
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

小豆島町商工会 

（法人番号 6470005005041） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

地域振興の方向性を踏まえ、【小規模事業者の経営力を強化】、【新商品・新サ

ービスの開発】、【地域ブランド力の強化】を目標にして、【持続的に発展する事

業者の育成】、【円滑な事業承継に向けた伴走型支援】、【地場産品のＰＲによる

販路開拓】【支援体制の強化】の支援方針のもと、個々の小規模事業者に対して

提案型の経営支援を行うことで事業者の持続的発展を図り、もって小豆島町の

経済の活性化に寄与する。 

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】 

本商工会で蓄積している決算書等のデータ分析や小規模事業者への経済

動向調査結果を基に公開されている経営指標等と比較して、小豆島町の小

規模事業者の業種毎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】 

経済動向調査や需要動向調査の情報を基礎資料として、財務分析に加え

て、事業者への経営状況等のヒアリングを行って、小規模事業者が抱える

経営課題を抽出して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】 

経営状況の分析によって抽出された経営課題の解決を図り、新商品開発

や新分野進出、新規雇用創出等の取組みに向けた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】 

事業計画の策定を支援した小規模事業者を支援対象として、定期的な巡

回訪問を実施して策定した計画が確実に実行できるよう伴走型支援を行う

とともに、必要に応じて他の支援機関と連携した専門家指導を行い、小規

模事業者の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】 

経営指導員等が支援対象者の取扱う商品や製品、サービス等の需要動向

調査を支援して、個々の支援対象者毎の調査結果の情報提供を行うことで、

個店のマーチャンダイジングや新商品開発や商品改良等につなげる。 

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】 

支援対象者の取扱う商品・製品・サービス等の訴求対象に応じた展示会

等へ出展前・出展中・出展後の各場面に応じた支援のほか、ＩＴや広報媒

体などを複合的に活用して支援対象者の需要・販路拡大を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

小豆島町や小規模事業者等と連携して「小豆島町商品券事業」の実施や地

域イベントでの小豆島町の地場産品の認知度向上へ取組むとともに、「小豆

島町商工業振興審議会」へ参画して、地域経済の活性化の方向性等を検討し

て推進する。 

連絡先 
小豆島町商工会 

〒761-4426 香川県小豆郡小豆島町馬木甲 1032-1 

TEL:0879-82-1011  FAX:0879-82-5241 
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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．地域の現状 

小豆島町（図表 1）は、平成 18 年 3 月 21 日に香川県小豆郡の内海町と池田町が合併して

誕生した新町であり、香川県北東の風光明媚な瀬戸内海国立公園に浮かぶ小豆島の中央から東

に位置し、西は土庄町、南は池田湾・内海湾を隔てて四国本土、東は播磨灘、北は岡山県・兵

庫県に相対している。 

複雑な地形を有している内陸部の多くは山林が占め、景勝地の寒霞渓をはじめ、海と山の美

しい自然環境に恵まれている。 

主な交通基盤（図表 2）は、国道 436号が東西に結ぶ地域間連絡道路となっているほか、池

田港・草壁港・坂手港・福田港の 4港からフェリーや高速艇の定期便が運航されており、高松

市・姫路市・阪神方面への移動手段となっている。 

 

（図表 1）小豆島町の位置 （図表 2）交通網図 

  

 

２．小豆島町の人口 

国勢調査から昭和 55年から平成 27年までの間の小豆島町の人口の推移（図表 3）をみると、

年々減少しており、平成 27年には 14,862人と、対昭和 55年比で 32.9％もの減少となってい

る。 

また、平成 27 年の年齢別人口（図表 4）では、20～24 歳の人口が 346 人と最も少なく、逆

に 65 歳以上の高齢者の人口は 6,136人と小豆島町の人口の 41.3％を占め、全国平均の高齢化

率 26.7％（内閣府の平成 28 年版高齢社会白書より）を 14.6 ポイント上回り、さらに香川県

の高齢化率 29.2％（同白書より）と比較しても 12.1 ポイント上回っており、大幅に高齢化が

進んでいる。 

 

（図表 3）人口の推移（単位：人） 

昭和 55年 昭和 60年 平成 2年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

22,170 21,433 20,455 19,700 18,303 17,257 16,152 14,862 

（国勢調査から作成） 
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（図表 4）平成 27年の年齢別人口（単位：人） 

 
（国勢調査から作成） 

 

３．小豆島町の産業の現状と課題 

平成 21 年及び 26年の経済センサスから小豆島町の事業者数及び従業員数（図表 5）の推移

をみると、平成 21年に 1,144事業者から平成 26年には 1,074事業者、従業者数も 6,815人か

ら 6,649人と何れも減少傾向にある。 

業者別に事業者数をみると、卸売業・小売業、製造業、建設業、宿泊業・飲食サービス業の

順となっており、この 4業種で全体の 60％を占めている。 

 

（図表 5）業種別事業者数・従業員数（事業者数：事業者、従業員数：人） 

5人以下 5人以下
A 農業，林業 3 3 2 5 4 4
B 漁業 7 7 4 6 6 4
C 鉱業，採石業，砂利採取業 4 3 1 3 - 2
D 建設業 136 135 102 117 113 65
E 製造業 196 172 120 178 158 112
F 電気・ガス・熱供給・水道業 1 - - 3 2 1
G 情報通信業 - - - 2 2 2
H 運輸業，郵便業 38 28 13 37 28 18
I 卸売業，小売業 321 313 257 268 260 207
J 金融業，保険業 14 14 10 10 10 6
K 不動産業，物品賃貸業 41 40 37 47 47 45
L 学術研究，専門・技術サービス業 17 17 15 17 17 13
M 宿泊業，飲食サービス業 111 109 91 104 103 82
N 生活関連サービス業，娯楽業 77 76 73 68 67 66
O 教育，学習支援業 36 - 36 56 52 50
P 医療，福祉 41 35 24 62 53 34
Q 複合サービス事業 22 22 14 17 16 10
R サービス業（他に分類されないもの） 79 79 67 74 72 61

合　　　計 1,144 1,053 866 1,074 1,010 782

小規模事業者数
平成21年

20人以下
商工

業者数

平成26年

商工
業者数

小規模事業者数
20人以下

 
（経済センサスから作成） 
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なかでも、小豆島町は佃煮や醤油、素麺、オリーブの産地であることから製造業者 178 事業

者の内 145 事業者が佃煮や醤油などの食料品製造業であり、製造業の 80％を占めている。 

また、小豆島町の商工業者の企業規模（図表 5）を見ると、大半が小規模事業者であり、従

業員 5人以下の事業者が全体の 74.1％（602 事業者）を占め、93.5％の事業者が 20 人以下の

従業員規模であり、また全体の約半数（49.0％）が個人事業者である。 

次に工業統計調査から小豆島町の製造品の年間出荷額、商業統計調査から商品販売額（図表

6）を見ると、景気の低迷や消費者ニーズの変化を背景にして、製品出荷額・商品販売額とも

に減少しており、特に商品販売額の減少率が大きく 10年間で 3割以上の減少となっている。 

この要因としては、小豆島町が離島であることから、卸売業者・小売業者の商圏は地域内に

限定された活動となっているため、大型小売店舗・コンビニエンスストアの出店増、高齢化の

加速化や若年者の減少による地域内の購買力の減少等を背景にして大変厳しい状況にあると

いえる。 

 

（図表 6）年間製造品出荷額・商品販売額（億円） 

 平成 16年 平成 26年 減少率 

製造品出荷額 376.4 336.5 10.6％ 

商品販売額 239.8 160.1 33.2％ 

（工業統計調査・商業統計調査から作成）    

 

４．小豆島町の中長期的な産業づくりの方針 

小豆島町の産業の現状と課題を踏まえて、小豆島町では、小豆島町総合基本計画を策定して、

「魅力と活力にあふれたまちづくり」に向けて、農林水産品の生産基盤の充実や地産地消の取

組み、さらに製造業との連携した魅力ある特産品の開発や市場拡大、ブランド化を図ることと

している。 

また、商業では、地域に密着した魅力ある店づくりを進め、観光については、食の魅力と体

験メニューの充実・ネットワーク化を進めることとしている。 

小豆島町の産業づくりの方針に対して、現在、本商工会では、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が中心であり、支援頻度につい

ても偏りが生じている。 

このため本計画を策定して、経営指導員・経営支援員が地域内の全小規模事業者への巡回訪

問の徹底を図り、従来の記帳や税務、労務支援等の基礎的な経営支援事業だけなく、個々の小

規模事業者が抱える経営課題を抽出して、その抽出された課題の解決に向けた経営計画の策定

を支援して、その計画が円滑に実行できるようＰＤＣＡサイクルでの伴走型支援の強化に努

め、さらに支援の際に経営指導員では解決できない高度・専門的な課題が発生した際は、香川

県商工会連合会、よろず支援拠点、㈱日本政策金融公庫と連携した専門家指導により課題解決

に導くことで、小規模事業者の持続的発展を推進することで、小豆島町の経済の活性化に資す

ることとする。 

 

５．本計画の目標 

地域振興の方向性を踏まえ、個々の小規模事業者に対する提案型の経営支援を行うことで、

事業者の持続的発展を図り、小豆島町内の経済の活性化に寄与することを目標にする。 

各事業者に対する支援においては、宿泊や観光サービスなどの小規模事業者に対しては、観

光客消費の積極的な取り込み策を中心とし、食品製造業者に対しては、地域ブランド力を強化
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のための新商品開発などの支援を行い、また、域内消費者を対象とする商業者へは、新サービ

スの提供による新たな収益確保策などについて支援を行う。 

以上を踏まえて、３つを目標に設定して本事業に取組むこととする。 

 

（１）小規模事業者の経営力を強化 

少子高齢化・過疎化が進展する中で、商圏内潜在購買力が低下し生活インフラとしての商

業機能が失われ、地域コミュニティの維持が困難な地区が散見されるため、地域の少子高齢

化に適合する経営方法に的を絞って、小規模事業者の経営力を強化する。 

 

（２）新商品・新サービスの開発 

現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」の開催により、国内外から小豆島町への観光客が

増加しており、この機会に交流人口受入れ体制強化による小規模事業者の経営支援を通じ

て、飲食・宿泊業者のメニュー開発、接客サービス向上、土産品等の商品開発等につなげる。 

 

（３）地域ブランド力の強化 

農林水産業者と食品製造業者との連携を推進し、地域資源を活用して製造業者が持つノウ

ハウを生かした新たな商品開発と販路開拓支援による小規模事業者への経営支援を実施す

ることで、地域ブランド力を強化する。 

 

６．目標達成に向けた支援方針 

（１）持続的に発展する事業者の育成 

経営指導員・経営支援員が計画的な巡回指導を通じて、支援対象者を発掘して経営分析の

実施により経営課題の抽出を行い、円滑な事業実施のための事業計画を策定支援して、伴走

型支援を進めるとともに、定期的なフォローアップを行うことによって、小規模事業者の魅

力ある個店や自らの技術・サービスの維持向上に資することで、持続的発展する事業者の育

成を行う。 

 

（２）円滑な事業承継に向けた伴走型支援 

小豆島町は佃煮や醤油、素麺、オリーブの産地であり、さらに現代アートの祭典「瀬戸内

国際芸術祭」の開催により、国内外から小豆島町への観光客が増加していることから、小豆

島町では食品製造業、また飲食業・宿泊サービス業において地域の雇用の下支えとなってい

るが、小規模事業者が減少していることから、円滑な事業承継を行い、雇用の安定を図るこ

とが地域経済の活性化には不可欠であるため事業承継支援等の伴走型支援を行う。 

 

（３）地場産品のＰＲによる販路開拓 

改めて、佃煮や醤油、素麺、オリーブの地場産品の認知度向上を図るため、域内のイベン

ト、さらには域外の展示会等への出展支援を行うことにより、小規模事業者の商品、技術を

ＰＲし販路拡大につながる支援を行う。 

 

（４）支援体制の強化 

① 小規模事業者に対する巡回計画を策定して、年間 2回以上の巡回訪問を強化し、事業者

情報を収集するとともに、事業者への面談を通じて経営発達支援事業に対する理解を深め

て、これまで以上に小規模事業者との密接な関係を築く。 

② 地域の経済動向や消費者の需要動向などの市場動向を踏まえて、経営分析に基づいた

個々の事業者の経営課題を明確にして、その上で本商工会の複数の職員で個々の知識やノ
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ウハウを活用して支援することで、より質の高い経営指導を行う。 

③ 高度専門的な課題に対しては、県・市、金融機関、よろず支援拠点や専門家といった関

係機関との連携強化による効率的かつ効果的な課題解決を図る。 

 

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】 

本商工会では、小規模事業者に対する決算指導を通じて財務・損益の情報は蓄積しているも

のの、個別指導にとどまっており、地域経済動向という視点からの活用が出来ていないのが現

状である。 

このため、現在、蓄積している決算書等のデータを集計・分析するとともに、小規模事業者

に対する経済動向調査を実施して、ＴＫＣ（全国税理士会）の「ＢＥＳＴ」、日本政策金融公

庫の「小企業の経営指標」等の公開されている経営指標等と比較して、小豆島町の小規模事業

者の業種毎の経済動向を把握する。 

 

（事業内容） 

（１）決算書からの経済動向の把握＜新規実施＞ 

商工会では従前より、地域小規模事業者（原則として個人事業者のみ）の所得税・消費税

の確定申告等の税務指導を実施しており、支援対象者は 89件である。 

これらの支援対象者の決算書から損益状況を全体で集計・共有することで地域経済の動向

を把握する。 

 

（２）景況調査からの経済動向の把握＜継続実施＞ 

香川県商工会連合会からの委託を受けて、中小企業景況調査を実施しており、本計画にお

いても以下の内容で本調査を継続実施する。 

① 調査対象………本商工会管内 10事業者（年 4回実施、延 40事業者へ調査） 

② 業種別調査数…製造業 2社・サービス業 4社・小売業 3社・建設業 1社） 

③ 調査項目………業況・受注・引合い・経常利益・資金繰り・借入難度・従業員数・設備

投資・在庫量・仕入単価・手形サイトなどの動向 

④ 調査方法………経営指導員・経営支援員が巡回訪問を行いヒアリングして調査する。 

 

（３）小豆島町商工会管内実態調査＜新規事業＞ 

新たに本商工会独自の調査として以下の内容による本商工会管内の小規模事業者に対す

る経済動向調査を実施する。 

① 調査対象………本商工会管内 50事業者（年 2回実施、延 100事業者へ調査） 

② 業種別調査数…製造業 10社・サービス業 15社・小売業 20社・建設業 5社 

③ 調査項目………雇用状況・財務状況・資金・設備投資の動向など総合的な状況・自社の

業況・経営上の問題・消費者ニーズ・商工会への要望等 

④ 調査方法………経営指導員・経営支援員が巡回訪問を行いヒアリングして調査する。 
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（４）収集情報の提供＜新規事業＞ 

① 職員会議を開催して調査結果の情報共有を図る。 

② 調査・分析結果を全職員に配布して、小規模事業者への巡回訪問や窓口相談の際に情報

提供等を行う。 

③ 調査・分析結果を本商工会ＨＰと会報に公表する。 

④ 経営分析の基礎資料として活用する。 

 

（効  果） 

各種調査の報告を基にして地域経済動向を総合的に分析・判断することでより詳細な地域の経

済動向の把握に繋げられる。 

また、収集した情報を地域小規模事業者等に対する各種支援の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。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

決算書からの経済動向の把

握事業者数（事業者） 
未実施 90 90 90 90 90 

景況調査情報収集回数（回） 4 4 4 4 4 4 

 調査対象事業者数 

（事業者） 
延 40 延 40 延 40 延 40 延 40 延 40 

管内実態調査収集回数（回） 未実施 2 2 2 2 2 

 調査対象事業者数 

（事業者） 
未実施 延 100 延 100 延 100 延 100 延 100 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

現在の本商工会での小規模事業者への経営分析の実施状況は、マル経などの金融支援や各種

補助金申請時に必要に応じて実施している程度である。 

また、小豆島町の多くの小規模事業者は日々の業務に追われ、「経営状況の分析」を行って

おらず、分析手法についても理解していない事業者が多い。 

本事業において小規模事業者の持続的な成長発展に向けて経済動向調査や需要動向調査の

情報を基礎資料として、財務分析に加えて、事業者への経営状況等のヒアリングを行って、小

規模事業者が抱える経営課題を抽出して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＜新規事業＞ 

① 経営指導員・経営支援員の巡回訪問や窓口相談、各種セミナーの開催時に経営状況の分

析の必要性を説明して支援対象者を発掘する。 

② 経営状況の分析を行うことで財務状況の問題点が把握できた事例や事業の方向性が明

確になった事例などを具体的に提示し、その有用性を説明して支援対象者を発掘する。 

 

（２）財務分析の実施＜拡充実施＞ 

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、 

(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」を活用して、「成長性」、「収

益性」、「安全性」、「効率性」の経営指標値の算出を行い、算出した指標値から財務上の問題

点を把握する。 
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（３）事業者ヒアリングの実施＜新規事業＞ 

財務分析で算出した経営指標を基に経営指導員・経営支援員が小規模事業者に対して潜在

的な「強み」を聞き出すことを心がけて、事業者の「強み」「弱み」をヒアリングする。 

 

（４）分析結果の指導・助言＜新規事業＞ 

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て、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。 

 

（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進めるこ

とで適正な経営が可能となる。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析実施事業者数 

（事業者） 
10 10 12 14 16 20 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

これまでの本商工会が実施する事業計画の作成支援は、融資や補助金の審査を通すための計

画策定になっていたことは否めない。 

今後は、経営状況の分析によって抽出された経営課題の解決を図り、新商品開発や新分野進

出、新規雇用創出等の新たな取組みに資する計画策定を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定支援＜拡充実施＞ 

経営分析を実施した支援対象者へ経営指導員・経営支援員が支援対象者と共同してＳＷＯ

Ｔ分析や３Ｃ分析、４Ｐ分析等の分析手法を用いて、強みや弱み、顧客ニーズ、競合他者の

動向、市場動向等の分析を行い、(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」を活用して分析結果を取りまとめて経営計画の策定を支援する。 

 

（２）専門家指導＜新規実施＞ 

経営指導員・経営支援員が策定支援する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て支援を行う。 

 

（効  果） 

支援対象者が自社の経営環境や自社の強み・弱みを整理して、自社の経営資源を可視化するこ

とで、今後の経営のナビゲーションとなり進むべき方向が定められ、効率的な事業の実施につな

がる。 
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（目  標） 

 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 

（事業者） 
10 10 12 14 16 20 

専門家指導回数（回） 未実施 10 12 14 16 20 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

現在の小規模事業者等に対する事業の実施支援は、事業者からの要望や問合せの連絡があっ

て対応する受身型の支援となっている。 

本計画では、事業計画の策定を支援した事業者を支援対象に巡回訪問を実施して、巡回の際

に抽出された支援ニーズ等について全職員間で情報共有を図るとともに、事業計画に基づく事

業が確実に実施できるよう定期的な伴走型支援を行い、必要に応じて、香川県商工会連合会や

よろず支援拠点と連携した専門家指導を行うことで、小規模事業者の円滑な事業の実施につな

げる。 

 

（事業内容） 

（１）伴走型支援の実施＜新規実施＞ 

策定支援した事業計画に基づく事業が着実に実行できるよう、経営指導員・経営支援員が

3か月に 1 回（四半期に 1回）の巡回訪問を実施して売上、利益、客単価、仕入、受注動向

等の項目について、計画に基づく事業の進捗確認を行う。 

特に経営指導員・経営支援員の伴走型支援によって、計画書どおりに事業が進んでいなか

ったり、目標と実績を比較して大幅な乖離が見られたりする支援対象者に対しては、巡回訪

問の回数や頻度を増やして問題点の抽出を行うとともに、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行い、専門家と経営指導員・経営支援員が共同し

て事業計画の再構築を支援する。 

 

（２）各種法認定に対する支援＜拡充実施＞ 

事業計画に基づき、経営革新や地域資源活用、農商工連携等の法認定を目指す小規模事業

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

ず支援拠点等と連携して円滑な法認定を支援する。 

 

（３）新たな資金需要に対する支援＜拡充実施＞ 

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、融資希望額や借入希

望日、返済期間、希望利率等から、国の小規模事業者への金融支援施策である「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」のほか、(株)日本政策金

融公庫の普通貸付、香川県や小豆島町の制度融資、民間金融機関の融資などの中から、支援

対象者毎に最も有利な融資制度を選定して、事業計画を基に資金繰り計画や返済計画を作成

して借入推薦を行うとともに、必要に応じて、当該金融機関に対して借入交渉を行うことに

より、支援対象者の新たな資金需要に対応する。 

 

（４）補助金等の施策の活用支援＜拡充実施＞ 

事業計画書に基づく事業に対して、補助金等の施策を活用して実施を希望する支援対象者

に対して、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

て実施事業に応じた補助金・助成金等の施策の見極め・選定を行って支援対象者へ提案する

とともに、事業計画書を基にして補助事業計画書等の作成・申請支援を行う。 
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（効  果） 

多くの小規模事業者は、経営者自身が直接事業に従事しているため、日々の業務に追われてし

まい事業計画に基づく事業の実施が困難な場合が多いため、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る。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定支援事業者数

（事業者） 
未実施 10 12 14 16 20 

 伴走型支援回数（回） 未実施 40 48 56 64 80 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

支援対象者が取扱う商品・サービスについて、消費者や取引先の需要動向を調査・分析して、

将来予測を行って事業計画を策定することが必要であるが、需要動向の必要性を理解して情報

収集を行っている小規模事業者は少ないため、経営指導員等が支援対象者の取扱う商品や製

品、サービス等の需要動向調査を支援して、個々の支援対象者毎の調査結果の情報提供を行う

ことで、個店のマーチャンダイジングや新商品開発や商品改良等につなげる。 

 

（事業内容） 

（１）顧客アンケートによる需要動向調査＜新規実施＞ 

地域内を商圏とする主に小売・飲食・サービス業を支援対象者として、各支援対象者に応

じたアンケート票を作成して、個店毎の顧客に対するアンケートの実施を支援して消費者の

需要動向調査を行う。 

① 調査対象……支援対象者の個店に来店する消費者を調査対象とする。 

② 調査項目……調査対象者の年齢・世帯の状況・居住地区などの基礎的情報のほか、「個

店への移動手段」、「利用頻度」、「利用する理由」、「今後欲しい商品」、

「個店の評価・改善点」等 

③ 調査方法……本商工会が支援対象者に応じたアンケート票を作成して、アンケート票に

基づき調査対象者へヒアリングして調査する。 

④ 調査の活用…個店のマーチャンダイジング、販売戦略の見直し、事業計画策定等に活用

する。 

 

（２）地域イベントでのテストマーケティングによる需要動向調査＜新規実施＞ 

毎年 4月に本商工会の主催により「ひしおの郷まつり」や毎年 10月に小豆島町主催の「小

豆島ふるさと商工まつり」に付随して、小規模事業者の取扱う商品のテストマーケティング

を支援するとともに、来場者に対して当該商品等に対するアンケート調査を実施して消費者

の需要動向調査を行う。 

① 調査対象……イベントでのテストマーケティングに合わせて、イベント来場者を調査対

象とする。 

② 調査項目……テストマーケットを行う商品等の「パッケージデザイン」「ネーミング」

「量」「価格」「競合品との比較」「他の人にすすめたいと思うか」「土産

としての活用」等 

③ 調査方法……本商工会が商品に応じたアンケート票を作成して、アンケート票に基づき

調査対象者へヒアリングして調査する。 
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④ 調査の活用…顧客ニーズを踏まえたターゲットやコンセプトの明確化を行い、テストマ

ーケティングを行った商品や製品の開発や改良に活用する。 

 

（効  果） 

本調査で得られた情報を基にして、支援対象者が取扱う商品等の見直しや改善、新商品・新サ

ービスの開発、新たな販路開拓のための基礎データに活用することで、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。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

消費者アンケートの実施事

業者数（事業者） 
未実施 10 12 14 16 20 

テストマーケティングの実

施事業者数（事業者） 
未実施 10 12 14 16 20 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針４】 

これまでの本商工会での需要開拓支援は、展示会等への出展に対する単発の支援のみであ

り、さらに展示会等の期間中の支援や出展後のフォローアップなどの支援は不十分であった。 

このため、本計画では、支援対象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、消費者、バイヤー等の訴求対象に応じた展示会等に対して出展前・出

展中・出展後の各場面に応じた支援を実施するとともに、ＩＴや広報媒体を活用して通年で実

施する施策を複合的に活用して支援対象者の需要・販路拡大を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）対バイヤー（ＢtoＢ）を訴求対象とした需要開拓支援 

域外への需要開拓を目指す佃煮や醤油、素麺、オリーブの地場産品の製造業者を支援対象

にして、域外で開催される展示会等への出展を通じて、食品関連（スーパーマーケット、百

貨店、卸・商社、中食、外食業界等）のバイヤーを訴求対象にした需要・販路拡大を支援す

ることで、出展者毎に最低１件の成約を目指す。 

① 想定する展示会等 

1) 展示会等への出展経験の少ない支援対象者に対しては、支援対象者の商談の経験値を

高め、需要開拓を進める観点から県内で開催される「香川県食品商談会」への出展を支援

する。 

≪香川県食品商談会≫ 

開催内容 香川県及び(公財)かがわ産業支援財団の主催により、県内地場産

業の中で重要な位置を占める県内食品産業の販路開拓を目的に開催

される展示商談会。 

開催場所 香川県高松市内のホテル 

出展事業者 県内の食品関連事業者等約 90社 

参加バイヤー 県内外の食品バイヤー等約 70社 

 

2) 県内食品産業の需要開拓に県外バイヤーとの商談や県外で開催される展示会等への

出展経験がある支援対象者に対しては、さらなる商談・取引の機会を創出するため、首

都圏で国内外のバイヤーが来場して開催される次の 2 つの大規模展示会を対象として

出展を支援する。 
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≪スーパーマーケット・トレードショー≫ 

開催内容 スーパーマーケットを中心とする食品流通業界への販路の開拓を

目的に、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、

卸・商社、中食、外食、海外などから多数のバイヤーが来場する

展示商談会。 

開催場所 幕張メッセ 

出展事業者 約 2,200社 

参加バイヤー等 開催期間中延約 88,000名 

 

≪グルメ＆ダイニングスタイルショー≫ 

開催内容 食と生活雑貨の融合をコンセプトに、食と食の関連雑貨等の新し

いアイテムが一堂に会して、商談を行う食の専門見本市。 

開催場所 東京ビッグサイト 

出展事業者 約 250社 

参加バイヤー等 開催期間中延約 25,000名 

 

② 場面毎の支援内容 

1) 出展前（準備支援）＜拡充実施＞ 

経営指導員・経営支援員が主催団体と連携して出展に必要となる申請書類の作成・出

展手続き支援を行うとともに、展示会等でバイヤーへ提示する「商品情報」や「事業者

情報」のほか「ターゲット」や「卸価格・希望小売価格」、「最低ロット」、「納期」、「原

材料」、「製造工程（製造フロー）」、「製造の際に工夫した点」等を記載した「取引条件

シート」の作成を支援する。 

さらに、香川県商工会連合会や香川県よろず支援拠点等と連携した専門家指導を実施

して、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。 

2) 出展中（同行支援）＜新規実施＞ 

経営指導員・経営支援員が展示会等へ同行して、ブース作りを支援するとともに、バ

イヤーとの商談に同席して商談内容やアドバイス等を記録して出展事業者へ提供する

ことで、取引拡大のみならず今後の商品改良に生かせられるよう支援を行う。 

3) 出展後（フォローアップ）＜新規実施＞ 

同行支援を行った経営指導員・経営支援員がバイヤーからのアドバイスを基にした商

品改良を支援するとともに、展示会等で商談したバイヤーに対する出展後のアプローチ

手法やフォローアップの支援を行うことで確実な取引制約につなげる。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＢtoＢでの需要開拓支援事

業者数（事業者） 
未確認 3 5 7 7 7 

 成約件数（件） 未確認 3 5 7 7 7 

 
（２）対消費者（ＢtoＣ）を訴求対象とした需要開拓支援 

域内での需要開拓を目指す小売業者や飲食業者を支援対象にして、町内で開催される地域

イベントへの出展を通じて、地域内の一般消費者や観光客の訴求対象に対する需要・販路拡

大を支援することで、支援対象者毎に対前年同期の売上額に対して 5％の売上増を目指す。 
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① 想定する展示会等 

小売業者や飲食業者は、域内が商圏であることから、域内の一般消費者や観光客に対し

て商品やサービスを訴求する必要があるため、次の 2つの地域イベントを対象にして需要

開拓支援を行う。 

≪ひしおの郷まつり≫ 

開催内容 本商工会の主催により、醤油や佃煮などの食品産業の魅力を伝え

ること目的にして、展示即売やバザー、ステージイベントなどを

実施する地域イベント。 

開催時期 毎年ゴールデンウィーク最初の日曜日に開催 

開催場所 香川県農協苗羽支店駐車場 

出展事業者 域内の事業者・団体約 20社 

来場者 域内の一般消費者や県内外からの観光客約 3,000人 

 

    ≪小豆島町ふるさと商工まつり≫ 

開催内容 小豆島町の主催により、域内の商工者等が連携して、物産の販売

や各種イベントを通じて、地場産業の振興及び町民とのふれあい

を深めることを目的とした域内最大のイベント。 

開催時期 毎年 10月最終の日曜日または 11月第一日曜日 

開催場所 小豆島ふるさと村 

出展事業者 域内の事業者・団体約 70社 

来場者 域内の一般消費者や県内外からの観光客約 5,000人 

 

② 場面毎の支援内容 

1) 出展前（準備支援）＜拡充実施＞ 

香川県商工会連合会や香川県よろず支援拠点等と連携した専門家指導を実施して、接

客マナーの指導を行うとともに、会場内で来場者へ配布する「商品情報」や「事業者情

報」のほか、「イメージ写真」や「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) 出展中（同行支援）＜新規実施＞ 

経営指導員・経営支援員が出品商品や会場什器に応じた商品が見やすくて手に取って

選びやすい商品陳列や出展前に作成を支援したＰＯＰの装飾など、来場者へ商品訴求を

させる出展ブースの設営を支援するとともに、出品商品のテストマーケティングを実施

して来場者に対する需要開拓を支援する。 

3) 出展後（フォローアップ）＜新規実施＞ 

支援対象毎の出品商品のテストマーケティングや来場者アンケートを来場者の属性

に応じて集計・分析を行い支援対象者へ提供することで、出展後の商品改良や新商品の

開発につなげるとともに、アンケート回答者に対するお礼状や商品チラシなどを同封し

たＤＭ等の作成を支援することで、域内での継続した需要・販路拡大を支援する。 
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（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＢtoＣでの需要開拓支援事

業者数（事業者） 
10 10 10 10 10 10 

 

支援事業者毎の売上目標 未確認 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

 

（３）ＥＣサイトを活用した需要開拓＜新規実施＞ 

経営指導員・経営支援員による小規模事業者に対する巡回訪問を通じて、インターネット

ユーザーに対する需要開拓を目指す小規模事業者の発掘を行い、全国商工会連合会が運営し

ているＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」を活用した需要・販路拡大を支援する。 

サイトへの商品掲載に対する支援では、小規模事業者へ同業他社の掲載事例を示して、掲

載を希望する商品や製品の情報を取りまとめ、商品等の見せ方やページ構成を支援する。 

また、商品掲載後は、定期的な伴走型支援を実施して出品商品の販売動向の確認を行うと

ともに、香川県商工会連合会や香川県よろず支援拠点等と連携した専門家指導を実施して、

商品訴求力の向上に向けて、季節に応じた商品写真や紹介コメント、商品の活用提案などの

情報更新を支援することで、通年を通した需要・販路拡大を支援する。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＥＣサイトによる需要開拓

新規支援事業者数（事業者） 
未実施 3 3 3 3 3 

 

支援事業者毎の売上目標 未実施 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

対前年

同期比 

5％増 

 

（４）広報媒体を活用した需要開拓＜拡充実施＞ 

本商工会では、毎年 1月に会報を発行して地域内の全世帯への新聞折込み（地方紙 1紙、

全国紙 4紙、経済紙 1紙）やフェリー乗場や主要観光地の窓口での配布、また、1月を除く

奇数月（3 月・5 月・7 月・9 月・11 月）には、地域内の小規模事業者へのダイレクトメー

ル（ＤＭ）で情報発信しているが、提供する情報は、その時々の国や県、町の小規模支援施

策や商工会事業などとなっている。 

本計画では、現在提供している施策情報に合わせて、経営指導員・経営支援員による小規

模事業者への巡回訪問を通じて、小規模事業者が需要開拓を目指す商品や製品、サービス等

の情報収集を行い、収集した情報を会報へ記事として掲載するとともに、カタログやチラシ

として取りまとめてＤＭへ同封して配布することで、地域内での需要・販路拡大を支援する。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

広報媒体を活用した需要開

拓支援事業者数（事業者） 
未実施 10 10 10 10 10 

 

支援事業者毎の売上目標 未実施 

対前年

同期比 

3％増 

対前年

同期比 

3％増 

対前年

同期比 

3％増 

対前年

同期比 

3％増 

対前年

同期比 

3％増 
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（効  果） 

小規模事業者毎に取扱う商品や製品、サービス等の訴求対象に応じた展示会等に対して、出展

前・出展中・出展後のそれぞれの場面で支援を行うとともに、ＩＴや広報媒体の各種ツールを活

用した需要開拓支援を行うことで、売上の拡大、利益の確保につなげられる。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

本商工会では、小豆島町の地域商業の活性化を目的に小豆島町からの事業委託を受けた「小

豆島町商品券事業」の実施や地域の消費者等に対して、小豆島町の地場産業である佃煮や醤油、

素麺、オリーブを改めて認識、興味・関心を持っていただくために、本商工会主催の「ひしお

の郷まつり」の開催や小豆島町主催の「小豆島ふるさと商工まつり」への参加協力を通じて、

地域経済の活性化に取組んでおり、今後も引き続き、小豆島町や小規模事業者等と連携して各

事業へ取組む。 

また、「小豆島町商工業振興審議会」へ委員として参画して、小豆島町や小豆島町内各種機

関と連携した地域経済の活性化の方向性等を検討して推進する。 

 

（事業内容） 

（１）小豆島町商品券事業の実施＜継続実施＞ 

本商工会が小豆島町から商品券事業を受託して、商工会の窓口において商品券取扱指定店

の申請受付、商品券の発券・販売、換金申請業務を行い、本商品券の普及促進を図ることで、

小豆島町内の小売業や飲食業、理美容業など地域の消費者を顧客とする小規模事業者の活性

化を図る。 

 

（２）地場産業振興イベントの開催＜継続実施＞ 

地域の消費者等に対して、小豆島町の地場産業である佃煮や醤油、素麺、オリーブを改め

て認識、興味・関心を持っていただくため、毎年 4月に本商工会主催による「ひしおの郷ま

つり」を開催して約 3000人の来場があり、また毎年 10月には小豆島町主催の「小豆島ふる

さと商工まつり」に参加しており、約 5,000人が来場される地域に根付いた地場産業振興イ

ベントとなっている。 

 

（３）小豆島町商工業振興審議会への参画＜継続実施＞ 

小豆島町が町内の地場産業や地元商店の振興と均衡ある産業経済の発展を目的に設置す

る「小豆島町商工業振興審議会」へ委員として参画して、地場産業の振興を中心とした地域

経済の活性化の方向性について意見具申を行うとともに、小豆島町や小豆島町内各種機関と

連携した地域経済の活性化の方向性等を検討して推進する。 

 

（効  果） 

小豆島町や小豆島町内各種機関、小規模事業者と連携して地域経済活性化のための各種事業へ

取組むことで、小豆島町内における消費拡大が促され、地域経済の振興及び活性化に寄与するこ

とで、小規模事業者等の振興及び経営基盤の充実が図られる。 
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（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商品券取扱い事業者数 

（事業者） 
202 210 210 210 210 210 

地場産業振興イベント来場

者数（者） 
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

小豆島町商工業振興審議会

への参画回数（回） 
5 5 5 5 5 5 

 

 

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 

本商工会の職員間で支援状況の情報共有を行うとともに、専門家指導での動向支援や土庄町

商工会との小豆ブロック商工会連絡協議会や小豆島町との情報交換会を通じて、小規模事業者

に対する支援ノウハウの吸収等に努めることで、本商工会職員の支援能力を向上させる。 

 

（１）職員間の情報共有＜強化・拡充＞ 

地域小規模事業者等に対する経営指導員・経営支援員等による巡回訪問（相談）を通じて、

企業が抱える課題やニーズの発掘を行うとともに、発掘された案件に対しては、毎月初めに

開催する職員会議において、職員間での情報交換・情報共有を図るとともに、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）専門家のノウハウ吸収＜強化・拡充＞ 

経営指導員・経営支援員による支援では解決が困難な高度・専門的な課題に対して、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実施するとともに、

専門家指導の際には必ず経営指導員または経営支援員が同行して支援にあたることにより、

専門家からの支援ノウハウを吸収することで支援能力の向上を図る。 

 

（３）土庄町商工会との情報共有＜継続実施＞ 

小豆島内に設置されている本商工会と土庄町商工会の 2商工会で「小豆ブロック商工会連

絡協議会」を組織し、「事務局長・経営指導員部会」「経営支援員部会」の 2部会を設置して、

毎年各部会 1回ずつ研修会を開催している。 

今後も引き続いて、職種毎の部会研修会へ職員を派遣して、小規模事業者に対する支援状

況や課題、支援ノウハウ、また地域振興事業等の意見交換・情報共有を行い、地域小規模事

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。 

 

（４）小豆島町との情報交換 

小豆島町総合基本計画を踏まえて、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、小豆島町担当部局との年 1回の情報交換・意見交換を実施する。 

 

２．経営指導員・経営支援員等の資質向上等に関すること 

厳しい小規模事業者の経営環境を背景に経営課題も多様化しており、その課題解決のため、

経営指導員・経営支援員の支援能力の向上に努めるとともに、職員間の情報共有を図ることで

小規模事業者に対する円滑な支援に努める。 
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（１）資質向上への取組み＜強化・拡充＞ 

① 毎年 2 回、中小企業診断士等の専門家を講師に招へいして、小規模事業者の需要開拓に

必要となるマーケティング手法やターゲットへの訴求方法などの支援ノウハウの勉強会

を開催して職員の資質の向上を図る。 

② ベテランの経営指導員に対しては、支援ノウハウの更新・補充のために 3年に 1回、中

小企業大学校が実施する経営計画作成や経営革新、事業承継、販路開拓などの専門研修や

（独）高齢者・障害・求職者雇用支援機構が実施する生産管理やマーケティング、プロジ

ェクト管理などの生産性向上支援訓練へ参加させることにより、更なる資質の向上を図

る。 

また、若手経営指導員には、3 年以内に中小企業大学校で実施される長期研修を受講さ

せて、基礎的な税務や財務などの支援能力の向上に合わせて、本計画の実施に必要となる

経営分析やマーケティングなどの支援能力の向上を図る。 

③ 香川県商工会連合会が職種に応じて開催する商工会職員研修を計画的に受講させるこ

とで、その時々の国や県の支援施策の知識の定着・補充のほか、他の支援機関や専門家の

講演やグループワークを通じて、支援ノウハウの吸収や目利き力、コミュニケーション能

力などの資質の向上を図る。 

④ 各研修会受講後は、受講者から他の職員へＯＪＴを実施して、職員間での資質の向上と

支援ノウハウの共有を図る。 

⑤ 全職員に対して、継続的な自己啓発を推進するとともに、商工会の業務に関連して必要

とされる各種公的資格等の取得及び知識等の習得を促して、各職員の資質向上を図る。 

 

（２）職員間の情報共有＜強化・拡充＞ 

① 小規模事業者に対する経営指導員・経営支援員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い、毎月 1回職員会議を開催して支援の実施状況・課題・成果・

実績等の情報交換・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 商工会基幹システムを活用して、小規模事業者に対する支援内容や対応情報、経営分析

や事業計画書、需要動向調査結果等の支援資料を支援対象者毎に保存・蓄積して、担当者

以外の職員も支援の経過を閲覧できる仕組みを構築して支援情報の共有を図る。 

③ 本商工会の共有ハードディスクに経営発達支援事業の共有データフォルダーを設けて、

支援の際に提供した需要動向データや経営分析や事業計画の策定の際に活用した分析デ

ータ、さらに支援手法や支援ノウハウ、成功事例等をデータベース化して、全職員が閲覧

できる仕組みを構築して支援情報の共有を図る。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度終了後、以下の方法により本事業の実施状況及び成果の評価・検証を行う。 

① 事務局長・経営指導員に中小企業診断士等の外部有識者を交えて、前年度事業の評価と

次年度に向けた改善策を取りまとめる。 

② 本商工会の会長から①の評価・改善策の決裁を得て、理事会へ報告して承認を受ける。 

③ 理事会承認の後、事業内容を本会ホームページにて公表する。 

（ＵＲＬ：http://www.shokokai-kagawa.or.jp/shoudoshima/） 

④ 評価・改善策に基づいて、支援計画や支援目標を設定して継続して支援を行う。 
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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 

 

（２）事務局  

・事務局長 ：１名（事業の統括） 

・経営指導員：２名（事業の主担当） 

・経営支援員：３名（経営指導員の補佐） 

※全員が経営発達支援計画に携わるものとする。 

 

（３）連絡先 

小豆島町商工会 本所 

〒761-4426 香川県小豆郡小豆島町馬木甲 1032-1 

TEL:0879-82-1011  FAX:0879-82-5241 

 

小豆島町商工会 池田支所 

〒761-4301 香川県小豆郡小豆島町池田 1-6 

TEL:0879-75-0408 FAX:0879-75-1032 

 

 

 

総代会

会 長

副会長

理 事

理事会

監 事

事務局

本所 池田支所
外部有識者

報告

承認

ホーム
ページ

評価

改善

公
表

小
規
模
事
業
者

支
援



- 18 - 

 

（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 34,300 34,300 34,800 34,800 35,300 

 

経営指導員等

の設置 

 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

金融、税務及び

経営等に関す

る相談・指導等 

 

800 800 800 800 800 

施策普及 

 

200 200 200 200 200 

若手後継者等

の育成支援 

 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

地域の活性化

及び商工業の

振興対策 

 

6,000 6,000 6,500 6,500 7,000 

交付対象職員

等の資質向上 

 

300 300 300 300 300 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

商工会費、国補助金、県連交付金、小豆島町補助金、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 

 

小豆島町総合基本計画を踏まえて、小豆島町と連携して小規模事業者への支援や地域経済の活

性化事業等に取組むとともに、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、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。 

さらに、事業計画に基づく資金需要に対して、(株)日本政策金融公庫高松支店と連携して円滑

な資金供給に努める。 

 

連携者及びその役割 

 

連携者 役割 

小豆島町 町長 松本 篤 

小豆郡小豆島町片城甲 44-95 

電話番号：0879-75-1800 

・地域小規模事業者等への支援 

・地域経済の活性化事業等の実施 

香川県商工会連合会 

会長 篠原公七 

香川県高松市福岡町 2丁目 2‐2‐301 

香川県産業会館 3階 

電話番号：087-851-3182 

・専門家派遣事業（エキスパートバンク事業、経

営改革サポート事業）による専門家指導 

・専門家からの支援ノウハウの吸収 

香川県よろず相談拠点 

チーフコーディネーター 本多八潮 

高松市林町 2217－15 

香川産業頭脳化センタービル 2階 

電話番号：087-868-6090 

・コーディネーター・専門スタッフによる専門指

導 

・専門家からの支援ノウハウの吸収 

・情報交換等による支援ノウハウの吸収 

(株)日本政策金融公庫高松支店 

支店長 和田めぐみ 

香川県高松市寿町 2-2-7 

いちご高松ビル 2階 

電話番号：087-851-0181 

・資金使途に応じた金融斡旋 

・返済計画の検討 

・経済動向等の情報交換 

 

（連携による効果） 

各支援を通じて、経営指導員等のみでは対応が困難な専門的な課題に対して、連携者が実施し

ている各種事業を活用して、専門家による指導を行うことにより、より的確な支援が可能となる。 

また、専門家による指導に際しては、指導員等が同行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、支援ノウハウの共有等が図られる。 
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連携体制図等 
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