、商

品改良や事業計画策定の個社支援時の基礎資料としても活用す

る。 

【目 標】 

 

 

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】 

土庄町の商工業者は、大半が小規模事業者であることから、現状の企業活動は自ず

と域内を商圏とした活動が中心となっており、必ずしも域外に対する需要開拓へ取り

組めているとは言い難い。 

しかし、少子高齢化等により地域内の人口減少が進む中、今後、小規模事業者が持

続的に発展するためには、域内から域外への需要・販路の開拓を目指すことは重要な

取組みの一つである。 

本計画では、小規模事業者が取扱う商品や製品、サービス等の新たな需要開拓、認

知度の向上を図るため、各支援機関等が全国の消費者やバイヤー等を対象に開催する

展示会、商談会、物産展等に対して、主催団体と連携した出展支援、専門家等による

フォローアップを行うことで、小規模事業者の域外への需要・販路拡大を支援する。 

この取組みを通じて、小規模事業者の域外での需要開拓が進むことで、売上の拡

大、利益の確保の一助とする。 

 

【事業内容】 

（１）情報提供 

当商工会の会報やホームページ等を活用して、展示会、商談会、物産展等を幅広

く周知する。 

 

（２）展示会等の提案 

地域小規模事業者等に対する巡回・窓口相談等を通じて、事業者が取扱う商品や

製品、サービス等を確認して、経営分析、事業計画策定等によって販売戦略を明確

にした上で、対消費者や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、出展を促す。 

  

 【想定する展示会等】 

①域外消費者をターゲットにした事業者への BtoC支援 

地域内の食料品製造業者の中で、域外の消費者を対象に需要開拓を目指す支援対象

者に対しては、以下に掲げる物産展、アンテナショップ、ネットショップへの出展

項目 現状 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 

調査対象の事業者数（事業者） 未実施 2 2 3 3 3 
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を促して、域外消費者への需要開拓を支援する。 

区 分 展示会等名 内容 

物産展 ニッポン全国物産展 地域特産品の PR・販売 

アンテナショップ むらからまちから館 商工会地域の特産品の PR・販売 

アンテナショップ せとうち旬彩館 香川県内の特産品の PR・販売 

ネットショップ ニッポンセレクト.com 商工会地域の特産品の通販サイト 

 
②域外企業をターゲットにした事業者への BtoB支援 
域外の企業との BtoB での需要開拓を目指す事業者（主に食料品製造業者）に対し

ては、食品バイヤーが多く来場する商談会への出展を促して、バイヤーとの商談を

通じて域外企業への需要開拓を支援する。 
区 分 展示会等名 内容 

商談会 グルメ&ダイニングスタイルショー 

食の新ライフスタイルに携わ

る国内外の流通・サービス業

へ情報を発信する商談展示会 

商談会 スーパーマーケットトレードショー 
食品流通業界に最新情報を発

信する商談展示会 

商談会 ニッポン全国物産展 

全国商工会連合会が開催する

ニッポン全国物産展。バイヤ

ーを対象とした商談会も併催

される。 

 
（３）支援内容 

①出展前の支援 

 実施に向けては商品の選択、商品説明のチラシ作成や、展示物の効果的なディス

プレイ、商品提案書の作成、商談後のアプローチの方法について出展までの支援

を行う。 

 

②出展中にかかる支援 

 当日は出展者に同行し、商品の展示方法、レイアウト、接客方法の指導を行うと

ともにバイヤーとの商談に同席し、商品に対する評価・改善点をヒアリングす

る。 

 

③出展後のフォローアップ 

 会場における顧客反応・商品に対する直接評価について、定性・定量の両面で分

析を行うと共に、参加した事業者と出展効果の検証を行うことで、売れる商品の

研究と販路拡大に繋げるフォローアップ支援を行う。 

 

【目 標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

物産展等の出展支援事業者数 

（BtoC 支援事業者） 
未実施 2 2 3 3 3 
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売上目標額（単位：千円） 未実施 200 200 600 600 600 

展示会等の出展支援事業者数 

（BtoB 支援事業者） 
未実施 2 2 3 3 3 

商談成約件数 未実施 2 2 3 3 3 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域の調和の取れたまちづくりと地域の一体化を促進していくため、香川県や土庄

町が実施する各種事業や、団体などが開催するイベント・お祭りへの協力とともに、

企画・実施を支援することにより、交流人口の拡大や地域の結束を図る。 

また、土庄町総合計画にも掲げられている「人口減少・少子化克服プラン」の一環

として、婚活支援事業を通して結婚による人口増加・少子化対策に取り組むととも

に、商品券事業による地域循環型経済の構築により、小規模事業者の経営向上及び地

域経済活性化を図る。 

土庄町に対して、商工会が実施する小規模事業者への支援状況を報告するととも

に、今後の活性化の方向性等の意見具申や施策提案を行うことにより、更なる地域経

済の活性化に資する。 

 

【事業内容】 

（１）「婚活支援事業」の実施 

当商工会と土庄町が連携して婚活実行委員会を立ち上げて、地域の各種団体や企

業の協力を得て、婚活支援事業の実施により結婚する気運を醸成し、少子化に対す

る歯止めや小規模事業者等の後継者不足の解消を図り、地域における子育て力を育

み、コミュティーの活性化等を図るためのきめ細やかな子育て支援活動を行ってい

る。 

本事業を通して、後継者の確保や少子化・地域人口の減少に歯止めを掛けること

により、地域の購買力の維持・向上、人口（消費者）増による需要の増大を図るこ

とができ、小規模事業者の売上向上や利益確保に繋げられている。 

 

（２）「土庄町商工会商品券事業」の実施 

当商工会において、地域小規模商業者の活性化のための商品券発行事業を行い、

域外への顧客流出を防止するとともに、域内での消費を喚起し、地域中小商業者の

来客数・売上の向上を図っている。 

本事業の実施は、まさに地域循環型経済の実践であり、域内購買行動を促進する

ことにより、地域の小規模事業者の売上増加に直接的に貢献する取組みとなってい

る。 

 

（３）「ポイントカード会」との連携 

土庄町商工スタンプ会からの委託により、地域中小商業者の活性化のためのポイ

ント（オリーブチップ）発行事業を行い、域外への顧客流出を防止するとともに、

域内での消費を喚起し、地域中小商業者の来客数・売上の向上に努めている。 
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（４）「土庄町大商業まつり」の開催 

当商工会の事業 PR、地域産品の即売や企業の PR を目的としたイベントとして、毎

年秋に開催しており、3,000人の地域住民が来場する一大イベントである。 

会場には、地域の小規模事業者のほか、当商工会の各支部・青年部・女性部も出

店して地域の特色を活かした特産品等の展示販売やイベント等を開催しており、地

域住民に対して商品を直接 PR することができ、小規模事業者の売上向上に大きく貢

献するイベントとなっている。 

 

（５）「土庄町商工観光業振興協議会」への参画 

地域商工業者、町議会議員、学識経験者等で構成する「土庄町商工観光業振興協

議会」へ参画して、商工会が実施する小規模事業者への支援状況の報告や町内の商

工業振興を中心とした地域経済の活性化の方向性についての意見具申を行うととも

に、必要に応じて、町の活性化に向けた施策提案を行う。 

 

（６）支部での地域経済の活性化への取組み 

当商工会においては、町村合併前の旧町村の 7ケ所に支部組織を設置しており、各

支部（7 地区）において、各地域に即した地域活性化事業や研修会等を開催して地域

の活性化と商工業の振興に努めている。 

 

【目 標】 

 

 

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 

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）小豆島町商工会との情報共有 

事業内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

婚 活 事 業 カ ッ プ ル 成 立 数

（組） 
7 10 12 12 12 12 

商品券取扱い事業者数 

（事業者） 
550 550 550 550 550 550 

ポイントカード事業参加事業

者数（事業者） 
100 100 100 100 100 100 

土庄町大商業まつり来場者数

（人） 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

土庄町商工観光業振興協議会

開催回数（回） 
1 1 1 1 1 1 

支部研修会の開催回数（回） 延 10 延 10 延 10 延 10 延 10 延 10 
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小豆島内には、当商工会と小豆島町商工会の 2 商工会が設置されており、2 商工会

で「小豆ブロック商工会連絡協議会」を組織している。 

これまでも協議会で毎年 1回全職員を対象にした研修会を開催して、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、今

後もこの協議会の場で小豆島町商工会の小規模事業者支援やそのノウハウ、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）金融相談会での支援ノウハウの吸収 

(株)日本政策金融公庫高松支店との年 1 回の懇談会や本会で年 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。 

（３）土庄町との情報交換 

小規模事業者への支援や地域経済の活性化事業等に対して、土庄町商工観光課と

の情報交換・意見交換を最低年 1回実施する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）香川県商工会連合会が職種毎に開催する基礎研修・応用研修の参加に加え、

(独)中小企業基盤整備機構四国本部が実施する地域小規模事業者等に対する支援研

修に経営指導員等が参加することで、小規模事業者の売上げや利益を確保すること

を重視した支援能力や地域経済の活性化のための支援能力等の向上を図る。 

  

（２）地域経済動向調査や個社支援のために実施した需要動向調査などの結果を踏ま

え、地域の課題・問題解決や、本計画で掲げる中長期的な振興のあり方を現実のも

のとするために必要な知識や技術を抽出・分析し、職員として必要な知識を習得す

るために経営指導員等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、研修終了後に受講者を講師とした勉強会を開き、

研修会で得た知識等を全職員へ説明・指導することで、受講した者だけでなく他の

職員の資質向上にも努める。 

＜受講テーマ例＞ 

  新規創業支援の進め方 

事業承継支援の進め方 

地域資源のブランド化と新商品開発の進め方 

 

（３）経営指導員等による地域の小規模事業者への巡回訪問を通じて、小規模事業者

が抱える課題やニーズの発掘を行うとともに、支援案件に対しては、毎月 1 日に開

催する職員会議において、職員間での情報交換・情報共有を図り、支援方針を協議

してその方針に基づき支援を実施する。 

さらに、支援対象者毎の経営分析や事業計画書のほか、経営指導員の支援手法や 

支援対象者の成功事例、さらに他の支援機関の支援ノウハウ等をデータとして保
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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。 

 

（４）支援に際しては、複数の職員で支援に当たることで、支援ノウハウの共有を図

り、併せて支援担当者間での情報交換会を開催して支援の実施状況・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）本会自己啓発援助内規に基づき、経営指導員等が小規模事業者への伴走型支援

に際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。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載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中小企業診断士等の専門家と経営指導員による本事業の実施状況会議を開催し

て、本計画書に記載した事業の実施状況や実績の確認を行い、データに取りまと

める。 

 

②実施状況会議で取りまとめた実績等のデータを基にして、中小企業診断士等の専

門家に対して評価・改善提案書の作成依頼を行う。 

 

③当商工会の理事会に対して、事業の実施状況や実績と合わせて、専門家からの評

価・改善提案書を説明して承認を受ける。 

 

④計画期間中、理事会で承認を受けた事業の実施状況や実績と合わせて、専門家か

らの評価・改善提案書を本会ホームページ（http://tonosho-shokokai.com/）で

公表する。 

 

⑤評価・改善提案書に基づき、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） 

 

（２）連絡先 

支援機関名：土庄町商工会 

住所：香川県小豆郡土庄町渕崎甲 1389-12 

 電話番号：0879-62-0427  

 FAX番号：0879-62-0488 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
経営発達支援事業 
支援担当 者 

 
 
 
 

事 務 局 長 1名 

経営指導員 2名 

経営支援員 3名 

 

 

小

規

模

事

業

者 

正

副

会

長

会 

支援 報告 公表 

連携支援機関 
 

連携 専門家派遣 

有識者 
 

評価・見直し案の提示 

理

事

会 

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ 情報共有 
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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） 

 

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 43,050 43,550 44,050 44,550 45,100 

 

経営指導員等の設置費 

 

金融、税務及び経営等

に関する相談・指導等

事業費 

 

施策普及費 
 
若手後継者等の育成支

援事業費 
 
地域の活性化及び商工

業の振興対策事業費 
 
職員等の資質向上費 
 

32,000 

 

1,000 

 

 

 

200 

 

1,650 

 

 

8,000 

 

 

200 

32,000 

 

1,500 

 

 

 

200 

 

1,650 

 

 

8,000 

 

 

200 

32,000 

 

2,000 

 

 

 

200 

 

1,650 

 

 

8,000 

 

 

200 

32,000 

 

2,500 

 

 

 

200 

 

1,650 

 

 

8,000 

 

 

200 

32,000 

 

3,000 

 

 

 

200 

 

1,650 

 

 

8,000 

 

 

250 

（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、町補助金、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に際して、専門的な課題等については、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、香川県よろず支

援拠点と連携して、専門家等による指導を実施して課題解決を図る。 

 

連携者及びその役割 

 

 

連携者名 住所等 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 2-2-2-301 

香川県産業会館ビル 3階 

電話:087-851-3182 

エキスパート事

業、経営改革サポ

ート事業による専

門家指導 

(独)中小企業基盤整備機構

四国本部 

四国本部長 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タワー棟 7階 

電話:087-811-3330 

専門家派遣事業、

経営相談事業によ

る専門家指導 

(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 

香川産業頭脳化センタービル 2階 

電話:087-840-0348 

専門家派遣事業、

経営相談事業によ

る専門家指導 

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 

香川産業頭脳化センタービル 2階 

電話:087-868-6090 

コーディネータ

ー・専門スタッフ

による専門指導 

連携体制図等 

 

 

①相 談 

②現地調査  

④指導員同行 

⑤報 告 

⑥フォロー  

小

規

模

事

業

者 

土

庄

町

商

工

会

 

【連携支援機関】 

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 

香川県よろず支援拠点 

③申 込 

⑤報 告 
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