
経営発達支援計画の概要 

実施者名 宇多津商工会（法人番号 8470005002474） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

〔基本目標〕 

①都市機能集積ゾーンと田園定住ゾーン沿道商業拠点の小規模事業者に対しては、

魅力的な商品・サービス、個性的な店づくり等、企業の体質強化を通じて、事業

の安定的な発展を支援する。 

②伝統町並みゾーンの小規模事業者に対しては、古い町並みを活かしつつ地域生活

を下支えする社会基盤として、事業の持続的発展を支援し、既成市街地の魅力向

上を図る。 

③創業希望者や創業後、間もない事業者の育成や持続的発展を支援し、活力ある経

済社会の構築を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査について 
商工会が地域の経済状況を把握するとともに小規模事業者が経営の意思決

定に必要な判断材料を提供することを目的に地域の経済動向調査を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 
事業の分析を行い、今後に向けて伸ばしていく強みと改善すべき課題を明

らかにする。併せて財務面の課題を抽出する。 

明らかにした強みと課題を踏まえ、今後の事業の方向性を明確にする。 

３．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定事業者の増加と事業計画に基づいた経営を行う事業者増加を
目的に、講習会の実施や巡回・窓口相談を通じて事業計画策定の啓蒙普及と

事業計画策定を目指す事業者の策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
策定した事業計画の着実な実施と事業計画（ＰＤＣＡサイクルによる修正・

見直しを含めた）の実効性を高めることを目的に、定期的な巡回訪問、必要

に応じた個別対応型の伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 
域内商工業者の大半を占める商業・サービス業を重点に、事業者が取り組

む需要動向調査を支援する。収集したミクロな需要動向と外部データから得

たマクロな需要動向を活用し、取扱商品・提供サービスの見直しや新たな販

路開拓に活用できる情報として提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
   小規模事業者が、改良または開発した商品・サービスのＰＲ支援のために 

ＰＯＰ・チラシ・パンフレット・ホームページ作成を支援する。各種展示会

等の情報提供や出展を支援し、商品・サービスの認知度向上を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 １．地域活性化事業 
本会は、宇多津町に立地する香川短期大学と互いの資源を活用し、地域企

   業の課題解決や地域振興の推進等を目的とした「包括的連携・協力協定」を

締結した（平成 28 年 7 月 25 日）。 

宇多津町・香川短期大学・宇多津商工会の三者が連携・協力する体制を整

え、以下の事業に取り組み、地域活性化を図る。 

・宇多津町地域・産業振興協議会（仮称）の設置 

   ・宇多津町プレミアム付き商品券事業 

   ・婚活事業 

   ・まち歩き事業 

   ・宇多津町新春懇談会 

連絡先 
〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町 1900 

電話番号 0877-49-1311  ＦＡＸ番号 0877-49-1314 
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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 

〔はじめに〕 

当地域は瀬戸内海に面した香川県のほぼ中央にあり、人口 18,434 人（平成 22 年国勢調査）、 総面積

8.07k ㎡の比較的小さな町である。 

瀬戸大橋の開通と共に本州と四国を結ぶ四国の玄関口として、著しい人口増加を遂げている。本町の

市街地は古くからの伝統と趣を残す既成市街地とかつての塩田跡地を埋め立てて形成された新宇多津

都市の特徴ある２つの顔を有している。 

今では高い交通利便性を活かし、商業施設等を中心とした広域的都市機能の集積から、香川県の中央

部を占める中讃地域をリードする四国の玄関口の町として歩んでいる。 

新宇多津都市においては、宇多津町外（県外）資本の事業所が多数出店している関係上、宇多津町の

発展の為というよりは自社利益の向上に注力する傾向が大きい。このため本会においても商工会役員の

多くは既成市街地（旧町内）の事業者が多い。 

 

（宇多津町の土地利用構想） 

 
     （出典：宇多津町総合計画（2014～2023 年度）より） 
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〔現状〕 

宇多津町の商工業者の現状をみると、業種別事業者数では、サービス業等が全体の半数以上（57.8％）

を占め、次いで卸・小売業（28.5％）となっている。 

また、平成 21 年及び平成 24 年経済センサスから業種別の事業数の推移（図表１）を見ると、サービ

ス業等はほぼ横ばいであるが、その他の業種は減少しており、中でも建設業の減少率が最も大きく、平

成 21 年の 79 事業者から平成 24 年には 70 事業者へ減少（対平成 21 年比 88.6％）している。 

 

（図表１）宇多津町の商工業者の増減数 

 
                            （平成 24 年経済センサスより） 

 

次に、当地域の商工業者の企業規模（図表２）を見ると、大半が小規模事業者であり、とりわけ従業

員９人以下の事業所が全体の 72.6％（712 事業者）占め、従業員 19 人以下の事業所となると 86.3％に

達する。また個人事業者が事業所全体の 33.6％を占めている。 

 

（図表２）商工業者の規模（平成 24 年経済センサスより） 

      【事業所の組織別構成】           【従業員数別構成】 

     
       

〔課題〕 

 当地域の商工業者は、大半が小規模事業者であることから、企業活動も地域内を商圏とした地域密着

型の活動となっている。そのため、景気の低迷や消費者ニーズの変化、大型小売店舗・コンビニエンス

ストアの出店等の外的要因に起因するマイナス効果の影響が大きい。 

先にも述べたが、宇多津町総合計画でゾーニングされている地区のうち、都市機能集積ゾーンと田園

定住ゾーンの沿道商業拠点の事業者は、イオングループ店舗やロードサイド型大手流通店舗等の宇多津

町外（県外）資本の事業者が多く、この地域の経済状況は個別企業動向に影響される面が大きい。 

また、伝統町並みゾーンの事業者は、上記の影響に加えて資本力（資金・人）が脆弱であり、これら

の問題に対応するには限りがある。さらに後継者難の問題もあり、このゾーンの事業者の事業継続は大

変厳しい状況にある。 

商工業者数 構成比 商工業者数 構成比 対21年比

建設業 79 9.2% 70 8.5% 88.6%

製造業 46 5.4% 43 5.2% 93.5%

卸・小売業 251 29.3% 235 28.5% 93.6%

サービス業等 480 56.1% 477 57.8% 99.4%

平成21年 平成24年

個人

33.6%

会社

61.0%

会社以外

の法人

5.2%

法人でない

団体

0.2%

1～4人

48.7%

5～9人

23.9%

10～19人

13.7%

20～29人

4.6%

30人以上

8.2%

出向・派遣

従業者のみ

0.8%

事業所数 825事業所 事業所数 825事業所 
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〔中長期的な振興のあり方〕 

 このような状況の中、宇多津町では宇多津町総合計画（2014～2023 年度）において「産業創造のま

ちづくり」を政策目標に掲げている。活力ある商工業の振興に向けて、既存企業の体質強化、中心商業

地の魅力向上、起業家の創出や育成支援を推進し、これまで培ってきた産業基盤と地域資源を活かした

産業振興を目指すこととしている。 

 

〔本計画の目標〕 

本会は宇多津町総合計画に基づき、下記の 3点を基本目標とする。 

①都市機能集積ゾーンと田園定住ゾーン沿道商業拠点の小規模事業者に対しては、魅力的な商品・サ

ービス、個性的な店づくり等、企業の体質強化を通じて、事業の安定的な発展を支援する。 

②伝統町並みゾーンの小規模事業者に対しては、古い町並みを活かしつつ地域生活を下支えする社会

基盤として、事業の持続的発展を支援し、既成市街地の魅力向上を図る。 

③創業希望者や創業後、間もない事業者の育成や持続的発展を支援し、活力ある経済社会の構築を図

る。 

 

〔本計画の目標に向けた取り組み方針〕 

本計画の目標達成に向けた取り組み方針は、以下の通りである。 

①地域小規模事業者等への定期巡回を実施し、各事業者が抱える経営課題を把握する。 

②経営課題の解決に向けた事業計画の策定や計画に基づいた販路拡大事業等を支援する。 

③策定した事業計画の目標達成に向けて、経営指導員等が香川県、宇多津町、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、（株）日本政策金融公庫、香川短期大学、

その他支援機関と連携して伴走型支援を行い、地域小規模事業者の持続的発展と地域商工業の振 

興、地域経済の活性化を実現する。 

 

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 29 年 4 月 1日～ 平成 34 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） 

経営発達支援事業において、商工会が支援の対象としている小規模事業者は、地域内を商圏とし

た地域密着型の事業を営んでいる事業者が多く、そのような地域小規模事業者を支援するためには

商工会が地域の経済状況を把握しておく必要がある。 

商工会が地域の経済状況を把握するとともに小規模事業者が経営の意思決定に必要な判断材料

を提供することを目的に地域の経済動向調査を行う。 

   具体的な事業内容と目標は以下に記す。 

 

（事業内容） 

 (1)宇多津商工会景況調査 

    宇多津地域の景気状況を継続的に調査分析することにより、地域内の景気動向を把握する。

 地域内の 10 事業者（製造業 2社、建設業 1社、小売業 3社、サービス業 4社）を対象に、 

四半期ごとに財務状況（売上・採算）や雇用状況（従業員数・従業員過不足）、資金調達環境（長・

短期借入難易度）、設備投資の動向、自社の業況等の情報を経営指導員の巡回により収集する。
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 (2) 香川県商工会連合会中小企業景況調査 

宇多津地域より広域の景気動向を把握ために、香川県商工会連合会中小企業景況調査を 

活用する。 

香川県商工会連合会中小企業景況調査は、香川県内の中小企業 150 社を対象に、四半期 

ごとに財務状況（売上・採算）や雇用状況（従業員数・従業員過不足）、資金調達環境（長・

短期借入難易度）、設備投資の動向、自社の業況等の情報を収集し、業種ごとに DI（ディフ 

ュージョン・インデックス）値により今期の実績と来期の見通しを分析し、経営上の問題点を

集約している。 

(3) 中小機構中小企業景況調査 

   全国の景気動向を把握するには、中小機構中小企業景況調査を活用する。 

 中小機構中小企業景況調査は、全国の中小企業約 18,900 社を対象に、四半期ごとに全国の

商工会等の経営指導員が聴き取り手法で調査しており、財務状況（売上・採算）や雇用状況 

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

業況等の情報を収集し、業種ごとに DI（ディフュージョン・インデックス）値により今期の

実績と来期の見通しを分析し、経営上の問題点を集約している。 

 

 （成果の活用） 

上記３調査の調査項目は、財務状況や雇用状況、資金調達環境、設備投資動向、業況、経営上 

の問題点等と共通しており、地域・県・全国の経済規模による違いが比較しやすい。商工会は、収

集した情報を業種ごとに比較・分析し、小規模事業者が活用しやすい調査結果を作成する。 

作成した調査結果を効果的に提供するため、巡回訪問や窓口相談を活用して直接、小規模事業者

に提供する。また、より多くの事業者が活用できるように本会ホームページに掲載し、幅広く情報

提供を行う。 

 

（目標） 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

宇多津商工会景況調査 

（回数） 
4 回/年 4 回/年 4 回/年 4 回/年 4 回/年 

宇多津商工会景況調査 

（延べ事業者数） 
40 社 40 社 40 社 40 社 40 社 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目的） 

地域小規模事業者が持続的に発展していくためには、事業者が本質的に抱えている課題の原因を

把握することが重要である。 

事業者が事業の強み・弱みなどについて分析を行い、今後に向けて伸ばしていく強みと改善すべ

き課題を明らかにする。併せて財務状況の分析を行い、財務面の課題を抽出する。 

この分析で明らかになった強みと課題を踏まえて、今後進むべき事業の方向性を明確にするため

に経営分析を実施する。 

具体的な事業内容と目標は以下に記す。 

 

（事業内容） 

(1)支援対象者の掘り起こし 

  経営指導員等が行う巡回訪問・窓口相談、各種セミナーの開催、広報用資料を活用して、経営

分析の重要性やメリットを地域小規模事業者に対して幅広く周知し、支援対象者の掘り起こしを

行う。 

(2)経営状況の把握 

  支援対象者の取扱商品、顧客、保有資産や技術、競合他社等との状況を「強み・弱み・機会・
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脅威」を整理するＳＷＯＴ分析と「Ａ（優性）・Ｂ（普通）・Ｃ（劣性）」に分類し、限りある経

営資源を集中させるＡＢＣ分析などのフレームワークを活用し、経営状況の把握を行う。 

(3)財務分析の実施 

  支援対象者の貸借対照表や損益計算書、収支内訳書、申告書等の財務諸表を基に、「収益性」

「成長性」「効率性」「生産性」「安全性」等の経営指標等の分析データを算出する。 

  分析にあたっては、全国商工会連合会や（独）中小企業基盤整備機構が提供している分析ツー

ルを活用する。 

 

（成果の活用） 

(1)助言・提案 

  経営分析で抽出された課題を基に、香川県商工会連合会の計画革新サポート事業や（公財）か

がわ産業支援財団のよろず拠点事業、（独）中小企業基盤整備機構の専門家派遣を活用し、課題

解決に向けて、今後進むべき方向性や取り組み内容について助言・提案を行う。 

(2)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り組む小規模事業者に対して、事業計画の策定を勧奨

して継続支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営分析事業者数 10 社 10 社 11 社 11 社 11 社 

専門家支援事業者数 10 社 10 社 11 社 11 社 11 社 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（目的） 

域内の小規模事業者は事業計画を持たずに事業を行っている場合がほとんどである。 

そこで商工会は、小規模事業者が事業を持続的に発展させるために重要な事業計画の策定や事業

計画に基づいた経営の大切さの啓蒙を図る。 

さらに小規模事業者が、将来のあるべき姿を目標にした事業計画の策定を伴走型で支援する。 

この支援を通じて、事業計画策定事業者の増加と事業計画に基づいた経営を行う事業者の増加を

図ることを目的とする。 

具体的な事業内容と目標は以下に記す。 

 

（事業内容） 

 (1)支援対象者の掘り起こし 

事業計画策定セミナーを実施し、事業計画策定の意義や計画的な経営の大切さの啓蒙を図り、

事業計画策定を目指す支援対象者の掘り起こしを行う。 

併せて、経営分析を支援した事業者や巡回訪問や窓口相談など各種相談の際に、事業計画策定

の必要性を説明し、事業計画策定を目指す支援対象者の掘り起こしを行う。 

(2)事業計画書の策定 

事業計画の策定を希望する小規模事業者に対して、「１．地域の経済動向調査」より当該業界

の動向を確認し、「５．需要動向調査」で得た市場ニーズの情報を踏まえ、「２．経営状況の分析」

で明らかになった経営課題を、事業者が有する商品・技術・ノウハウ等の経営資源を活用して解

決を図っていく実効性の高い事業計画策定を支援する。 

また、策定支援で生じた専門的な課題や計画書のブラッシュアップについては、香川県商工会

連合会、（独）中小企業基盤整備機構や（公財）かがわ産業支援財団よろず支援拠点等の専門家

派遣事業等を活用し、解決を図る。 
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（目標） 

  事業計画策定事業者数を今後 5 年間で、域内の小規模事業者数 526 社（平成 24 年経済センサス

より）の 10％にあたる 53 社を目指す。 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

セミナー参加事業者数 10 社 10 社 11 社 11 社 11 社 

事業計画策定事業者数 10 社 10 社 11 社 11 社 11 社 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （目的） 

   事業計画策定を支援した小規模事業者に対し、定期的な巡回訪問を行い、策定した事業計画に 

沿って事業が着実に実施され、提起された経営課題の解決を図り、事業計画（ＰＤＣＡサイクルに

よる修正・見直しを含めた）の実効性を高めることを目的に伴走型支援を実施する。 

   具体的な事業内容と目標は以下に記す。 

 

（事業内容） 

(1)フォローアップ 

事業計画策定後、経営指導員と経営支援員が 2人 1組になって、3か月に 1度の巡回訪問を行

い、個別対応型のフォローアップを行う。 

事業計画の進捗状況を把握し、必要ならば巡回回数を増やす。巡回指導・助言を通じて、事業

計画の各年度ごとの目標が達成されるように伴走型支援を行う。 

(2)専門家派遣 

事業計画の実施にあたり生じた専門的な問題に対しては、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よろず支援拠点等の支援機関の専門家派遣を活用

し、課題の解決を図り、事業計画の着実な実施を支援する。 

(3)資金確保支援 

事業計画の実施推進にあたり設備資金・運転資金が必要な場合は、マル経資金や日本政策金融

公庫が創設する小規模事業者経営発達支援融資制度などを活用し、事業計画の着実な実施を支援

する。 

 

（目標） 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

フォローアップ回数 40 回 40 回 44 回 44 回 44 回 

事業計画策定事業者数 10 社 10 社 11 社 11 社 11 社 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（目的） 

  宇多津町内の商工業者は、サービス業等（57.8％）と卸・小売業（28.5％）が大半を占めており、

そのほとんどが小規模事業者である。 

企業活動は自ずと地域内を商圏とした地域密着型の活動が中心となることから、各事業者の持続

的な発展には、自社が取り扱っている商品やサービス等に関する需要動向を把握することが重要で

ある。 

商工会は、域内の商工業者の大半を占める商業・サービス業に重点を置き、各事業者が取り組む

商品・サービス等の需要動向に関する情報収集事業を支援する。ここで収集したミクロな需要動向

とマクロな需要動向は外部データを活用し、各事業者の取扱商品・提供サービスの見直しや新たな

販路開拓に活用できる情報として提供することを目的とする。 

具体的な事業内容と目標は以下に記す。 
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（事業内容） 

(1)支援対象者の掘り起こし 

    需要動向調査の重要性とその効果について、巡回訪問や窓口相談、セミナー・相談会の機会も

利用して説明を行い、支援対象者の掘り起こしを行う。 

   併せて、経営分析を支援した事業者や事業計画策定を支援した事業者にも需要動向調査の取り

組みをすすめ、支援対象者の拡大を図る。 

(2)調査実施にあたっての個社支援 

 ①個社別調査票の作成支援 

   抽出した支援対象者の意向に応じて、以下の手順に沿って調査票の作成を支援する。 

 

手順 内容 

１ 事業者が本来抱いている目的、狙い 

２ 現状と問題点 

３ 

調査の目的 

課題：       に関して、 

対象：       を調査することにより、 

仮説：       を検証・確認して、 

目的：       の意思決定に利用する。 

 

４ 検証する内容 

５ 仮説と結果の予想 

６ 

調査票の作成 

【調査項目】 

・属性情報…回答者の性別・年代・職業など 

・質問の内容…商品・サービス・来店理由など 

・質問の種類の検討…選択回答、自由回答、質問文など 

 

②収集情報の分析支援 

支援対象者が収集した情報を、商工会が整理・分析の支援を行う。   

③業種別・品目別調査 

上記の取り組みを行う支援対象者に対して、マクロ的視点から需要動向に関する情報を提供

し、自社の取扱商品や提供サービスと市場動向や消費者ニーズとの比較検討に役立てる。 

下記の外部データを活用して「消費者購買動向」「消費者嗜好」などから取扱商品やサービ

スに関する市場の動向や推移、消費者の嗜好やニーズの変化等の情報を収集する。また、「商

圏別人口動向」「商圏別事業所立地動向」などから商圏内の年齢別・性別の人口や推移、同業

他社数等の情報を収集し、随時支援対象者に提供する。 

 

【活用する外部データ（例）】 

外部データ 情報提供先 収集する情報 

①経済産業省「商業動態統計」 

②内閣府「消費動向調査」 

③日経テレコン「ＰＯＳ情報」 

④日本フードサービス協会「データ 

 から見る外食産業」 

⑤金融財政事情研究会「業種別審査事典」

商業 

サービス業 

支援対象者が取り扱う商品や製品、

サービス等に関する市場の動向や

推移、消費者の嗜好やニーズの変化

等の情報を収集する。 
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⑥内閣官房まち・ひと・しごと創成本部事

務局「ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システ

ム）」 

全業種 

地域小規模事業者等の商圏内の年

齢別・性別の人口や推移、同業他社

数等の情報を収集する。 

 

（成果の活用） 

 (1)調査結果から得られる気づき 

支援対象者が自ら調査を行うことで、顧客が自社をどのように見ているかを知ることができ 

る。自社の外部評価を把握することで、顧客目線に立った商品構成・サービス内容の対策につな

げることができる。 

(2)助言・提案 

  商工会は、支援対象者が収集したミクロ視点の情報の整理・分析を行う。また、外部データか

ら収集したマクロ視点の情報から今後需要の増加が見込める取扱商品や提供サービスの提案を

行う。 

香川県商工会連合会の計画革新サポート事業や（公財）かがわ産業支援財団のよろず拠点事業、

（独）中小企業基盤整備機構の専門家派遣を活用し、これから取り扱う商品や提供サービスの検

討を通じて、今後進むべき方向性や取り組み内容について助言・提案を行う。 

(3)事業計画へのフィードバック 

  提案された取り組み内容を事業計画へフィードバックし、より実効性の高い事業計画にブラッ

シュアップするとともに、目標達成に向けて継続支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

調査票の作成支援及び分析支援

事業者数 
3 社 5 社 5 社 8 社 10 社 

業種別・品目別調査の情報提供事

業者数 
3 社 5 社 5 社 8 社 10 社 

業種別・品目別調査の情報提供回

数 
随時 随時 随時 随時 随時 

専門家支援事業者数 3 社 5 社 5 社 8 社 10 社 

 

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】 

（目的） 

地域密着型の小規模事業者が行うことができる需要の開拓は、「新たな市場・新たな顧客の獲得」

もしくは「既存顧客への深耕」のいずれかである。そのためには「既存商品やサービスの提供方法

の改良」もしくは「新商品・新たなサービス提供方法の開発」が必要となる。 

新たな取り組みのためのセミナー開催や巡回訪問時の情報提供等を通じて動機づけを図る。そし

て、改良または開発された商品・サービスのＰＲ支援のために、ＰＯＰ・チラシ・パンフレット作

成支援やホームページ等作成支援を行うと共に、各種展示会等の情報提供を行い、その出展を支援

し、商品・サービスの認知度向上を図る。 

具体的な事業内容と目標は以下に記す。 

 

（事業内容） 

(1)新たな取り組みへの動機づけ 

 ①巡回訪問・窓口相談を通じた情報提供 

   需要動向の変化や他社での取り組み事例を紹介した広報用資料を作成し、巡回訪問・窓口相

談を通じて配布することにより、事業者自身に新たな需要開拓への取り組みへの動機づけを行

う。 
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 ②セミナーの開催 

   社会環境や需要動向の変化に対応するためや事業計画実現のためには、新たな取り組みへの

小規模事業者の本気を引き出すようなセミナーを開催する。 

(2)改良または開発された商品・サービスのＰＲ支援 

 ①ＰＯＰ・チラシ・パンフレット作成支援 

   新商品や新たなサービスについて、これまでと変更した点を強調し、新たな顧客や既存顧客

の新たな購買を誘発するようなＰＯＰ・チラシ・パンフレット作成の支援を行う。 

 ②ホームページ作成支援 

   既にホームページが作成されている事業者については、商品の開発や改良もしくはサービス

の提供方法等が変更した場合は、常に新着情報等に掲載し、更新されないホームページになら

ないよう支援を行う。また自らが変更が困難な仕様の場合、ＳＮＳ等の活用を支援していく。

   まだホームページがない事業者に対しては、商工会の 100 万会員ネットワークの SHIFT 機能

を活用したホームページ作成の支援を行う。 

(3)各種展示会等の情報提供及び出展支援 

 ①各種展示会等の情報提供 

地域の小規模事業者に対して、窓口相談や巡回訪問の際に、また本会情報誌やホームページ

等を活用して幅広く情報提供を行い、下記のような商品周知に役立ち、顧客拡大を見込める展

示会・商談会・物産展等の開催を周知する。主な対象業種は、食品を主とした卸・小売業にな

る。 

 

【紹介する支援事業（例）】 

区分 支援事業名 ターゲット 内容 

物産展 
ニッポン全国むらおこし展 

（全国商工会連合会主催） 
首都圏の消費者

地域特産品のＰＲ・販

売 

商談会 

グルメ＆ダイニングスタイルショー 

ニッポンいいもの再発見コーナー 

（全国商工会連合会主催） 

全国のバイヤー 地域特産品の商談 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 
むらからまちから館 

（全国商工会連合会主催） 
首都圏の消費者

商工会地域の特産品

のＰＲ・販売 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 
ｍａｃｈｉ・ｋａｒａ 

（香川県商工会連合会主催） 
香川県の消費者

商工会地域の特産品

のＰＲ・販売 

ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ 
ニッポンセレクト.ｃｏｍ 

（全国商工会連合会公式サイト） 
全国の消費者 

地域特産品の通販サ

イト 

展示会 
中小企業総合展 

（（独）中小企業基盤整備機構主催） 

製造業を中心と

した企業等 

製品・技術・サービス

等を展示・紹介、ビジ

ネスマッチング 

商談会 

香川県下商工会議所・商工会マッチング

フェア 

（高松商工会議所主催） 

香川県内企業等

製品・技術・サービス

等を展示・紹介、ビジ

ネスマッチング 

商談会 
香川県食品商談会 

（（公財）かがわ産業支援財団主催） 
全国のバイヤー 地域特産品の商談 

 

   ②出展支援 

     出店希望事業者の要請に応じ、主催者へ出店を取次、出店手続きの支援を行う。 

出展を希望する地域小規模事業者等の内、出展補助金等の申請を希望する事業者には、その
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計画書の策定支援を行う。また出展の際にブースの設営や陳列、商談交渉において課題が抽出

された事業者には、専門家による指導を行う。 

   ③フォローアップ 

     展示会等への参加後、必要に応じて、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のよろず支援拠点等と連携して、専門家による支援とフォローア

ップを行う。 

   

 （4）その他の需要開拓の取組み 

   ①ふるさと納税の返礼品採用への取組み 

     宇多津町では平成 28 年度より遅ればせながら「ふるさと納税事業」を推進することとなり、

返礼品の町内出品事業者の募集を開始した。返礼品の提供は、全国に新たな顧客を得ることで

あり、町内出品事業者にとり売上拡大及びブランド･アピールの好機である。 

     ふるさと納税事業の返礼品採用に向けて、募集時期毎の周知と事業者への理解促進を働きか

ける。また応募手続きについては事業者への同事務支援も行う。 

 

（目標） 

項目 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

広報用資料による情報

提供回数 
2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

セミナー参加事業者数 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社 

ＰＯＰ等作成支援事業

者数 
5 社 5 社 10 社 10 社 10 社 

ホームページ作成・更新

支援事業者数 
5 社 5 社 10 社 10 社 10 社 

アンテナショップ出展

事業者数 
2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 

物産展・商談会出展事業

者数 
2 社 2 社 4 社 4 社 4 社 

商談・成約件数 1 社 1 社 2 社 2 社 2 社 

アンテナショップ・物産

展等出展事業者の売上

増加率 

2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 

ふるさと納税返礼品採

用事業者数 
16 社 17 社 18 社 19 社 20 社 

ふるさと納税返礼品採

用事業者の売上増加率 
2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  宇多津町では、まちづくりの将来像と基本理念を「元気創造！これからも自立する宇多津」と 

定め、個人・地域の自立により、住民一人ひとりが生涯健康で、安全・安心していきいきと暮して

いけるまち、個性と活力があふれるまち、自立していける元気なまちを目指している。 

 また本会は、宇多津町に立地する香川短期大学と互いの資源を活用し、地域企業の課題解決や 

地域振興の推進等を目的とした「包括的連携・協力協定」を締結した（平成 28 年 7 月 25 日）。 

既に宇多津町と香川短期大学は、町の発展とにぎわい創出等を目的とした包括的連携・協力協定

を締結している（平成 27 年 8 月）。 

宇多津町・香川短期大学・宇多津商工会の三者が連携・協力する体制を整え、各種事業に取り組

み、地域活性化を図る。 

 

【イメージ図】 

  

 

 

 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 
                    

                 
                 
                    

                    

                    

                    

 

 

 

具体的な事業内容と目標は以下に記す。 

 

（事業内容） 

(1) 宇多津町地域・産業振興協議会（仮称）の設置 
   町行政、香川短期大学、本会による「宇多津町地域・産業振興協議会（仮称）」を立ち上げ、

地域小規模事業者の現状について情報提供を行う。 
地域経済における小規模事業者の必要性（雇用・地域コミュニティー機能）について認識の

共有を図り、産・官・学が連携して小規模事業者が持続的に発展するための施策や支援内容等

について協議を行う。 

宇多津商工会 

宇多津町 香川短期大学 

〈連携協力の内容〉 
１．地域経済・企業の振興、活性化 
２．中小企業等の新分野進出・新規 

事業創出支援 
３．ﾃﾞｻﾞｲﾝ･技術の相談、共同研究 
４．商工会職員等の人材の資質向上 
５．学生のアクティブラーニング 

包
括
的
連
携
・
協
力
協
定 

包括的連携・協力協定 

連
携
・
協
力

宇多津町地域・産業振興協議会（仮称） 

〈各種事業の協力〉 
１．プレミアム付き商品券事業 
２．婚活（恋活）事業 
３．まち歩き事業 
４．新春懇談会事業 
５．アロハナイト事業 
６．あきない事業 
７．中小企業融資事業 

〈連携協力の内容〉 
１．地域振興及び産業振興 
２．教育・文化及びスポーツの振興 
３．人材育成 
４．健康福祉及び子育て支援 
５．災害対策 
６．地域の国際化及び国際交流
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(2)宇多津町プレミアム付き商品券 

地域経済の活性化を図るため、プレミアム付き商品券事業を行う。 

地域小規模事業者の売上増加を図るため、商品券をＡ券とＢ券に分ける。大型店ではＡ券 

しか使えない、地域小規模事業者ではＡ券とＢ券の両方が使えるように工夫し、地域小規模 

事業者が持続的に発展するための環境を整備する。 

また継続的に参加店を増やし、商品券の魅力と利用者の利便性向上を通じて、地域経済の活

性化を図る。 

  (3)婚活事業の実施 

    宇多津商工会青年部が中心となり、香川県・香川県商工会連合会・地域小規模事業者と連携し、

町内で婚活事業を実施する。 

    宇多津はＮＰＯ法人地域活性化支援センターから「恋人の聖地」として 2か所（うたづ臨海 

公園・聖通寺山展望台）が認定されている。このため香川県内のみならず近隣地方の若者に大変

人気がある。 

また町内には結婚式場が５軒あり、域内にはブライダル市場に関連した事業者が数多い。 

婚活事業の実施を通じて地域のにぎわいを創出すると同時に、地域経済の活性化を図る。 

併せて宇多津町の「新婚世帯家賃補助制度」等の公的扶助を活用し、交通の利便性だけに 

頼ることなく定住人口の増加、不動産事業の活性化に取り組む。 

(4)まち歩き事業の実施 

宇多津商工会青年部とうたづの町家とおひなさん実行委員会、香川短期大学が連携し、町内で

「うたづの町家とおひなさん」事業を実施する。 

宇多津町は 1363 年（貞治 2年）細川頼之が居城を構え、讃岐の守護所としてから始まる歴史

のある町である。その古い街並みを活かし、町家に飾られた雛人形を愛でながら旧町内を周遊 

する事業実施を契機として、県内各地より人を呼び込み消費を喚起し、にぎわいの創出と地域 

活性化を図る。 

(5)宇多津町新春懇談会の開催 

  宇多津町と商工会が連携し、毎年 1月に行政、議会、地域小規模事業者等や各種団体から 200

名以上が集まる宇多津町新春懇談会を開催する。 

事業実施を通じて、機会の少ない新都市と旧町内の事業者間交流、町内の各種団体と事業者 

との活発な交流と情報交換を通じて、にぎわいの創出と地域活性化を図る。 

 

 （目標）   

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

宇多津町地域・産業振興

協議会（仮称） 
2 回/年 2 回/年 2 回/年 2 回/年 2 回/年 

プレミアム付き商品券の

参画事業者数 
125 事業所 130 事業所 130 事業所 130 事業所 130 事業所

婚活事業の実施 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

まち歩き事業の実施 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

新春懇談会の参加者 200 名 200 名 200 名 200 名 200 名 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けて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 

（目的） 

  他の支援機関と支援事例や支援ノウハウ、事業者の現状と課題などについて情報交換と事業 

情報の共有化を通じて連携を強化し、経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上を 

目的とする。 

 

（事業内容） 

(1)中讃ブロック 4商工会並びに香川県商工会連合会との連携 

香川県の中央部に位置し、商工会設立時から地理的・経済的・行政面でも関係の深い、綾川 

町商工会、丸亀市飯綾商工会、まんのう町商工会、琴平町商工会、宇多津商工会で中讃地区 

商工会連絡協議会を構成する。 

香川県商工会連合会を招いて、経営改善研究会を経営指導員は年３回、経営支援員は年１回 

実施する。 

経営改善研究会では、支援事例の紹介や支援ノウハウの情報交換を行い、支援能力の向上を 

図る。また、地域の経済動向や事業者の現状と課題などについて情報を共有し、商工会同士の 

連携を強化する。 

  (2)日本政策金融公庫高松支店との連携 

日本政策金融公庫高松支店との情報交換会を年 2回開催する。金融支援や創業支援、販路 

開拓について情報交換を行い、支援能力の向上を図る。また、地域の経済動向と金融動向の 

情報交換を通じて連携を強化する。 

 さらに夏と秋の年 2回、商工会館を会場に金融相談会を開催する。個別相談や経営指導員が 

公庫担当者との帯同訪問を実施することにより、小規模事業者の事業資金や資金繰りの円滑化 

をきめ細やかに支援する。 

(3)専門家派遣機関との連携 

  商工会は小規模事業者が策定した事業計画に基づいた経営の着実な実施を通じて事業者の 

持続的発展を支援していくが、計画を実施していく中で商工会では対応が困難な課題が生じる 

ことが考えられる。 

そのような場合は、下記記載の支援機関と連携し、専門家派遣事業を活用して高度な専門的 

課題の解決を図る。専門家が行う経営課題の解決手法を身近に学ぶことにより本会職員（経営 

指導員等）の支援能力向上が見込まれる。 

  ・香川県商工会連合会 専門家派遣  「エキスパート事業、経営サポート事業」 

  ・(独)中小機構基盤整備機構四国本部 「窓口相談事業」 

  ・（公財）かがわ産業支援財団     「香川県よろず支援拠点」 

  ・中小企業庁            「ミラサポ 専門家派遣事業」 

 また(独)中小企業基盤整備機構の「地域支援機関等サポート事業」の活用を通じて、機構が 

持つ先進事例や高度な経営支援ノウハウの提供を受け、支援能力の向上を図る。 

(4)香川短期大学との連携 

  宇多津町地域・産業振興協議会（仮称）において、商工会が有する支援ノウハウと香川短期大

学が有する先進的な知的情報の情報交換（半期に 1回程度）を行い、本会職員（経営指導員等）

の支援能力の向上を図る。 

  香川短期大学の協力を得て、①地域経済・企業の振興及び活性化、②中小企業等の新分野進出、

新規事業の創出支援、③デザイン及び技術の相談、共同研究などに取り組み、これまでとは異な

る視点から地域小規模事業者が直面する経営課題の解決や需要開拓の取り組みを支援する。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 （目的）       

小規模事業者の経営環境、中小企業施策・補助事業体系が大きく変化する中で、商工会に求めら
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れる支援ニーズも多種多様化しており、時代の変化に対応しながら小規模事業者への経営支援が効

率的・効果的に行えるようその質・内容の充実と向上を図ることが重要である。そこで経営指導員

等を対象に経営支援の基礎的知識及び専門的支援能力の向上を図るため、下記の取り組みを行うと

ともに職員会議を通じて組織内で知識の共有化を図る。 

  

（事業内容） 

 (1)基礎的知識の習得 

香川県商工会連合会が実施する研修会（基本コース）に支援担当職員を参加させ、経営支援の

基礎的知識を習得する。併せて、最新の中小企業施策等の情報を収集する。 

  (2)専門的支援能力の向上 

    香川県商工会連合会が実施する研修会（応用コース）に支援担当職員を個々の資質に応じたコ

ースに参加させ、高度な経営支援ができるよう専門的支援能力の向上を図る。 

    中小企業大学校が実施する研修に経営指導員を毎年派遣し、専門的な知識の習得と支援能力の

向上を図る。 

連携協定を結んでいる香川短期大学（経営情報科）の協力を得て、経営、ICT 等の時宜に適し

た知識の習得に職員全員で取り組む。 

  (3)支援ノウハウと情報の共有 

 小規模事業者の支援に際しては複数の職員で支援にあたり、支援を通じて得たノウハウや情報

の共有を図る。若手経営指導員については、ベテラン・中堅経営指導員とチームで小規模事業者

の支援にあたり、ＯＪＴ等を通じて伴走型支援に必要な支援能力の向上を図る。 

 小規模事業者に対する支援状況は、経営指導カルテに記載し、職員全員が閲覧できるように各

事業者ごとにデータ保存して組織内での支援ノウハウの蓄積を図る。 

  月一回開催する職員会議等で支援事例の報告や意見交換、情報共有を通じて、組織内での支援

ノウハウの蓄積を図る。 

  

 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、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有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を受ける。 

  ②半期ごとに事業の進捗状況と検証を評価し、宇多津商工会長に報告する。 

  ③上記の報告を受け、宇多津商工会正副会長会等において、評価・見直しの方針を決定する。 

  ④事業の成果・評価・見直しの結果について、宇多津商工会役員会へ報告し、承認を受ける。 

  ⑤事業の成果・評価・見直しの結果は宇多津商工会のホームページで公表する。 

（宇多津商工会ホームページ http://www.shokokai-kagawa.or.jp/utazu/） 
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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 28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

   ①実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②宇多津商工会全職員 ７名 

（事務局長１名、経営指導員２名、経営支援員３名、記帳普及員１名） 

 

   ③商工会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   名 称 宇多津商工会  

   住 所 香川県綾歌郡宇多津町１９００番地 

   電 話 ０８７７‐４９‐１３１１ 

   ＦＡＸ ０８７７－４９－１３１４ 

   Ｈ Ｐ http://www.shokokai-kagawa.or.jp/utazu/ 

 

 

小
規
模
事
業
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等 

正
副
会
長
会 

役
員
会 

連携支援機関 

支援 

専門家指導 
連携 

報告 
連絡 
相談 報告 

承認 方針を決定 

総
会 

会
長 

監事 

事務局 

役
員
会 

商業部会 
工業部会 
建設業部会 
サービス業部会

青年部 
女性部 

会
員 

経営発達支援 

事業担当者 

 事 務 局 長１名

経営指導員 2名
経営支援員 3名
記帳普及員 1名

有識者 

評価・見直し案の提示 
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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 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額 ４３，５１１ ４３，５８７ ４３，６６３ ４３，７１９ ４３，７７０

 

経営指導員等の設置 ３６，９００ ３６，９５０ ３７，０００ ３７，０５０ ３７，１００

金融・税務及び経営等に

関する相談指導等 
６４０ ６５０ ６５０ ６５０ ６５０

施策普及 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

若手後継者等の育成支援 ６００ ６００ ６００ ６００ ６００

地域活性化及び商工業の

振興対策 
５，２２０ ５，２３０ ５，２４０ ５，２５０ ５，２５０

交付対象職員の資質向上 １２５ １３０ １３５ １４０ １４０

（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 

会費収入、国補助金収入、県交付金収入、町補助金収入、受託料収入、受益者負担金、手数料収入 

 

 

（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、地域小規模事業者等の専門的な課題等については、香川

県商工会連合会のエキスパート事業や経営改革サポート事業、（独）中小企業基盤整備機構の専門家

派遣制度、（公財）かがわ産業支援財団のよろず支援拠点事業等と連携・活用して課題解決を図る。 

 日本政策金融公庫と連携して小規模事業者経営発達支援融資計画などの低利融資制度を積極的に

活用して必要な事業資金を供給し、円滑な事業実施を支援する。 

 香川短期大学の有する先進的な知的情報や経営ノウハウを活用し、地域経済・地域小規模事業者の

振興と発展を図る。 

 

連携者及びその役割 

 

名称 代表者 住所 電話番号 役割 効果 

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番 2-301 号

087-851-3182 エキスパー

ト事業や経

営改革サポ

ート事業に

よる専門指

導 

専門分野ごと

の豊富な知識

と経験を有す

る専門家を活

用することに

より事業効果

を高める 

（独）中小企

業基盤整備機

構 

四国本部長 

中島龍三郎 

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 

087-811-3330 専門家派遣

事業による

専門指導 

専門分野ごと

の豊富な知識

と経験を有す

る専門家を活

用することに

より事業効果

を高める 

（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 

087-868-6090 よろず支援

拠点のコー

ディネータ

ー・専門スタ

ッフによる

相談指導 

専門分野ごと

の豊富な知識

と経験を有す

る専門家を活

用することに

より事業効果

を高める 

㈱日本政策金

融公庫高松支

店 

支店長 

笠原真二 

香川県高松市寿町

2-2-7 いちご高松ビ

ル 2階 

087-851-0181 地域内小規

模事業者へ

の低利融資

の実行 

小規模事業者

が策定した事

業計画に必要

な資金を融資

することによ

り事業効果を

高める 
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香川短期大学 学長 

石川 浩 

香川県綾歌郡宇多津

町浜一番丁 10 

0877-49-5500 大学が有す

る先進的な

知的情報、経

営ノウハウ

の提供 

大学が有する

先進的な知的

情報を活用す

ることにより

事業効果を高

める 

 

連携体制図等 

 

 

 

        ①相談        

  

        ②現地調査      ③申込み 

 

        ④指導員同行 

 

        ⑤報告        ⑤報告 

 

        ⑥フォロー 

 

 

 

 

             ④派遣・指導・助言 

 

 

地
域
小
規
模
事
業
者
等 

宇
多
津
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 

よろず支援拠点 
㈱日本政策金融公庫高松支店 

香川短期大学 


