
経営発達支援計画の概要 

実施者名 丸亀商工会議所 法人番号(1470005002427) 
実施期間 平成 28年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目標 

日々変化する経済情勢や産業構造に加え、人口減少や高齢化への対応など、小規模事

業者を取り巻く環境は今後ますます厳しくなることが予想されます。そして小規模事業

者がこの状況を乗り切り事業を持続し発展させていくためには、自ら進んで変化するこ

とが必要です。この支援計画では、丸亀市が目指す将来像に(企業)を加えた「人と(企

業)が輝く地域」の実現を本計画の長期的ビジョンに位置づけ、小規模事業者に対して

外部環境に応じた変化を促すことによって経営体質が変わり、魅力と輝きを取り戻すこ

とで売上向上等に結び付き、最終的に地域全体の活力向上へ繋がることを目指します。

そのために、まず「競争力強化」「販路開拓」「能力開発」という地域の小規模事業者が

抱える課題に沿ったセミナーや相談会を開催し、変化することの重要性を喚起すること

で、全体的な変革意識の向上に努めます。さらに、各相談時において個々の悩みや課題

の聴取を強化し経営分析等を行うことで、事業者が経営資源や外部環境について見つめ

直す機会を設けます。そして最終的には事業計画を策定し、売上高アップや利益率向上

などの目標へ向けた販路開拓を支援し、「変化へと向かうベクトル」を確立していきま

す。また、商店街や地場産業については、行政や関係団体と連携し、展示会や商談会へ

の参加促進並びに産学官連携事業の実施等を通じて、商店街活性化や、地場産品の新た

な販路開拓に向けた取り組みを行っていきます。 

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 
①地区内の経済動向などを調査・分析し、事業者を取り巻く環境やトレンドなどを 

客観的に捉えやすくすることで、事業計画策定時の基礎資料として活用します。 

②上記によりまとめたデータを、ホームページ等で公開します。 

2.経営状況の分析に関すること 
①「競争力強化」「販路開拓」「能力開発」などのテーマに沿ったセミナーや相談会の 

開催を通じ、変化することの重要性を喚起し、課題や問題を聴取します。 

②財務分析(収益性、安全性、資金繰り)や SWOT 分析等を行うことにより、事業計画 

策定の前段階となるよう支援します。 

3.事業計画の策定支援に関すること 
①セミナー等を受講した事業者や、経営分析を行った事業者に対する事業計画策定 

を支援します。 

②小規模事業者持続化補助金の申請希望者や、創業予定者の事業計画策定について 

 も支援します。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 
①事業計画を策定した事業者については、策定後も定期的にフォローを行います。 

②日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援融資制度における事業計画策定に 

 対しても支援を行います。 

5.需要動向調査に関すること 
①事業者個々の需要動向調査について、調査票作成や分析等を支援します。 

②消費者物価指数等の二次データを活用し、市場の動きを把握できるよう支援します。

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
①需要開拓に必要なプロモーションスキル習得のための講習会等を適時開催します。 

②当所ホームページに仮想展示会場を開設し、魅力ある商品等をアピールします。 

③当所が選定した特産品や革新的な商品等については、プレスリリースを行います。 

④展示会や商談会への出店について、事前アドバイスや現地フォローを行います。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
①まるがめ婆娑羅まつりの開催を通じ、観光振興による地域経済の発展を図ります。

②産学官連携事業として、事業所のロゴやチラシのデザインを制作するとともに、

商店街のシャッターアート事業を実施し、宣伝と集客効果を図ります。 

連絡先 

丸亀商工会議所 商工相談所 指導課 
〒763-0034 香川県丸亀市大手町一丁目 5番 3 号 

(TEL)0877-22-2371(FAX)0877-22-2859(URL) http://www.marugame.or.jp 
(E-mail)info@marugame.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 

 丸亀市は人口約 11 万人で、人口規模でみると高松市に次ぐ県内 2番目の地域であり、東洋経

済新報社が発表した「住みよさランキング 2014」では、西日本の中で 3 位にランクしている。

市内には現存する木造天守 12 城の一つである丸亀城があり、昨今の歴史ブームの影響で平成 26

年の観光客は過去最高を記録している。また、京極家の大名庭園であった中津万象園や丸亀市猪

熊弦一郎現代美術館をはじめ 3つの美術館もあり、歴史と文化を併せ持つ地域である。 

 また産業構造でみると、第 1次産業 0.4%、第 2次産業 18.1%、第 3次産業 81.5%となっており、

全国平均に近い構造である。ただし、事業所数は減少しており、逆に従業者数は増加している。

香川県は全国でも稀なオーバーストア県で、当地区も例外ではなく、小売店舗売場面積に占める

大型店の割合は 50％を優に超えている。よって大型小売店舗等の出店が進んだことで雇用数が

増え、逆に小規模事業者は売上不振や後継者不在などの理由で減少していることが、事業所数と

従業者数が反比例している要因の一つであると考えられる。特に商店街の空き店舗率は、約 43％

と顕著である。また地場産品としては、国内生産量の 9割を誇り国の伝統的工芸品にも指定され

ている「丸亀うちわ」や、広島町で採掘される「青木石」などがあるが、生活様式の変化や海外

製品の攻勢により生産量は伸び悩んでいる。なお沿岸部には造船、電機部材、合成樹脂、鉄鋼、

化学製品等の工業地帯があり、市内従業者数の増加に寄与している。特に造船に関しては、今治

造船㈱が世界最大級のドックを建設中であり、完成後は従業員数の増加が期待されている。また、

全国的に危惧されている人口減少と高齢化問題については、丸亀市が将来の人口を予想した結

果、10 年後が－6.1％、20 年後は－12.2％となっており、高齢化率は 10 年後が 30％、20 年後は

31％と上昇し、生産年齢人口の割合は低下が予想されている。 

以上をまとめると、「歴史と文化」「住みやすい」「観光客増加」「大型ドック完成後の従業者

数増加」という魅力的側面を持ちつつ、「オーバーストア」「人口減少と高齢化」「商店街や地場

産業の衰退」といった問題を抱えていると言える。そして、丸亀市が平成 26 年にまとめた企業

ニーズ調査では、アンケートの結果、小規模事業者の経営課題として「業者間における競争の激

化」「新規販路開拓の停滞」「従業員不足や高齢化及びスキルアップ」が主に挙がっており、先ほ

どの問題がそのまま経営課題に反映されている。そして、小規模事業者が観光客や従業者数の増

加というチャンスを生かし、持続的に経営を行うためには、事業者自身が変化することが必要不

可欠であると言える。しかし経営資源が不足しがちな小規模事業者は、外部環境や自身の強みや

弱みなどを把握しづらく、変化すべきタイミングや方法にも気付きにくいのが現状である。 

このような中、丸亀市は「自然と歴史が調和し、人が輝く田園文化都市」を目指すべき将来像

とし、その重点課題の一つに「産業が栄え賑わう拠点都市づくり」を掲げ、丸亀市産業振興条例

を制定し、商工会議所等と連携しながら各支援策を実施している。また当所においても地区内の

小規模事業者に対する経営改善普及事業を推進するとともに、丸亀 TMO 推進協議会を組織し、ま

ちの駅「秋寅の館」を運営することで、買い物しやすい環境づくりや地域コミュニティの活性化

に取り組んでいる。また、香川県を代表する夏まつりの一つである「まるがめ婆娑羅まつり」の

一翼を担うことで、小売店や飲食店への集客効果を含めた観光振興事業を積極的に行っている。

この支援計画では、さらなる発達支援を行うため、小規模事業者に変化を促すことにより、経

営体質が変化し、魅力と輝きを取り戻すことで売上高向上に結び付き、結果として地域全体の活

力向上へと繋がることを目指す。よって、丸亀市が目指す将来像に(企業)を加えた「人と(企業)

が輝く地域」の実現を、本計画の長期的ビジョンとして位置づける。 

そのため、アンケート調査で浮き彫りとなった「競争力強化」「販路開拓」「能力開発」という地

域の小規模事業者が抱える課題に沿ったセミナー等を開催し、変化することの重要性を喚起すること

で、全体的な変革意識の向上に努める。さらに、各相談時において、個々の悩みや課題の聴取を強化

し、経営分析等を行い、事業者が経営資源や外部環境について見つめ直す機会を設ける。そして最終

的には事業計画を策定し、売上高アップや利益率向上などの目標へ向け、販路開拓を支援し、「変化」

へと向かうベクトルを確立する。なお、商店街や地場産業の衰退については、丸亀市や関係団体と

ともに、産学官連携事業の実施や商談会へ参加を通じ、空き店舗対策等による商店街活性化や、地場

産品の新たな販路開拓に向け、取り組みを行っていく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

(1)経営発達支援事業の実施期間 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 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】 
中小企業景況調査などをはじめとする各種調査結果については、一部の会員事業所にしか伝達で

きておらず、経営指導員が巡回等により入手した個社情報も個人の暗黙知にとどまっており、現

状においては十分に活用できていない。よって、下記の各種調査データを収集・整理して商工会

議所のホームページに掲載し、広く小規模事業者に提供するとともに、経営分析や事業計画策定

時における基礎資料として活用する。 

 

【経済の動向】 

(項目)業況、売上、採算、従業員、引合い、資金繰り、生産設備、経営課題、支援ニーズ 

調査名 調査主体 頻度・回数 

中小企業景況調査 中小企業庁・中小企業基盤整備機構 四半期(年 4回) 

四国地域の経済動向調査 四国経済産業局 四半期(年 4回) 

日商早期景気観測調査 日本商工会議所 毎月(年 12 回) 

全国小企業月次動向調査 日本政策金融公庫 毎月(年 12 回) 

 

【人口構成・事業所数・観光客数】 

(項目) 香川県及び丸亀市の人口構成(性別、年齢別、世帯数、町別等)、業種別事業所数 

調査名 調査主体 頻度・回数 

香川県統計情報データベース 香川県 毎年 

丸亀市統計書 丸亀市 毎年 

丸亀市中央商店街通行量調査 丸亀商工会議所 毎年 

丸亀市中央商店街空店舗調査 丸亀商工会議所 毎年 

丸亀市観光客数調査(新) 丸亀市・丸亀商工会議所 四半期(年 4回) 

 

(手段・方法) 

巡回指導時に意見を聴取し、小規模事業者に馴染みのない用語等については説明文を付記する。また

丸亀市統計書については数値のみのデータが多いため、グラフなど小規模事業者にとって視覚的にわ

かりやすく加工し随時提供する。また、経営指導員が得た一次データについては、業種別、内容別に

整理し、毎月の勉強会で報告し共有することにより、地域の小規模事業者のニーズに沿った情報収集

や分析に役立てる。 

そして近年増加傾向にある観光客については、丸亀市並びに丸亀市観光協会と協力し、駅の乗降客数、

市内宿泊客数、観光施設利用客数などを調査する「丸亀市観光客数調査」を新たに実施し、小規模事

業者が観光客増加というビジネスチャンスを生すための基礎資料として活用する。 

(成果の活用) 

後に小規模事業者が経営分析を行い、SWOT 分析において外部環境を分析し検証を行う際の精度が高

まるとともに、小規模事業者を取り巻く環境変化を定期的に確認できることにより、事業計画を策定

し実行していく際に新たなビジネスチャンス発掘の一助となる。 

(目標) 

現在までは必要に応じその都度収集していたが、今後は定期的に収集・整理して公表し、経営相談を

行う際において、小規模事業者の業種や業態、取扱う商品やサービス、ターゲットとする顧客などに

応じた分析を行い活用していく。 
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支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

各種データの収集・周知 なし 随時収集・提供 

経営相談時の活用件数 未集計 10 10 15 15 20 

 

2.経営状況の分析に関すること 
 小規模事業者の持続的発展に向け、各種セミナーの開催や経営指導員による巡回・窓口相談の内容

を強化することにより、事業者が抱える経営上の悩みや課題を抽出し、経営分析や対象となる商品・

役務の需要動向についての情報提供を行う。なお専門的な課題については、香川県や丸亀市をはじめ、

中小機構四国本部、日本政策金融公庫高松支店、香川県発明協会、地域金融機関、当所専門相談員で

ある弁護士や中小企業診断士などと連携しサポートしていく。 

(事業内容) 

①小規模事業者が抱える悩みや課題については、平成 26 年 1 月に丸亀市が発表した「丸亀市企業ニ

ーズ調査報告書」によりある程度まで把握ができており、その結果に沿ったセミナーを随時開催する。

また窓口相談及び巡回相談業務において、経営上の悩みや課題について今まで以上に聴取を強化する

ことで、分析の対象となる事業者のピックアップを行う【指針①】 

②事業所ごとに抽出された課題や問題点に対し、財務分析(収益性、安全性、資金繰り)や SWOT 分析

等により、財務管理の強化並びに外部環境の整理と経営資源の洗い出しを行う。【指針①】 

③以上により、事業者が自身の問題点や課題を認識し、強みと機会の有機的な融合を模索することで、

事業計画を立案・実施するための前段階となるよう支援する。【指針①】 

(目標) 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回相談回数(経営一般) 400 400 400 400 400 400 

セミナー開催回数 4 5 5 6 6 6 

経営分析件数 5 10 10 15 15 20 

 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
事業者が環境に合わせ自らを変化させるためには、上記 1の経営分析や各種調査結果を踏まえ、経

営理念を再認識し、見えにくい自身の強みや機会、弱みや脅威を確認することで、コア・コンピタン

ス(核となる能力)やドメイン(事業を行う領域)に気付き、各々が経営課題を設定し、それらを解決す

るための事業計画を策定し意欲的に実行していくことが必要となる。よって、当所専門相談員や丸亀

市並びに日本政策金融公庫及び地域金融機関等と連携することにより、小規模事業者の事業計画策定

と実行に対して指導や助言を行う。 

(事業内容) 

①Ⅰにおけるセミナーに参加した事業者、もしくは経営指導において経営分析を行った事業者を対象

に個別相談会を実施し、事業計画策定に関する支援を行う。【指針②】 

②上記以外に、小規模事業者持続化補助金の申請を希望する事業者についても、経営分析と事業計画

策定の重要性について説明を行い、希望があれば支援を実施する。【指針②】 

③創業予定者や経営革新を目指す事業者についても、分析→目標・課題の認識→計画策定→計画実行

という PDCA サイクルは原則として同じであることから、分離せずに従来の事業者と基本的には同じ

手順で支援を行う。【指針②】 

 

(目標) 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

個別相談会開催回数 1 2 2 3 3 3 

事業計画策定事業者数 0 5 5 7 7 10 

※事業計画策定事業者数については、経営指導の一部として実施しており、それのみの回数を抽出するこ

とが不可能のため現状は「0」としているが、28 年度からは分離して集計を行う。 
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4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
それぞれが目標に設定した売上高アップや利益率向上などを実現できるよう伴走型の支援を実施

し、持続的な発展を図る。 
①国、県、市などが行う支援策や助成金等について、広報誌やホームページを活用し周知を行う。 

②事業計画策定について支援を行った事業者のうち、融資を必要とする事業者については、日本政策

金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用促進を行う。【指針②】 

③事業計画を策定した小規模事業者や②の融資を受けた事業者については、3か月に 1度を目安に電

話連絡や巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うと同時に、必要な指導・助言を行う。【指針②】 

 

(目標) 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

売上高等向上事業者数 0 3 3 4 4 6 

 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 
小規模事業者の多くは、売れるはずという思い込みの販売思考で販路開拓や新商品・新サービスの

開発を行い、結果、期待していた成果が得られない場合が多く見受けられる。また丸亀市企業ニーズ

調査において、小規模企業者の約 5割が売上高の減少に悩んでいるものの、その理由については約半

数がわからないや無回答となっている。現在起こっている売上減少の要因を正確に把握できなくては

根本的な問題の解決には至らず、販路開拓や新商品・新サービスの開発に繋げていくことは難しい。

大手・中堅企業と比べ、小規模事業者は商圏範囲が限られており売上規模も小さいが、逆にその商

圏内で大手企業が対応できないニッチな商品や顧客ニーズに対応し、希少性や模倣困難性を発揮する

ことができれば事業の継続や発展は可能であると考える。 

よって、経営分析において売上減少の要因(客数、客単価、購買頻度)を分析した結果、顧客ニーズ

と提供する商品にズレが生じていることが予想できた場合、改めて商圏内の顧客ニーズを調査する必

要がある。そのためにはアンケートの実施や面接により対象とする顧客の意見を直接収集し分析する

ことが一番効率的であるが、小規模事業者のほとんどはその手法や集計・分析方法がわからないケー

スが多い。従来の経営相談では、ABC 分析や市場規模分析などスポット的な支援が中心となっていた

ため、今後はそれらの一貫した流れをサポートし、小規模事業者の販路拡大や売上高増加を図る。 

なお、調査支援の対象は、セミナーの開催や日頃の巡回・窓口相談からピックアップし、個別に経

営分析を行った後の事業者であり、分析等を通じ、自らを取り巻く環境や自身の強み・弱みを確認し、

マーケットイン思考に切り替わらなければならない必要性を認識できている事業所とする。また目標

における販路拡大等事業者数については、ニーズ調査を実施し、その結果を踏まえて品揃えの変更や

新商品開発を行うことで、販路、客数、客単価、購買頻度、売上高が向上・拡大した事業所数とする。

 

(項目) 

(主な調査項目) 

・パーソナルデータ(性別、年齢、職業、興味がある分野、等) 

・商品・製品について(価格、品揃え、納期、品質、購入頻度、等) 

・サービスについて(接客態度、アフターサービス、修理・保証、等) 

・店舗について(立地、駐車場、店内レイアウト、清潔感、照明、ディスプレイ、陳列、等) 

・その他(来店目的、来店理由、他社との比較、期待する商品やサービス、改善点、等) 

 
(手段・方法) 
① 業種や業態、調査目的によって調査を行う項目はいくつものパターンが考えられるため、上記の

項目を中心に、中小企業診断士等専門家の意見を参考にして商工会議所が調査項目のカスタマイ

ズを行い、個社に対応した調査票を作成する。 
② 調査票が完成した後の調査は小規模事業者が主体となり実施する。これは、顧客やモニターとの

コミュニケーションを図ることで、ニーズを的確に把握できると同時に、調査項目以外の顧客情

報を得る絶好の機会となるためであり、手法としては、業種や業態に応じ、主に記述式や面接法
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を用いて実施する。商工会議所は調査の目的(該当項目を選択した理由、それらを分析すること

で得られる顧客の属性やニーズ)を説明し、小規模事業者が明確な目的と意思を持ち調査を実施

できるよう支援を行う。 
③ 以上の調査結果を商工会議所が分析し、得られた顧客ニーズや属性についての説明を行うことに

より、事業者自身がその内容を把握し、求められている商品やサービスが現状とどのように違っ

ているかを認識できるよう支援する。 

④ 次に競合店調査を実施し、同じ属性の顧客に対して競合店が取り扱っている商品の種類や価格、

数量、同カテゴリーの品揃え、陳列方法、想定される販売数などを調査する。なお、可能な場合

は経営指導員も小規模事業者に同伴して調査を実施する。 

⑤ 上記③、④をもとに、新しい商品やサービスについて、4P分析(製品・価格・流通・プロモーシ
ョン)を軸に検討を実施する。ここでは直接顧客と接する機会が多い従業員やパートの方も参加す
ることで、一体となって改革に取り組めるよう留意する。 

⑥ ⑤で候補として挙がった新商品やサービスについて、家計調査年報の世帯消費額と丸亀市の町別

世帯数を参考にして市場規模を調査するとともに、クラウド型エリアマーケティング分析ツール

「Market Platform」を活用して対象とする顧客の文化的属性や社会的属性等を調査し、該当商

品の売上予測を分析する。なお、ここで売上予測が低すぎる場合には、再度⑤に戻り検討を重ね

る。また可能な場合はテスト販売を実施し、モニタリングを行うことによってさらなる改善を行

い、新製品の精度をより高める工夫を行う。 

(成果の活用) 
小規模事業者にとっては、それまでの販売思考と違い、マーケットイン思考をベースとした商品の

選定や新商品・新サービスの開発が可能になり、売上高や顧客数の向上が見込まれる。また、仮に予

想していた結果に至らない場合でも、下記スキーム図を用いて問題点や課題点を再確認することで改

善箇所の洗い出しができるため、変化する顧客ニーズに沿ったより精度の高い対応が可能となる。 

 

【顧客ニーズ調査スキーム図】 

経営分析 → 
問題抽出 
(ニーズ乖離) 

→
ABC 分析 
(商品と顧客)

→
①調査項目と

対象の選定 
→ ②調査実施

↑        ↓ 

商品の変更 

開発・販売 
← 

⑥市場規模の 

調査 
←

⑤新商品・サ

ービスの検討
← ④競合店調査 ← 

③結果分析
ニーズ・属性把握

※太枠部分は商工会議所が支援を行う。 

 

また、小規模事業者がマクロ的な市場の動き(世帯属性別の家計収支、最近の家計収支の特徴、消

費品目の動向や特徴等)を確認し、常に自社の商品やサービスを改善できるように、公開されている

下記の二次データを当所ホームページで紹介する。なお、全ての品目データを公開したのでは、情報

量が多すぎて小規模事業者は興味を示しにくい。よって統計トピックスなど馴染みやすい切り口から

データの存在に興味を持ってもらい、各指数とその見かたについての説明を掲載するとともに、相談

時において活用法を指導することにより、個社支援を行う事業所やその他の小規模事業者が市場の動

きを適時把握し、自ら活用できるよう支援する。 

調査名 調査主体 頻度・回数 

消費者物価指数 総務省統計局 毎月(年 12 回) 

家計消費状況調査 総務省統計局 毎月(年 12 回) 

 
 (目標) 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

調査支援事業者数 未集計 10 10 15 15 20 

販路拡大等事業者数 未集計 5 5 7 7 10 
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6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 新たな需要の開拓は、販売チャネルが脆弱でプロモーションが不得意な小規模事業者にとって最も苦手

とする分野の一つであり、丸亀市が実施した企業ニーズ調査においても小規模事業者の主な経営課題の一

つとして「新規販路開拓の停滞」が挙がっている。 

よって、丸亀市の特産品や観光関連商品並びに革新的な商品やサービスを取り扱う事業者については、丸

亀市と丸亀商工会議所が選定を行い、商工会議所が開設するＷｅｂ展示会場「丸亀”ええもん”市場」(仮

称)に掲載するとともに、適時プレスリリースを行い積極的に情報発信することで認知度を高め、新たな

販路開拓を目指す。また、丸亀市が補助金を給付する「展示会への出展」、「ホームページ開設」、「ネット

ショップ出店」を実施した小規模事業者に対しては、プロモーションや商談のスキル向上を目的とした講

習会や相談会を開催し、集客力と成約率の向上に努める。また、事業者が思うような成果を上げられない

場合には、経営指導員や専門家等による個別相談を通じて原因の分析を行い、共に改善策を講じる。なお、

商談が成約に至った場合でも、アフターフォロースキルについての指導を行い、一過性の成約ではなく継

続的な取引として定着させることで、恒常的な売上増加へと繋げていくことを最終的な目標とする。 

 

【小規模事業者に対する販路開拓支援スキーム図】 

 

 

 

 

 

 

小規模 

事業者 

 

 
丸亀市 

補助金 

展示会等出店 

自社 HP 開設 

NetSHOP 出店 

 

 
プロモー

ション 

 

バイヤー

業者 

消費者 

 
商談 成約 

 
継続

取引 

 

固定客

ファン
 または 

 不成約    

           

           

           

⑤丸亀ええもん市場 
(市特産品、観光関連

商品、革新的な商品や

サービスを紹介) 

  新聞・TV
等で掲載       

         

  旅行会社や

各百貨店 
      

           

 

1.プロモーションスキル、商談スキル、アフターフォロースキル向上支援(図①～④) 

(事業内容)小規模事業者が経営分析を通じて自らの中核となる強みを見つけ、それを発揮したニッチな商

品やサービスを開発し、その後販路拡大を目指し売上増加へ結びつけるには、商品やサービスをアピール

して販売へと繋げるスキルが必要不可欠である。ただ小規模事業者はそれらが不得意な場合が多く、まず

効果的な集客ができず、また集客ができても契約に至らず、契約ができても単発に終わり、継続的取引に

はつながらないケースが多々見受けられる。よって、丸亀市が補助金を支給する「展示会等への出店」、「自

社ホームページの開設」、「ネットショップ新規出店」について、補助金を申請した小規模事業者に対し、

上記図①～③の各段階において、スキル向上を目的とする講習会や相談会を適時開催し、効果的に成果が

得られるよう支援する。 

①効果的なプロモーションによる集客(広告、販売促進、人的販売、パブリシティ・DM 等) 

②ポイントを押さえた有効的商談手法(優位性、キャッチコピー、商品カルテ、要求対応等) 

③取引継続のためのアフターフォロー(速やかな御礼、取引内容確認、次回アポイント等) 

なお、ホームページの閲覧頻度向上やネットショップの効果的運用については、個社によって IT インフ

ラの整備度合や IT スキルのレベルが異なるため、原則として個別相談で対応を行う。 

(支援対象)丸亀市に上記項目の補助金を申請した小規模事業者 

商工会議所によるスキルアップ支援

(講習会・個別相談) 売上増加

※太矢印＝商工会議所が行う支援 

⑧展示会への 

積極的参加 

商工会議所と 

丸亀市が選定 ④商工会議所による原因分析 

と改善策の検討 
⑥プレスリリース 

⑦紹介・斡旋 

② ③①
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2.Ｗｅｂ展示会場の開設による特産品や革新的な商品のＰＲ(図⑤～⑦) 

(事業内容)小規模事業者が市内の観光客増加という機会を的確に捉えられるよう、当所ホームページ内に

「丸亀”ええもん”市場」(仮称)と題した仮想展示会場を開設し、丸亀市や各関係機関のホームページに

もリンクさせることで、丸亀の特産品並びに革新的な商品や取組みを行う小規模事業者を常時アピールで

きるようにする。また地場産品のうちわについては、製造工程や職人の優れた技術を紹介する動画を作成

し、YouTube などの動画投稿サイトを活用することで、その魅力の発信に努める。 

なお、上記については適時ブレスリリースを行うことで、地元新聞やメディアに取り上げられる機会を設

けるとともに、旅行会社や各地百貨店にも PR を行い、新規取引先の獲得を図る。 

(支援対象)丸亀市の特産品を使った商品を扱う事業者や、観光資源(丸亀城、中津万象園、讃岐富士など)

に関わりのある商品やサービスを提供する事業者、並びに革新的な商品の開発や取組みを行う小規模事業

者。(巡回指導や各種相談会並びに日本政策金融公庫や地元金融機関との情報交換を通じ、丸亀商工会議

所と丸亀市が選定を行う。) 

 

3.商談会、展示会、マッチングフェアへの積極的参加(図⑧) 

(事業内容)当所単独での商談会や展示会の開催は、規模や集客力において限界があるため、香川県並びに

かがわ産業支援財団が主催する食品商談会や新技術・新工法展示商談会、またジェトロ香川が主催する日

用品・デザイン雑貨 輸出商談会、そして高松商工会議所及び香川県商工会連合会が主催し、県下商工会

議所が共催するかがわ産業マッチングフェアなどに対し、上記 2でピックアップした小規模事業者の積極

的な参加を促す。また、出店する小規模事業者に対しては、事前に経営指導員が準備物や当日のレイアウ

ト、配布物、効果的な宣伝方法や立ち回りなどについてアドバイスを行い、可能な限り当日も現地フォロ

ーを行うことで、商談件数や成約件数を高められるよう支援を行う。 

(支援対象)①～③でピックアップした小規模事業者 

 

(目標) 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

1.プロモーション等スキル講習会 0 2 2 2 2 2 

2.Ｗｅｂ展示会場の新規成約件数 0 5 5 7 7 10 

3.商談会、展示会等での成約件数 未集計 2 2 3 3 5 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
 地域経済の活性化を目的として、当商工会議所が運営の一翼を担う「まるがめ婆娑羅まつり」を

引き続き実施するとともに、産学官連携事業にも積極的に取り組み、地域経済の総合的な発展や

観光振興を図る。 

①丸亀市と中央商店街振興組合、丸亀商工会議所で組織する「まるがめ婆娑羅まつり実行委員会」

において、より総合的な地域経済活性化について検討するとともに、行事を継続することで、周

辺店舗への集客効果を含めた観光振興に努める。 

②産学官連携事業として、デザイン専門学校の学生が事業所のロゴマークやチラシのデザインを

作成する事業に加え、空き店舗が目立つ商店街のシャッターに絵をペイントするシャッターアー

ト事業を実施し、中心市街地に賑わいと魅力を創出することで、宣伝並びに集客効果を図る。 

 

(目標) 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

婆娑羅まつり観客数 150,000 150,000 155,000 155,000 160,000 160,000

ロゴマーク作成事業所数 10 10 12 12 15 15 

シャッターアート枚数(累計) 0 4 8 12 16 20 
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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 

①香川県内の商工会議所経営指導員や経営支援員が集まる「商工会議所経営支援事業担当職員研修

会」において、支援の現状やノウハウ、今後の課題などについて情報交換を行い、円滑かつ広域的な

支援体制の構築を図る。 
②丸亀税務署管内における商工会議所及び商工会の青色申告会担当者が集まる会議において、支援の

現状やノウハウ、今後の課題などについて情報交換を行い、円滑かつ広域的な支援体制の構築を図る。

③丸亀市産業振興課とは随時連絡を図り、地区内の小規模事業者支援が円滑かつ効率的に進むよう配

慮する。 
 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

①商工会議所連合会や日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、中小企業大学校が主催する支援

担当者研修に経営指導員が年間 2回以上参加することで、経営分析や事業計画策定、売上アップや利

益率の向上など、小規模事業者の事業が持続・発展できるための支援能力向上を図る。 

②上記研修等で習得した支援スキルを組織内で共有するため、勉強会を月 2時間開催し、内容によっ

ては経営支援員も参加することにより、組織全体の支援能力向上を図る。 

③若手職員については、窓口指導及び巡回指導時において、ベテラン経営指導員とともに小規模事業

者を支援することを通じ、指導や助言の方法、情報収集や分析のやり方を学ぶなど、OJT により伴走

型の支援能力向上を目指す。 

 

3.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 本計画に記載の事業に関する実施状況及び成果について、以下の方法により毎年度、評価・検証を

行う。 

①香川大学経済学部教授、中小企業診断士、四国税理士会丸亀支部事務局長、丸亀市産業振興課長、

香川県団扇商工業協同組合代表理事、小規模事業者の代表者などの有識者で構成される評価委員会に

おいて、事業の実施状況や成果の評価、並びに次年度に向けた見直し案の提示を受ける。 

②評価と見直し案を参考に、事務局において次年度方針案を策定する。 

③事業の評価、見直し案、次年度方針案については正副会頭会に報告し、承認を受ける。 

④以上の評価、見直し案、次年度方針については、計画期間中、商工会議所のホームページ

(http://www.marugame.or.jp)にて閲覧できるようにする。 
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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 

（28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

 

商工会議所の組織 

会  頭 
副 会 頭 

 

議員総会 
 

支援事業実施体制 

 

 

 

 

 

一般職員(嘱託 6名) 

 

 

 

 

 

 

※支援事業実施については、商工相談所の各課で連携して実施する(担当課:指導課) 

 

（２）連絡先 

   丸亀商工会議所 商工相談所 指導課 

   〒763-0034 香川県丸亀市大手町一丁目 5番 3号 

   (TEL)0877-22-2371 (FAX)0877-22-2859 (URL) http://www.marugame.or.jp 
   (E-mail)info@marugame.or.jp 

 

（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 円） 

 28 年度 

(28年4月以降)
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 8,750,000 8,750,000 8,750,000 8,750,000 8,750,000

 

商工相談所特別会計  

  (その他事業費) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

一 般 会 計  

  (調査広報費) 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000

  (その他事業費) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

国補助金、県交付金、一般会計繰入金(会費、市補助金等)、事業収入(手数料等) 

 

（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。 

 

常議員会 

部  会 

会  員 

専務理事 

事務局 

監 事

顧 問

参 与

委員会 青年部 女性会

専務理事兼事務局長 

事務局 

所長 

商工相談所 

経営指導員 
(所長含め 5名)

経営支援員 5名 

融資課 指導課 振興課
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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 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  
・小規模事業者の持続的発展に向けた各種セミナーの開催【指針①】 

・丸亀市企業ニーズ調査および情報提供【指針①】 

・事業計画の策定支援【指針②】 

・事業計画策定後の実施支援【指針②】 

・地場産業における消費者ニーズの把握と経営課題の抽出【指針③】 

・商談会や展示会への参加【指針④】 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

・まるがめ婆娑羅まつりの開催 
・産学官連携事業の実施 

連携者及びその役割 

 
名称 代表者 住所 電話番号 

香川県(経営支援課) 浜田恵造 高松市番町四丁目 1-10 087-831-1111

丸亀市(産業振興課) 梶 正治 丸亀市大手町二丁目 3-1 0877-24-8844

丸亀市中央商店街振興組合連合会 杉尾英美 丸亀市本町１ 0877-25-0645

香川県うちわ協同組合連合会 山下 清 丸亀市港町 307-15 0877-24-7055

日本政策金融公庫高松支店国民生活事業 尾﨑忠男 高松市寿町二丁目 2-7 087-851-0198

(一社)香川県発明協会 藤本 靖 
高松市林町 2217-15 

香川県産業頭脳化センタービル 2階 
087-869-9004

学校法人 穴吹デザインカレッジ 砂留修司 高松市錦町一丁目 3-5 087-823-6600

※役割と効果については、連携体制図を参照 

連携体制図等 

※別紙参照 

 



【連携体制図】 
 

香川県うちわ 
協同組合連合会 

丸亀市産業振興計画 

小 規 模 事 業 者 

・セミナー・相談会の開催 
・需要動向調査・情報提供 
・販路開拓支援(展示会等) 

丸亀市(産業振興課) 丸亀商工会議所 

丸亀市中央商店街 
振興組合連合会 

情報交換・連携

地域経済の活性化に資する取り組み

・まるがめ婆娑羅まつり 

経営分析・需要動向調査

事業計画策定・実施支援

各種補助金

融資業務委託 

穴吹デザインカレッジ 

連携
ロゴマーク作成

シャッターアート

地域金融機関 

利子補給

(一社)香川県発明協会 

知的財産相談 
新規創業相談 

日本政策金融公庫高松支店 

丸亀市制度融資

連携

協力

地場産品(うちわ)の
需要開拓 

アーケードなど 
ハード面の整備 

事業者並びに地域経済の持続的発展 
「人と(企業)が輝く地域」「産業が栄え賑わう拠点都市づくり」

(別 紙) 

・産学官連携事業

香 川 県(経営支援課) 

経営改善普及事業

連携

連携

小規模事業者経営 

発達支援融資制度 

他会議所・関係団体 

販路開拓支援 


