
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
観音寺商工会議所（法人番号５４７０００５００３７９７） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

商工会議所が小規模事業者のパートナーとなり、小規模事業者の経営努力を引き

出し、関係機関と有機的に連携して個々の事業所に合わせたきめ細やかな支援を行

うとともに、小規模事業者が持続的に発展するための環境を構築する。 
１．小規模事業者の需要拡大および収益力強化 
２．小規模事業者の競争力強化 
３．地域資源の活用および地域の知名度アップ 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査に関すること 

①他機関による調査結果の分析 ②管内事業者動向調査 

③管内小規模事業者実態調査 

２．経営状況の分析に関すること 

①経営分析の周知・啓蒙活動 ②経営分析セミナーの実施 

③経営分析支援 

３．事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定の周知・啓蒙活動 ②事業計画策定セミナーの実施 

③事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①定期的な進捗状況確認 ②アクションプラン実施支援 

５．需要動向調査に関すること 

①アンケート調査 ②モニター調査・テストマーケティング 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①展示・商談会出展支援 ②ＥＣ支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

○観音寺市中小企業振興審議会への参画 

①ショップインショップ事業 

②シティプロモーション活動 

③かんおんじ感動体験博覧会かんぱく 

 

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商工会議所経営支援事業担当職員研修等による情報交換 

②四国および香川県下商工会議所中小企業相談所長会議による情報交換 

③金融機関、日本政策金融公庫との情報交換 

④専門家派遣の際の情報交換および学習 

２．経営指導員の資質向上に関すること 

①体系的な知識習得 ②支援スキルの習得 ③自己啓発支援 

④情報共有の仕組み構築 ⑤経営支援担当者会議の開催 

３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること 

①個人評価 ②経営発達支援事業審議会 ③正副会頭会 ④情報公開 

連絡先 
観音寺商工会議所 768-0067 香川県観音寺市坂本町一丁目 1番 25号 

ＴＥＬ：0875-25-3073 ＦＡＸ：0875-24-0526  
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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．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．観音寺市の現状観音寺市の現状観音寺市の現状観音寺市の現状と課題と課題と課題と課題    

観音寺市は香川県の西南部に位置し、西に瀬戸内海のひうち灘、沖合いには伊吹島な

どの島しょ部を有し、南は讃岐山脈を境に徳島県や愛媛県に隣接している。市内には大

野原インターチェンジがあり、川之江ジャンクションにも近接、四国四県の各県庁所在

地までは車で１時間程度の距離となっている。 

現在の観音寺市は平成１７年１０月に旧観音寺市、旧大野原町、旧豊浜町の合併によ

って誕生しているが、支援機関の統合は行われておらず、旧観音寺市をエリアとする観

音寺商工会議所と、旧大野原町と旧豊浜町をエリアとする観音寺市大豊商工会の２つの

支援機関が存在する。 

核家族化の進展に伴い世帯数は増加をし続けているが、人口は昭和６０年をピークに

減少を続けており、「日本の地域別将来推計人口」によると、以下の表の通り人口が減

少し高齢化率が上昇、また、生産年齢人口の急速な減少は最大の脅威であると考えられ

る。 

 
［観音寺市の人口推移予測］（平成２５年推計） 

年 年少人口 生産年齢人口 老年人口 総人口 

2010 8,068 37,102 17,520 62,690 

2015 7,181 33,764 18,921 59,866 

2020 6,378 31,357 19,281 57,016 

2025 5,696 29,243 19,044 53,983 

2030 5,103 27,376 18,426 50,905 

2035 4,694 25,421 17,687 47,802 

2040 4,364 23,002 17,263 44,629 

 

 就業構造は、第一次産業および第二次産業は大幅に減少を続けており、第三次産業は

微減となっている。約半数が第三次産業に従事しており、中でも卸・小売・サービス業

が１５％、医療・福祉が１０％と割合が大きくなっている。 

 事業者数も減少を続けており、平成２６年度の調査によると、総数が３１９５事業者、

業種別事業者数順位としては、卸・小売業２９％、製造業１３％、宿泊・飲食業１０％、

生活関連サービス業９％、建設業９％となっている。従業員規模別の割合は、１～４名

６２％、５～９名１９％、１０～１９名１０％であり、従業員２０名以下の事業者が９

割を超えている。 

 商業においては、消費様式の変化やインターネットの普及等により、事業者数、従業

者数、年間商品販売額ともに減少している。工業においては、事業者数は減少している

が、平成１５年を境に従業者数、製造品出荷額は増加し続けている。この結果から、競

争力のある中規模製造業の業績は堅調であることが窺える。 

 今後、人口減少に伴い地域での需要低下と交流人口の減少が予想されるため、企業の

競争力を向上させ、新たな需要の創出や販路拡大を行い、物と金の流動性を上げ、地域

経済の活性化を図ることが課題となっている。 
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Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．観音寺商工会議所の現状観音寺商工会議所の現状観音寺商工会議所の現状観音寺商工会議所の現状と課題と課題と課題と課題    

 当所の会員数は減少を続けており、特に製造業、卸・小売業において減少幅が大きく

なっている。また、当所管内の商工業者数および小規模事業者数も大幅に減少している。

その理由として、経営不振や後継者難等による廃業が増加していることが考えられる。 

 
［観音寺商工会議所業種別会員数推移］ 

業種 平成 14 年 平成 17 年 平成 20 年 平成 23 年 平成 26 年 

建設業 150 145 141 136 135 

製造業 236 224 213 198 180 

電器・ガス業 1 3 3 3 3 

運輸業 48 44 45 40 34 

通信業 0 4 5 5 4 

卸売業 149 141 129 116 107 

小売業 432 421 360 319 295 

飲食業 72 92 87 80 77 

金融業 15 14 19 19 19 

保険業 18 16 13 14 17 

不動産業 33 38 33 28 30 

サービス業 
256 

234 217 208 221 

医療・福祉業 19 23 24 21 

合計 1,410 1,395 1,288 1,190 1,140 

 
［観音寺商工会議所管内事業者数］ 

 平成 18 年 平成 24 年 増減数 増減率 

商工業者数 2,404 2,187 △217 △9.0％ 

小規模事業者数 1,921 1,755 △166 △8.6％ 

 

 現在、当所が行っている経営支援事業としては、記帳・確定申告指導や各種共済の斡

旋等の経営の安定に対する事業が大半となっており、販路開拓や商品開発といった経営

のさらなる成長に関する事業をほとんど行っていない。一過性の支援ではなく、複数年

に渡って事業者に寄り添って小規模事業者の持続的発展に向けたサポート体制を構築

する必要がある。 

 

Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．小規模事業者の小規模事業者の小規模事業者の小規模事業者の中長期的な振興のあり方中長期的な振興のあり方中長期的な振興のあり方中長期的な振興のあり方    

 当市の８割以上を占める小規模事業者は、地域経済の維持や雇用の創出はもとより地

域社会においても重要な役目を担っている。人口、事業者数、従業者数ともに減少して

いる中、これらに歯止めをきかせ、地域活性化のために小規模事業者の振興を図ること

は当市全体においても極めて重要な課題である。 

 小規模事業者においては、商業、工業ともに経営を持続、成長させるための経営資源

を確立し、競争力を向上させることによって、収益力を拡大していかなければならない

が、特に商業においては積極的に地域資源等を活用して付加価値を増加させることによ

って域外からの来客数増加を図ることや、インターネットや商談会等の活用により販売

機会を増加させ、域外への売上高を増加させることが重要である。また、工業において
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は、顧客ニーズと付加価値増加を念頭においた新製品開発や営業力の開発を行い、市場

の拡大や新市場の開拓によって収益を増加させ、さらなる投資や組織強化によって競争

力を向上させなければならない。 

 このような小規模事業者の振興を図るためには、以下の３点に重点を置き、商工会議

所が小規模事業者のパートナーとなり、小規模事業者の経営努力を引き出し、行政をは

じめとした関係機関と有機的に連携して個々の事業者に合わせたきめ細やかな支援を

行うとともに、小規模事業者が持続的に発展するための環境を構築することが不可欠で

ある。 

 

１．小規模事業者の経営努力１．小規模事業者の経営努力１．小規模事業者の経営努力１．小規模事業者の経営努力を引き出すを引き出すを引き出すを引き出す    

    小規模事業者が継続的に発展するためには、まずは小規模事業者自らが経営に

対する高い意識とモチベーションを保てるような環境を整備する必要がある。 

 

２．２．２．２．小規模事業者に対する小規模事業者に対する小規模事業者に対する小規模事業者に対する伴走型支援伴走型支援伴走型支援伴走型支援    

    経営資源の限られた小規模事業者が事業計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルを循

環させていくために、経営支援担当者が小規模事業者のパートナー兼メンターと

なり、伴走型支援を行い、小規模事業者に不足する情報や知識、人的資源等の補

完を行わなければならない。 

 

３．３．３．３．地域振興への取り組み地域振興への取り組み地域振興への取り組み地域振興への取り組み    

    小規模事業者の取り組みを支援し、効果的なものとするため、地域資源の発掘、

地域ブランドの開発、地域の認知度アップ等を行い、小規模事業者が力を発揮し

やすい基盤を整えなければならない。 

 

Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．Ⅳ．経営発達支援計画の経営発達支援計画の経営発達支援計画の経営発達支援計画の目標目標目標目標と方針と方針と方針と方針    

以下の通り今後５年間における経営発達支援計画の目標を設定し、その実現のための

方針を定める。 

 

【目標】【目標】【目標】【目標】    

１．小規模事業者の１．小規模事業者の１．小規模事業者の１．小規模事業者の需要拡大需要拡大需要拡大需要拡大および収益力強化および収益力強化および収益力強化および収益力強化    

    人口が減少し、地域の需要低下が予想されるなか、財務体質を改善し、新たな

需要の開拓によって売上を増加させ、収益を増加させる小規模事業者を増加させ

る。 

２．小規模事業者の競争力強化２．小規模事業者の競争力強化２．小規模事業者の競争力強化２．小規模事業者の競争力強化    

    顧客ニーズをとらえた商品・サービス開発や地域資源の活用によって差別化を

図り、競争力を強化させる小規模事業者を増加させる。 

 

３．３．３．３．地域資源の活用および地域の知名度アップ地域資源の活用および地域の知名度アップ地域資源の活用および地域の知名度アップ地域資源の活用および地域の知名度アップ    

    地域資源を発掘し、活用を推進し、地域資源を活用した経営を行う小規模事業

者を増加させるとともに、各種ＰＲ活動によって地域の知名度をアップさせる。 
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【方針】【方針】【方針】【方針】    

１．１．１．１．事業計画作成数増加とＰＤＣＡ事業計画作成数増加とＰＤＣＡ事業計画作成数増加とＰＤＣＡ事業計画作成数増加とＰＤＣＡサイクルの循環サイクルの循環サイクルの循環サイクルの循環    

    小規模事業者においては、自社の状況や外部環境を適切に分析し、それに応じ

た戦略策定を行い、環境変化に応じて柔軟に対応していくことが求められる。そ

こで、以下の流れに沿って事業計画策定事業者数を増加させ、策定を行った小規

模事業者がＰＤＣＡサイクルを循環させられるよう経営支援担当者による継続

的なきめ細やかなフォローアップを行っていく。 

    ①事業計画の必要性を周知 

    ②事業計画の策定 

    ③事業計画に沿った活動実施 

    ④活動結果の検証 

    ⑤事業計画の見直し 

 

２．２．２．２．個個個個々の小規模事業々の小規模事業々の小規模事業々の小規模事業者者者者の経営課題に応じた支援を行うための体制構築の経営課題に応じた支援を行うための体制構築の経営課題に応じた支援を行うための体制構築の経営課題に応じた支援を行うための体制構築    

    小規模事業者への伴走型支援を行うにあたり、経営支援担当者が伴走型支援に

必要な知識と能力を備えていることが前提条件となるが、当会議所では、これま

で補助金や融資を目的とした事業計画しか作成していないため、経営計画策定に

必要な知識が乏しい。小規模事業者の状況は個々に異なり、様々な経営課題があ

るため、経営支援担当者には様々な知識とスキルが求められる。 

そこで、経営支援担当者のスキルアップを図るとともに、さらに専門的な案件

については外部専門家と連携し、個者の現状に合わせた支援を行える体制を構築

していく。 

    ①経営支援担当者のスキルアップ 

    ②経営支援担当者同士の連携と専門家の活用 

 

３．行政および各種支援機関等との連携３．行政および各種支援機関等との連携３．行政および各種支援機関等との連携３．行政および各種支援機関等との連携    

    経営支援や地域活性化をより効果の高いものとするため、行政をはじめ、各種

支援機関等と連携し、個々の小規模事業者に合わせた専門的な課題も解決できる

よう質の高い支援体制を構築する。 

また、行政、商店街等との連携によって、地域活性化に資する面的な活動を行

い、地域資源の発掘や地域の知名度向上を図る。 

    ①行政、各種専門家、金融機関等と連携した経営支援 

    ②行政、商店街等と連携した地域活性化 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）（１）（１）（１）経営発達支援事業の経営発達支援事業の経営発達支援事業の経営発達支援事業の実施期間（実施期間（実施期間（実施期間（平成３０平成３０平成３０平成３０年年年年４４４４月月月月１１１１日～日～日～日～平成平成平成平成３５３５３５３５年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日）日）日）日）    

 

（２）（２）（２）（２）経営発達支援事業経営発達支援事業経営発達支援事業経営発達支援事業の内容の内容の内容の内容    

 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容Ⅰ．経営発達支援事業の内容    

 

１．地域経済動向調査に関すること１．地域経済動向調査に関すること１．地域経済動向調査に関すること１．地域経済動向調査に関すること【指針③】【指針③】【指針③】【指針③】    

 

（現状と課題） 

 現在は、行政等の各種統計調査を経営支援担当者が個々に活用してはいるが、所内

での情報共有が図れていない。小規模事業者の課題解決や事業計画策定に活用でき

るよう地域の経済動向を的確に把握しなければならない。 

 

（事業内容） 

 行政や関係機関の調査データを有効に活用するとともに、当所においても地域の小

規模事業者の詳細な実態を把握するための独自調査を実施し、所内での情報共有を

図る。その調査結果を小規模事業者の事業計画策定や個者支援、各種セミナーおよ

び施策の実施に活用する。 

  各種調査結果を活用することによって経済動向等を把握する。さらに、アンケート

調査やヒアリング調査を通して定量面と定性面において事業者の動向把握に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①他機関による調査結果の分析①他機関による調査結果の分析①他機関による調査結果の分析①他機関による調査結果の分析    ⇒⇒⇒⇒    統計データの把握統計データの把握統計データの把握統計データの把握    

行政および関係機関の調査データを活用し、全国および県内、市内レベルの景

況や事業者の動向を把握する。 

②管内②管内②管内②管内事業者事業者事業者事業者動向調査動向調査動向調査動向調査    ⇒⇒⇒⇒    定量的に把握定量的に把握定量的に把握定量的に把握    

管内事業者へのアンケート調査を行うことによって、経営状況および経営課題

を把握する。 

③管内小規模事業者実態調査③管内小規模事業者実態調査③管内小規模事業者実態調査③管内小規模事業者実態調査    ⇒⇒⇒⇒    定性的に把握定性的に把握定性的に把握定性的に把握    

管内小規模事業者へのヒアリング調査を行うことによって、経営課題に対する

真の実態を把握する。 
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  ①①①①他機関による調査他機関による調査他機関による調査他機関による調査結果結果結果結果のののの分析分析分析分析    

   行政および関係機関等が発行する全国および県内、市内レベルのデータを収集す

る。それを基に経営支援担当者で協議を行い、下に記載するような小規模事業者

への影響が大きいと予想される項目をピックアップおよび整理してレポートを

作成し、経営支援に活用する。また、作成したレポートはホームページへの掲載

を通じて情報提供を行う。 

 

   調査項目  景気動向および見通し、消費動向、中小企業の動向および課題 

         観光客動向、雇用状況、人口動態 

   収 集 先  行政および関係機関が発行する情報 

対象 調査名 

全国 

中小企業白書（中小企業庁） 

小規模企業白書（中小企業庁） 

消費動向調査（内閣府） 

中小企業景況調査（中小企業基盤整備機構） 

ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所） 

県内 

市内 

香川県の地域情勢（香川県） 

人口移動調査（香川県） 

毎月勤労統計調査（香川県） 

統計かんおんじ（観音寺市） 

中小企業景気動向調査（観音寺信用金庫） 

 

   調査方法  行政および関係機関等の発行するデータの収集 

   分析方法  小規模事業者への影響が大きい項目をピックアップして整理 

活用方法  所内で情報共有を図り小規模事業者支援の参考資料にする。 

小規模事業者へ情報提供を行う。 

目  標  調査結果の収集および分析を年２回実施 

 

②管内②管内②管内②管内事業者事業者事業者事業者動向調査動向調査動向調査動向調査    

   管内事業者の経営状況および経営課題を把握するため、紙面によるアンケート調

査を実施する。収集した情報は業種別および規模別に分類して傾向を分析し、経

営支援に活用する。また、調査レポートを作成し、ホームページへの掲載を通じ

て情報提供を行う。 

 

   調査項目  経営状況（売上高、仕入、採算、雇用、資金繰り、在庫、設備） 

経営分析および経営計画策定状況 

事業承継・販路拡大・IT 活用・商品開発・人材育成等の取組状況 

   調査方法  アンケート用紙を配布し、ＦＡＸおよび訪問によって回収 

   分析方法  業種別、規模別等に分類し、傾向を分析する。 

   活用方法  所内で情報共有を図り小規模事業者支援の参考資料にする。 

         小規模事業者へ情報提供を行う。 
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   目  標  管内小規模事業者に対し、毎年１回実施 

         アンケート回収数目標３００件 

 

③③③③管内管内管内管内小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者実態調査実態調査実態調査実態調査    

   経営課題に対する真の要因を発見し、個者支援等に活用するため、②の調査結果

をもとに重点テーマを設定し、ヒアリングによって詳細な実態調査を行う。調査

項目についての質問を行うとともに、なぜそのような現状を生んだのかを掘り下

げて質問することによって地域の小規模事業者に共通する課題と傾向について

の実態把握を行う。 

 

調査項目：想定するテーマと項目の例 

想定するテーマ 調査項目 

事業承継 後継者の有無、後継者の属性と意欲 

事業承継計画の有無、事業承継を妨げる要因等 

販路拡大 販路拡大への意欲、商圏およびニーズの把握 

ターゲット設定、販路拡大手法、人材の有無等 

IT 活用 IT 機器の導入状況および活用方法 

IT に関する知識の有無、IT リテラシー 

 

   調査方法：経営支援担当者によるヒアリング調査 

  分析方法：ヒアリング内容から特徴的な傾向を整理する。 

  活用方法：所内で情報共有を図り、経営支援担当者会議において経営課題の解決

方法を検討する。その検討結果を個者支援や各種セミナーおよび施策

実施の際に活用する。 

  目  標：小規模事業者に対し年１回実施 

       ヒアリング実施事業者数目標３０件 

 

 

２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること【指針①】【指針①】【指針①】【指針①】    

 

（現状と課題） 

  現状では、小規模事業者から相談があった事項についての支援や処理を行ってい

るが、その相談事項が真の経営課題であるとは限らない。事業者の持続的な発展の

ためには、経営全般についての分析を行い、強みや弱みを把握するとともに、小規

模事業者の抱える経営課題を抽出し、適切な支援へとつなげていかなければならな

い。 

 

（事業内容） 

  まずは、ホームページやチラシの配布、セミナーを開催することによって、経営

分析を実施する小規模事業者の掘り起こしを行う。そこで興味を持ってくれた事業

者を対象にローカルベンチマークツールを活用した経営分析を実施する。 



８ 

 

 

①①①①経営分析経営分析経営分析経営分析の周知・啓蒙の周知・啓蒙の周知・啓蒙の周知・啓蒙活動活動活動活動    

   経営分析の必要性をホームページに掲載する。また、同じ内容のリーフレットを

作成および配布を行い、経営分析の必要性を啓蒙し、経営分析を実施する小規模事

業者の掘り起こしを行う。リーフレットは、窓口相談や巡回指導、青年部や女性会、

青色申告会等の指導の際に年間３００件を目標に配布を行う。 

   本周知・啓蒙活動は指針②に記載する「①事業計画策定の周知・啓蒙活動」と併

せて行い、後に記載する「②経営分析セミナー」および個社支援である「③経営分

析支援」への誘導を促す。 

 

   周知内容  経営分析の内容および必要性・活用事例 

   周知媒体  当所ホームページ、リーフレット 

   周知方法  窓口相談、巡回指導、各種団体の指導時に周知 

   周知件数  リーフレット配布数年間３００件 

 

  ②②②②経営分析セミナーの実施経営分析セミナーの実施経営分析セミナーの実施経営分析セミナーの実施    

    セミナーの受講を通じて、経営分析の必要性と手法を理解してもらう。ワーク形

式でセミナーを行うことにより、その場で自社の簡易な分析ができるので、経営分

析への理解がより深まり、さらに精緻な分析を行うための「③経営分析支援」へと

移行する小規模事業者が増加すると考えられる。本セミナーは指針②に記載する「②

事業計画策定セミナー」と併せて行う。 

 

   講義内容  経営分析の内容および必要性・活用事例 

３Ｃ（自社・顧客・競合） 

ＳＷＯＴ（強み・弱み・機会・脅威） 

   開催回数  年間１回 

   受講者数  目標１５名 

 

③経営分析③経営分析③経営分析③経営分析支援支援支援支援    

  周知啓蒙活動やセミナーを受講した小規模事業者を対象に、ローカルベンチマー

クツール（経済産業省）を活用して経営分析を実施する。ローカルベンチマークツ

ールをもとにヒアリングすることで経営分析に必要な項目をモレなく整理すること

ができる。 

また、その整理した情報をもとにＳＷＯＴ分析を行い、事業者に分析結果と課題

を説明して現状を認識してもらう。 

 

  収集情報  損益計算書、貸借対照表、事業状況のヒアリング 

分析項目  売上持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性 

経営者（経営理念・方針、意欲、後継者 他） 

事業（強み、弱み、生産性、ＩＴ利活用 他） 

経営環境（市場、競合、顧客、雇用 他） 

管理体制（組織体制、開発、知的財産権、人材育成 他） 
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業務フローと差別化ポイント 

商流（仕入先、協力先、得意先、エンドユーザー） 

 

（目標） 

   小規模事業者に経営分析の意義を認識してもらうこと、また、目先の問題のみに

惑わされず、持続的な経営に向けた総合的な現状把握のための経営分析を行うこと

を目標とする。 

 

年度 現状 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

経営分析件数 13 20 23 25 28 30 

 

 （成果の活用） 

分析シートをもとに事業者に説明することで、分析結果に対する事業者の理解が

深まり、事業計画策定への意欲が高まると考えられる。 

また、ローカルベンチマークツールを活用することで、非財務情報のヒアリング

をモレなく行うことができるので、適切な分析結果を事業計画策定へと活用するこ

とができる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること３．事業計画策定支援に関すること３．事業計画策定支援に関すること３．事業計画策定支援に関すること【指針②】【指針②】【指針②】【指針②】    

 

（現状と課題） 

当所における事業計画策定支援の取り組みは、補助金申請を目的とするものがほ

とんどであるが、これまでに補助金を目的として計画を策定した事業者を見てみる

と、計画を策定したが実行内容がおろそかになり、結果が伴わなかった事業者も少

なくない。このような現状から、事業計画の必要性を認識する事業者数を増加させ、

現状分析に基づいた実現可能かつ効果的な事業計画の策定を支援することが課題で

あると言える。 

 

（事業内容） 

  ホームページやチラシの配布、セミナーを開催することによって、事業計画策定

を行う事業者の掘り起こしを行い、意欲の高まった事業者を対象に事業計画策定の

支援を行う。 

   指針①と指針②の周知啓蒙活動とセミナーを併せて実施し、経営分析や事業計画

策定を実施する小規模事業者の掘り起こしを行い、必要性を認識した事業者を対象

に、適切な経営分析に基づく実現可能かつ効果的な事業計画を策定できるよう、小

規模事業者との対話を重視し、現状分析から事業計画策定まで一貫した支援を行

う。 

   指針①と指針②を合わせた事業スキームは次の通りとなる。対話を重視たヒアリ

ングを行い、適切な経営課題や対応策を提案することで事業者との信頼関係を構築

し、経営分析を実施した事業者のほとんどが事業計画策定へと進んでもらえるよう

務める。 
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 （支援対象） 

  経営分析を実施した小規模事業者 

 

 

【事業スキーム】【事業スキーム】【事業スキーム】【事業スキーム】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業計画策定の周知・啓蒙活動①事業計画策定の周知・啓蒙活動①事業計画策定の周知・啓蒙活動①事業計画策定の周知・啓蒙活動    

事業計画の必要性をホームページに掲載する。また、同じ内容のリーフレットを

作成および配布を行い、事業計画の必要性を啓蒙し、事業計画を策定する小規模事

業者の掘り起こしを行う。リーフレットは、窓口相談や巡回指導、青年部や女性会、

青色申告会等の指導の際に年間３００件を目標に配布を行う。 

   本周知・啓蒙活動は指針①に記載する「①経営分析の周知・啓蒙活動」と併せて

行い、後に記載する「②事業計画策定セミナー」および個社支援である「③事業計

画策定支援」への誘導を図る。 

 

   周知内容  事業計画の内容および必要性・活用事例 

   周知媒体  当所ホームページ、リーフレット 

   周知方法  窓口相談、巡回指導、各種団体の指導時に周知 

   周知件数  リーフレット配布数年間３００件 

 

 

セミナーの実施（５回セミナーの実施（５回セミナーの実施（５回セミナーの実施（５回セットセットセットセット））））    

指針① 経営分析セミナーの実施 

指針② 事業計画策定セミナーの実施 

事業計画策定事業計画策定事業計画策定事業計画策定    

指針② 事業計画策定支援 

ＨＰ・リーフレットによる周知・啓蒙活動ＨＰ・リーフレットによる周知・啓蒙活動ＨＰ・リーフレットによる周知・啓蒙活動ＨＰ・リーフレットによる周知・啓蒙活動    

指針① 経営分析の周知・啓蒙活動 

指針② 事業計画策定の周知・啓蒙活動 

経営分析経営分析経営分析経営分析    

指針①経営分析支援 

掘り起こし 

伴走型支援 
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②事業計画策定セミナーの②事業計画策定セミナーの②事業計画策定セミナーの②事業計画策定セミナーの実施実施実施実施    

    セミナーの受講を通じて、事業計画の必要性と手法を理解してもらう。ワーク形

式でセミナーを行い、事業者に事業計画策定を体感してもらうことで、事業計画へ

の理解がより深まり、「③事業計画策定支援」の対象となる事業者が増加すると考え

られる。本セミナーは指針①に記載する「②経営分析セミナー」と併せて行う。 

 

   ［開催内容案］ 

   テーマ     実践！事業計画書作成セミナー 

   カリキュラム  ⅰ）事業計画の必要性、事例紹介 

      ⅱ）経営分析の内容と必要性 

      ⅲ）方針と目標の設定 

      ⅳ）アクションプランの作成 

      ⅴ）効果的に実践するために 

   開催回数     年１回（２時間×５回） 

   受講者数    目標１５名 

 

③事業計画策定支援③事業計画策定支援③事業計画策定支援③事業計画策定支援    

   周知啓蒙活動やセミナーを受講した小規模事業者を対象に、事業のさらなる発展

に向けた事業計画策定の支援を行う。経営者および後継者等と計画を策定していく

通常のコースに加え、より実効性を高めるために後継者や従業員も含めたプロジェ

クトチームを結成して計画を策定するコースを設定する。必要に応じて、当所主催

の専門家による個別相談の実施や、中小企業基盤整備機構、かがわ産業支援財団、

よろず支援拠点等と連携し、専門家による相談または派遣事業を活用していく。 

 

ⅰ）ⅰ）ⅰ）ⅰ）プランニングコースプランニングコースプランニングコースプランニングコース    

    経営支援担当者が事業者に寄り添い、現状分析やそれを踏まえた方針と目標設

定を行い、実践可能なアクションプランの作成までを支援する。 

 

ⅱ）ⅱ）ⅱ）ⅱ）チームビルディングコースチームビルディングコースチームビルディングコースチームビルディングコース    

   経営者のみで経営計画を作成するのではなく、後継者や従業員にも参画しても

らいプロジェクトチームを結成し、現状分析やそれを踏まえた方針と目標設定を

行い、実践可能なアクションプランの作成を行うと共に、実行可能な組織作りも

併せて行っていく。経営支援担当者に加え、中小企業診断士や専門コンサルタン

トもプロジェクトメンバーとして継続的に支援していく。 

 

（目標） 

  現状分析をしっかりと行ったうえで事業ドメインの確認、必要に応じて再定義を

行い、地域資源活用等によって付加価値を増加させることや、競争力を強化するこ

とを念頭に置き、新たな需要の開拓や販路拡大を行い、個々の小規模事業者の収益

力を強化させることを目標として事業計画を策定する。策定件数の目標については

次の通り設定する。 
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年度 現状 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

事業計画策定事業者数 11 16 18 20 22 24 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】【指針②】【指針②】【指針②】    

 

（現状と課題） 

   小規模事業者の特徴として、「経営資源が乏しい」「時間がない」「マーケティン

グ知識が乏しい」「IT 活用ができていない」といった制約条件を抱える事業者が多

いということがあげられる。これまで当所が支援して事業計画を策定した事業者に

おいても、「実行内容がおろそかになる」「スケジュール通りに進まない」「必達目

標が達成できない」といった例が見られる。 

   制約条件の多い小規模事業者に対し、事業計画の実行をサポートするとともに事

業者の成長を促し、制約条件を減らしていけるような実施支援が必要である。 

 

（事業内容） 

①定期的な進捗状況確認①定期的な進捗状況確認①定期的な進捗状況確認①定期的な進捗状況確認    

   事業計画を策定した全事業者を対象として、定期的に進捗状況を確認し、支援お

よび助言を行う。また、必要に応じて専門家による相談会や融資制度、各種施策等

の紹介を行う。また進捗状況確認の際には、積極的に現場を訪問し、経営環境の把

握に努める。 

   実施支援の際には、計画に対する進捗状況と成果を確認し、必要があれば計画を

柔軟に変更してＰＤＣＡを早く回していくよう心がける。また、事業者がするべき

ことを明確に認識できるよう、次回訪問時までの実施内容を確認し、自主的に計画

を遂行できるよう支援する。 

 

②アクションプラン実施支援②アクションプラン実施支援②アクションプラン実施支援②アクションプラン実施支援    

チラシ作成、ホームページ作成、ＳＮＳ活用、店舗ディスプレイなど、アクショ

ンプランを実施する事業者に対しては、一歩踏み込んだ具体的かつ実践可能なアド

バイスを行うことで、実践方法や考え方を事業者に学んでもらう。 

例えば、チラシを作成する場合は、次の通り具体的な作成手法の支援だけでなく、

デザインやキャッチコピーの提案、検証方法の提案など、事業者の不足する知識や

経験を補えるような支援を行う。 

 

例）チラシを作成する事業者の場合 

     進捗管理だけではなく、チラシのターゲット、何を伝えるのか、デザイン、

文章、イメージ、配布方法等、具体的なアドバイスを行う。実行したアクショ

ンプランについては、ＰＤＣＡチェックシートを用いて、実行内容や検証結果

を明確にし、改善方法の検討を行う。 
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 （支援対象） 

  事業計画を策定した小規模事業者 

 

（支援の回数） 

   事業計画策定後１年目の事業者に対しては高頻度で支援を実施する。年数が経つ

につれて、理解度が増し自主的な実施が可能となるので、頻度を減らしていく。支

援頻度の目安は次表の通り設定するが、これに捉われるのではなく事業者の状況や

経営環境の変化に応じて柔軟に頻度を変更させながら対応していく。 

 

計画策定後の年数 １年目 ２～３年目 ４～５年目 

①定期的な進捗状況 

確認および支援 

３ヶ月に１回 半年に１回 年に１回 

②アクションプラン 

実施支援 

毎回 必要に応じて 必要に応じて 

 

（目標） 

  事業計画策定後の年数によって支援頻度は変動するが、計画策定後１～５年目の

事業者を対象として、定期的に支援する事業者数の目標を次の通り設定する。 

年度 現状 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

支援事業者数 11 27 45 65 87 100 

延べ支援回数 40 86 126 159 191 214 

 

  ※延べ支援回数設定根拠 

   下の表の通り、事業計画策定後１年目の事業者へは年４回、２～３年目の事業者

へは年２回、４～５年目の事業者へは年１回の定期的な支援を実施する。 

 事業者数 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

既存策定事業者 11 22 22 11 11  

策定後 1 年目事業者 16 64 32 32 16 16 

策定後 2 年目事業者 18  72 36 36 18 

策定後 3 年目事業者 20   80 40 40 

策定後 4 年目事業者 22    88 44 

策定後 5 年目事業者 24     96 

合計  86 126 159 191 214 
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５．需要動向調査に関すること５．需要動向調査に関すること５．需要動向調査に関すること５．需要動向調査に関すること【指針③】【指針③】【指針③】【指針③】    

 

（現状と課題） 

  地域の小規模事業者の実情としてはマーケットインの発想が浸透していなかった

り、需要動向を収集する手段が限られたりしており、消費者ニーズに応じた新商品

や新サービスの開発が不十分であると考えられるが、当所の現状としては、小規模

事業者が需要動向を収集するための支援ができていない。小規模事業者が需要動向

を把握し、新商品や新サービスの開発に活かせられるような支援体制を確立するこ

とが求められる。 

 

（事業内容） 

  新商品・新サービスを提供するには、消費者ニーズを取り入れながら「情報収集

→企画→試作→販売」というプロセス踏むことが望ましいと考えられる。 

まずは、情報収集段階において、小規模事業者が市場や競合の動向および自社の

強みを把握できるよう情報提供を行う。企画段階では、それを元にターゲットの仮

説を立て、コンセプトや４Ｐ（製品、価格、流通、販売促進）を検討し、「①アンケ

ート調査」によって、仮説と消費者ニーズがマッチするかどうかを検証する。そし

て、試作段階で「②モニター調査・テストマーケティング」を行い消費者の実際の

反応を検証する。その結果を商品開発へ活用し、販売段階へと移行する。 

各段階において経営支援担当者が適切な情報提供と調査を通じた支援を行うこと

により、小規模事業者がマーケットインの思考を取り入れた商品開発体制を確立す

ることができる。 

事業フローは次の通りとなる。 

 

（支援対象） 

事業計画に基づいて新商品・新サービスの開発、既存商品のブラッシュアップや

新たな市場の開拓を行おうとする小規模事業者。 
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【事業【事業【事業【事業フローフローフローフロー】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①アンケート調査アンケート調査アンケート調査アンケート調査    

新商品・新サービスの企画内容を検証するため紙面によるアンケート調査を実施

し、その結果をもとに企画内容のブラッシュアップおよび変更を行う。経営支援担

当者が企画検討からアンケート用紙の作成、調査の実施を支援する。調査方法等は

基本的に次の通りとするが、事業者の状況やターゲットによって柔軟に対応する。 

 

   調査方法  広く消費者の声を集めるため、各事業所店頭での紙面またはヒアリ

ングによるアンケート調査、既存顧客へ郵送やメールでの調査、各

種団体等へ依頼してアンケート調査を実施する。 

   調査対象  既存顧客、来店客、従業員の家族や知人、企業、行政、金融機関、

商工会議所関係者、各種団体等 

   調査項目  消費者の嗜好やライフスタイル、購買行動、価格感度 他 

   分析方法  新商品・サービスの企画段階での狙いとアンケート結果の違いを検

証する。 

   調 査 数  １調査当たり１００人目安 

情報収集段階情報収集段階情報収集段階情報収集段階    

市場や競合の動向を把握し、自

社の強みを把握する。 

企画企画企画企画段階段階段階段階    

ターゲットの仮説をたて、コン

セプト・４Ｐ（製品、価格、流

通、販売促進）を検討する。 

試作試作試作試作段階段階段階段階    

アンケート調査結果に基づいて

試作を行う。 

販売販売販売販売段階段階段階段階    

モニター調査・テストマーケテ

ィング結果に基づいて商品を完

成させ、販売を行う。 

②②②②モニター調査モニター調査モニター調査モニター調査・テストマーケティング・テストマーケティング・テストマーケティング・テストマーケティング    

試作品やサービスに対する消費者の実際の反応

を検証するため、モニター調査の実施を支援す

る。 

①アンケート調査①アンケート調査①アンケート調査①アンケート調査    

企画に対する消費者の反応を検証するため、アン

ケート調査の実施を支援する。 

各種情報提供各種情報提供各種情報提供各種情報提供    

指針③「地域経済動向調査」や指針①「経営分析」

の結果、また、業界情報や家計調査等の情報を提

供する。 
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②モニター調査②モニター調査②モニター調査②モニター調査・テストマーケティング・テストマーケティング・テストマーケティング・テストマーケティング    

試作した新商品・新サービスの提供を受けた消費者の反応を検証するため、モニ

ター調査やテストマーケティングを実施し、その結果をもとに新商品・新サービス

のブラッシュアップを行う。経営支援担当者がアンケート用紙の作成、調査の実施

を支援する。調査方法等は基本的に次の通りとするが、調査方法等は基本的に次の

通りとするが、事業者の状況やターゲットによって柔軟に対応する。 

 

調査方法  試作品の提供や試食等を通じて消費者の生の声を収集するため、各

事業所店頭でのモニター調査、既存顧客や各種団体等へ依頼しての

モニター調査、展示会や商談会等でのテストマーケティングを行な

い、結果を分析する。 

   調査対象  既存顧客、来店客、従業員の家族や知人、企業、行政、金融機関、

商工会議所関係者、各種団体、展示会や商談会の来場者等 

   調査項目  試作品やサービスに対する感想や満足度、価格感度 他 

   分析方法  新商品・サービスの試作段階での狙いと調査結果の違いを検証す

る。 

   調 査 数  １属性当たり３０人目安 

 

（成果の活用） 

「①アンケート調査」によってマーケットインの思考を取り入れた新商品や新サ

ービスの企画が行えるようになる。また、「②モニター調査・テストマーケティング」

をもとに試作品やサービスのブラッシュアップを図ることができ、開発リスクが低

減されるとともに新たな販路開拓の確実性が増加する。 

 

 （目標） 

   単に調査を実施するのではなく、事業者に寄り添って企画から開発、販売までを

一貫して支援することにより、開発リスクの低減と成功確率を高めることを目標と

する。個社支援数値目標は次の通り設定する。 

 

 

年度 現状 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

アンケート調査 

実施事業者数 

0 2 2 3 3 4 

モニター調査・テストマー

ケティング実施事業者数 

0 2 2 3 3 4 
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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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること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】【指針④】【指針④】【指針④】    

 

（現状と課題） 

   小規模事業者においては、人材や時間に制約もあり新たな需要開拓を開拓する活

動が十分に行えていない事業者が多く、積極的な情報発信や販路拡大のための取組

みも一部の事業者に限られている。当所としても各種情報提供は行っているが、積

極的な働きかけはできていないのが現状である。新たな需要開拓の方法を適切に提

案し、サポートしていくための体制構築が必要である。 

   また、当所経営支援担当者が事業者に寄り添いつつ、必要に応じて各種専門家を

活用し、連携していく必要がある。 

 

 （事業内容） 

   まずは、新たな需要の開拓に取り組む事業者の掘り起こしを行う。各種商談会や

見本市、販路拡大支援施策等、各種チャネルや支援施策の情報について、ホームペ

ージや巡回指導を通じて紹介および勧奨を行い、需要開拓に取り組む事業者を掘り

起こす。 

次に、事業計画や事業戦略に沿った商品企画やチャネルの選択を検討し、さらに

実践的な「①展示・商談会支援」、「②ＥＣ支援」へと移行し、需要拡大を図る。 

全スキームを通して経営支援担当者が一貫した支援を展開し、必要に応じて外部

専門家と連携し、適切なチャネル開拓やプロモーションを講じていく。 

 

  ［外部専門家の連携先］ 

ⅰ）よろず支援拠点 マーケティング、商品開発、ＩＴ、デザイン等 

   ⅱ）中小企業基盤整備機構 ブランディング、海外展開、メディア戦略等 

   ⅲ）香川県産業技術センター 産業技術に関する相談や研究開発等 

   ⅳ）ミラサポ 販路開拓、地域資源活用、農商工連携等 
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【事業スキーム】【事業スキーム】【事業スキーム】【事業スキーム】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①①①①展示・商談会出展支援展示・商談会出展支援展示・商談会出展支援展示・商談会出展支援    

   新商品や地域資源を活用した商品等を製造する小規模事業者を対象として、展示

会および商談会等の出展支援を行う。成約率を高めるため、経営支援担当者が事業

者と一緒に適切な出展先を選定し、ブース設営や商談方法の検討、企画書の作成、

アフターフォロー等、一貫した支援を行う。また、必要に応じて専門相談等を活用

する。 

 

支援内容  出展商品および出展先の検討 

営業企画書およびアンケートの作成 

ブース設営および商談方法の検討 

展示会後の営業および商談 

出展先例 

展示会名 主催 対象品目 商談対象 

かがわ産業 

マッチングフェア 

高松商工会議所 各種オリジナル

製品 

国内バイヤー 

中小企業総合展 中小機構 ギフト 

飲食料品 

国内バイヤー 

新価値創造展 中小機構 産業技術を利用

した製品 

国内バイヤー 

製品開発・技術担当者 

 

 

需需需需要開拓に取り組む事業者要開拓に取り組む事業者要開拓に取り組む事業者要開拓に取り組む事業者の掘り起こしの掘り起こしの掘り起こしの掘り起こし    

各種商談会、販路開拓支援施策の紹介 

巡回指導・ホームページ等からの発信 

商品企画・チャ商品企画・チャ商品企画・チャ商品企画・チャネル選択ネル選択ネル選択ネル選択    

事業戦略に基づいた商品企画の支援 

開拓するチャネルの検討 

（

必

要

に

応

じ

て

専

門

家

と

連

携

）

 

経

営

経

営

経
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経
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支

援
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当

者

支

援

担

当

者

支

援

担

当

者

支

援

担

当

者

のののの

一

貫

一

貫

一

貫

一

貫

し

た

し

た

し

た

し

た

支

援

支

援

支

援

支

援    

①①①①展示・商談会出展支援展示・商談会出展支援展示・商談会出展支援展示・商談会出展支援    

②②②②ＥＣ支援ＥＣ支援ＥＣ支援ＥＣ支援    
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  ②②②②ＥＣ支援ＥＣ支援ＥＣ支援ＥＣ支援    

   新商品や既存商品の需要開拓を行う小規模事業者を対象として、ＥＣを活用した

販路拡大支援を行う。自社ＥＣサイトの導入促進や他者ＥＣサイトの紹介に加え、

新規需要拡大につなげるため、サイトデザインやアクセスアップ、購買率アップに

むけたアドバイスを行う。また、必要に応じて専門相談等を活用する。 

 

   支援内容  自社サイトの構築やデザインの検討 

アクセスアップや購買率アップの検討 

         他社ＥＣサイトおよびマッチングサイトの紹介 

 

 （支援対象） 

   事業計画に基づいて展示・商談会等への出展やＥＣによる販路開拓に取り組もう

とする小規模事業者 

 

（目標） 

年度 現状 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

展示・商談会支援事業者数 0 2 2 3 3 4 

展示・商談会成約事業者数 0 2 2 3 3 4 

ＥＣ支援事業者数 1 2 2 3 3 4 

ＥＣでの需要拡大事業者数 1 2 2 3 3 4 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組    

 

（現状と課題） 

  近年、商店街連合会と連携した中心市街地活性化事業がマスコミに頻繁に取り上

げられるなどして注目度が上がっている。また、市においては昨年度よりシティプ

ロモーションによる知名度アップの取り組みを行っている。 

当所としても、各機関との意識共有を図り、地域経済活性化を行ううえでの役割

を認識し、地域と一体となった事業の実施および調整を行う必要がある。 

 

（意識共有を図る仕組み） 

  観音寺市中小企業振興審議会への参画観音寺市中小企業振興審議会への参画観音寺市中小企業振興審議会への参画観音寺市中小企業振興審議会への参画    

   観音寺市において、中小企業振興審議会を設立し、平成２８～３３年度を計画期

間とした「中小企業振興計画」を策定した。振興ビジョンとして、「人が集まる・

企業が集まる元気都市 かんおんじ」を掲げ、３つの重点施策を設定し、各参画団

体が意識共有を行い、それぞれの事業実施や連携を図る仕組みを構築した。今後、

定期的に進捗状況や意見交換を行うことで、地域が一体感を持って活性化の取り組

みを行っていくことができると考えている。 

 

   重点施策  地域資源活用の促進、創業・経営革新の促進、経営基盤の強化 
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   参画団体  学識経験者、観音寺商工会議所、観音寺市大豊商工会 

         観音寺商店街連合会、観音寺法人会、金融機関 

         地域の事業者、消費者友の会 

 

（事業内容） 

①ショップインショップ事業①ショップインショップ事業①ショップインショップ事業①ショップインショップ事業    

中心市街地には約１７０店舗の商店等が集積しているが、人口の空洞化や空き店

舗の増加が進んでおり、このままでは都市機能の確保が危ぶまれる。そのような状

況ではあるが、現在は当所が事務局である観音寺商店街連合会が中心となり、観音

寺まちなか活性化プロジェクト Re：born．K を発足させ様々な取組を行い、マス

コミに取り上げられたり、各所から視察が訪れたりするなど、中心市街地活性化の

取組が注目されている。 

そこで、商店街の既存店舗の空きスペースに異業種の事業者や新規開業希望者が

入居し営業を行う「ショップインショップ事業」に対し、商工会議所としても積極

的に参画し、異業種との相乗効果による新たな来店客の増加や新商品・サービス開

発、チャレンジ起業等を促していく。 

 

目標  交流人口の増加、創業・経営革新の促進 

開催  随時 

役割  商工会議所が、創業希望者に対し本事業の周知を行い、チャレンジ起業 

希望者を斡旋し、継続的に経営支援を行う。 

 

  ②シティプロモーション活動②シティプロモーション活動②シティプロモーション活動②シティプロモーション活動    

   市の認知度アップを目的として、行政、商工業者、農林漁業者等が中心となり、

シティプロモーションとして、年２回、首都圏において特設ブースを設置し、市の

特産品や移住促進のＰＲ活動を行っている。関係機関と一体となり、商工会議所と

しても積極的にＰＲを行っていく。 

 

   目標  市の認知度アップ、定住促進 

   開催  年２回 

   役割  商工業者より特産品の募集を行い、販売方法、ＰＲ方法についての助言

を行う。 

 

③③③③かんおんじ感動体験博覧会かんおんじ感動体験博覧会かんおんじ感動体験博覧会かんおんじ感動体験博覧会かんぱくかんぱくかんぱくかんぱく    

観音寺商工会議所青年部が中心となり、地域の商品・サービスや地域資源を活用

した体験型プログラムを企画、運営しており、市内交流人口の増加とともに、地域

や事業者の認知度アップや新規客増加、事業者同士の連携によっての商品開発等が

促される等の効果を得ている。 

そこで、地域資源の発掘や事業者への勧奨等を行うことにより、本事業のさらな

る推進を図っていく。 

 

 目標  市の認知度アップ、地域資源の発掘・活用促進、交流人口増加 
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 開催  毎年３０プログラム 

 役割  地域資源発掘、事業者への勧奨、商品開発等のフォローアップ 

 

 

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．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．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．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    

 

（事業内容） 

他の支援機関等と、地域の小規模事業者の情報や支援情報を共有することによって、

各機関がそれぞれの事業や施策に役立てるとともに、各機関の連携を通じたノウハウ

の共有や多面的な支援へと繋げていく。 

 

①商工会議所経営支援事業担当職員研修等による情報交換①商工会議所経営支援事業担当職員研修等による情報交換①商工会議所経営支援事業担当職員研修等による情報交換①商工会議所経営支援事業担当職員研修等による情報交換    

小規模事業者の課題や解決する手法、支援の現状や問題点について情報交換を行

うとともに、広域連携が必要な事業者支援事案については、他の商工会議所および

商工会の経営支援担当者と連携した支援を行えるよう、支援体制を構築する。 

頻度：年５回、その他必要に応じて 

方法：研修会および電話等での情報交換 

 

②四国および香川県下商工会議所中小企業相談所長会議による情報交換②四国および香川県下商工会議所中小企業相談所長会議による情報交換②四国および香川県下商工会議所中小企業相談所長会議による情報交換②四国および香川県下商工会議所中小企業相談所長会議による情報交換    

四国および県内商工会議所の相談所長等により、支援状況や景気動向等を情報交

換し、効果的な支援手法や支援事業についての検討を行う。 

 

頻度  年３回程度 

方法  会議による情報交換、意見交換 

 

③金融機関、日本政策金融公庫との情報交換③金融機関、日本政策金融公庫との情報交換③金融機関、日本政策金融公庫との情報交換③金融機関、日本政策金融公庫との情報交換    

各種金融機関と景気動向や融資の現状等について情報交換を行うことにより、経

営支援の際の財務分析や資金計画を検討する際の知識およびスキルアップにつなげ

る。 

 

頻度  月１回程度 

方法  金融機関担当者の面談の際および電話等での情報交換 

 

④専門家派遣の際の情報交換および学習④専門家派遣の際の情報交換および学習④専門家派遣の際の情報交換および学習④専門家派遣の際の情報交換および学習    

小規模事業者に対し、専門家指導を紹介する際、指導現場に経営支援担当者が同

行し、連携して支援を行うことにより、支援手法やスキルを学ぶことにより支援能

力の向上を図る。 

 

頻度  随時、月１回目標 

方法  専門家派遣指導の際に情報交換 
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２．経営指導員の資質向上に関すること２．経営指導員の資質向上に関すること２．経営指導員の資質向上に関すること２．経営指導員の資質向上に関すること    

 

（事業内容） 

  当所では、これまで小規模事業者に対する経営支援実績が乏しく、補助金申請以外

での事業計画策定はほとんど実績がない。そこで、経営分析や課題抽出、事業戦略策

定、組織開発、マーケティング等の体系的な知識の習得と、コミュニケーション等の

現場に則したスキルの習得のために、Ｏｆｆ－ＪＴとＯＪＴ、自己啓発を適切に組み

合わせて資質向上を図るとともに、経営支援担当者同士の情報共有の仕組みを構築す

る。 

 

  ①①①①体系的な知識習得体系的な知識習得体系的な知識習得体系的な知識習得    

   経営支援担当者それぞれの知識習得度を確認し、不足する知識を習得するために

Ｏｆｆ－ＪＴを実施する。 

 

   テーマ  経営分析や課題抽出、事業戦略策定、組織開発、マーケティング 等 

   手法   中小企業大学校での専門研修、当所および各支援機関のセミナー 

ＷＥＢ研修（ｅラーニング） 等 

 

  ②支援スキルの習得②支援スキルの習得②支援スキルの習得②支援スキルの習得    

   経営支援を行う際に、体系的な知識だけではなく、事業者のレベルに応じた支援

の進め方やコミュニケーションスキルが必要となるが、これは知識学習のみによっ

て得られるものではなく、経験が重要となる。そこで、経験の少ない経営支援担当

者ができる限り短期間でスキルを習得できるようＯＪＴを実施する。 

 

   テーマ  支援の進め方、コミュニケーション 等 

   手法   経営豊富な支援担当者が現場でスキルを指導 

 

  ③自己啓発支援③自己啓発支援③自己啓発支援③自己啓発支援    

   現場での経営支援には、体系的な知識以外にもマーケティングや組織開発、生産

性向上等に関する具体的な手法が求められることもある。それらの知識習得や各種

資格取得の支援を行うことにより、自己啓発を促進する。 

 

   テーマ  マーケティング、組織開発、運営管理等の具体的手法 

   資格   中小企業診断士、日商簿記検定、販売士 等 

   手法   セミナー受講料や資格受講料、書籍購入費の補助 

 

  ④情報共有の仕組み構築④情報共有の仕組み構築④情報共有の仕組み構築④情報共有の仕組み構築    

   経営支援担当者が現場で得た経験や知識を形式知として活用するため、経営分析

シートや経営支援カルテを作成してデータベース化し、個々にどのような経営支援

を行っているかを共有する仕組みを構築する。 
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  ⑤経営⑤経営⑤経営⑤経営支援担当者支援担当者支援担当者支援担当者会会会会議の開催議の開催議の開催議の開催    

   経営支援における相談内容や進捗状況の報告を行い、それぞれの経営支援担当者

が担当している小規模事業者の支援手法についての情報交換と相談を行う。個々の

事業者の支援に対して、経営支援担当者全員でのブラッシュアップやアイディア出

しを行うことで、より多面的な視点での支援が可能となる。 

 

   頻度  月２回、その他必要に応じて 

 

３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること    

 

（事業内容） 

以下の方法にて毎年度、事業の評価、見直しを行う。なお、評価、見直しにあたっ

ては、年度ごとの進捗状況や実施結果を評価し、必要に応じて短期目標や実施内容の

修正を行い、長期目標の達成へと近づけていく。 

特に外部有識者の客観的な評価を重視して計画の見直しを見当する。 

 

①①①①個人評価個人評価個人評価個人評価    

担当者レベルで各事業の目標達成度とその理由についての評価を行う。 

 

②②②②経営発達支援事業審議会経営発達支援事業審議会経営発達支援事業審議会経営発達支援事業審議会（外部有識者）（外部有識者）（外部有識者）（外部有識者）    

香川県および観音寺市の商工関係担当者、金融機関、中小企業診断士等による会合

を開催し、事業の実施状況についての報告および評価、次年度以降の計画見直しにつ

いて意見交換を行う。 

 

③③③③正副会頭会正副会頭会正副会頭会正副会頭会    

当所正副会頭会において、実施状況および評価の報告、見直し案の検討を行う。 

 

④④④④情報公情報公情報公情報公開開開開    

実施状況および評価、見直しについて、当所ホームページ等を通じて公開する。 
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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２９年１１月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導課長の監督のもと、各事業に経営指導員をリーダーとして設置し、事業内容に応

じてそれぞれ１～３名のメンバーを割り振って実施していく。小規模な事務局組織であ

るため、それぞれが複数の事業をまたがって担当することになるが、情報共有を図るこ

とによりスムーズな運営を行っていく。 

 

 

（２）連絡先 

 観音寺商工会議所 商工相談所 指導課 

 香川県観音寺市坂本町一丁目１番２５号 

 ＴＥＬ ０８７５－２５－３０７３ 

 ＦＡＸ ０８７５－２４－０５２６ 

メール info@kan-cci.or.jp 

Ｈ Ｐ http://www.kan-cci.or.jp/ 

 

 

 

 

［正副会頭会］ 

重点事項に関する承認 

［事務局長］ 

事務統括および調整 

［経営発達支援事業実施担当］ 

事業の実施、検証、見直し 

・経営指導課長 １名 

・経営指導員  ３名 

・経営支援員  ４名 

［経営発達支援事業実施補助］ 

事業の実施にあたる補助 

・嘱託職員   ２名 

［発達支援計画推進委員会］ 

事業の評価および見直し 

 ・香川県 

 ・観音寺市 

 ・金融機関 

 ・中小企業診断士 
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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） 

 ３０年度 

(30 年 4 月以

降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 
870 1,470 1,470 1,470 1,470 

 

地域経済動向

調査に関する

こと 

 

事業計画策定

支援に関する

こと 

 

事業の評価お

よび見直しを

するための仕

組みに関する

こと 

 

120 

 

 

 

1,200 

 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

 

1,200 

 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

 

1,200 

 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

 

1,200 

 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

 

1,200 

 

 

 

100 

 

 

（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 

 

香川県補助金・観音寺市補助金・会費収入 

 

（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 

 

１．地域経済動向調査に関すること 

  ・金融機関、中小企業基盤整備機構、行政による調査結果の収集 

２．経営状況の分析に関すること 

 ・金融機関による事業計画策定の周知、啓蒙への協力 

 ・専門家による相談 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

  ・金融機関による事業計画策定の周知、啓蒙への協力 

  ・専門家による相談 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ・専門家による相談 

 ５．需要動向調査に関すること 

・市内企業および金融機関、行政等によるアンケート協力 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・各種支援機関、行政による商談会等の情報提供、および連携した支援 

  ・専門家による相談 

 

連携者及びその役割 

 

連携者１  観音寺市 市長 白川晴司 

      観音寺市坂本町一丁目１番１号 

役割    中小企業振興の方向性を共有し、行政と一体となった方策を実施していか

なければならない。意見交換や情報共有を図るとともに、様々な施策等に

おいて連携を図っていく。 

 

連携者２  観音寺信用金庫 理事長 須田雅夫 

      観音寺市観音寺町甲 3377-3 

役割    地域に密着し、事業者と密接な関係を築いていることもあり、経済動向デ

ータの提供していただくとともに、事業者に対しての各種情報の周知およ

び啓蒙を連携して行うことにより、両者の目から見た決め細やかな支援が

できる。 

 

連携者３  中小企業基盤整備機構四国本部 本部長 高山千佳歳 

      高松市サンポート２－１ 

役割    経済動向データの提供や経営相談等を通じて、新たな事業展開に向けての

支援等、専門的な支援をいただくことにより、経営支援担当者と連携した

継続的な支援を展開することができる。 



２７ 

 

 

連携者４  かがわ産業支援財団 理事長 大津佳裕 

      高松市林町２２１７－１５ 

役割    専門家派遣事業等を通じて、様々な専門的な分野における支援をいただく

ことにより、経営支援担当者と連携した継続的な支援を展開することがで

きる。 

 

連携者５  香川県中小企業診断士協会 会長 山下益明 

役割    経営相談等を通じて、新たな事業展開に向けての支援等、専門的な支援を

いただくことにより、経営支援担当者と連携した継続的な支援を展開する

ことができる。 

 

連携者６  香川県産業技術センター 所長 濱中忠勝 

      産業技術に関する専門的な相談や研究開発等について連携して支援を展開

することができる。 

 

上記機関以外にも、事業者への支援状況等を勘案し、必要に応じて適切な連携機関を選

定し、随時連携して支援を行う。 

 

 

連携体制図等 

 

１．地域経済動向調査に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観音寺商工会議所 

小規模事業者 

情報共有・分析 

情報提供 

情報提供 

観音寺市 

観音寺信用金庫 

中小企業基盤整備機構 



２８ 

 

 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報共有 

連携 

 

観音寺商工会議所 

中小企業基盤整備機構 

かがわ産業支援財団 

中小企業診断士協会 

小規模事業者 

観音寺市 

観音寺信用金庫 

情報共有 

連携 

周知啓蒙 連携支援 

周知啓蒙・支援 専門相談等を通じた支援 

 

観音寺商工会議所 

観音寺市 

金融機関 

市内企業 

アンケート依頼 

 

アンケート協力 

小規模事業者 

情報提供 

支援 



２９ 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観音寺商工会議所 

小規模事業者 

情報提供 

支援 
専門相談等を通じた支援 

情報共有・連携 

中小企業基盤整備機構 

かがわ産業支援財団 

中小企業診断士協会 

香川県産業技術センター 
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