
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 多度津商工会議所 (法人番号 9470005002473) 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 
小規模事業者の存続と持続的に発展させるため中長期的な振興のあり方を踏

まえ、商工業者の減少、地域経済の停滞を防ぐため小規模事業者数の維持を目標

とした支援を強化する。 
 

①小規模事業者の経営基盤の改善、持続的発展の支援強化 

②多度津町と当所が策定した「創業支援計画」に沿った創業支援と香川県事業承継

ネットワーク事業への参画による事業承継支援強化 

③マーケットインを目的とした商品開発、販路開拓の支援強化 

④中心市街地（商店街）の空き店舗、周辺の古民家を活用した賑わい創出や地域振

興の支援強化 

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【指針③】 

   地域内の景気動向、経営上の問題等を把握する調査、分析して小規模事業者への指

導方針や方向性を確認するための基礎データとして活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   経営相談を通じて対象者を掘り起こし、経営課題の解決向けた経営分析実施の支

援、サポートを行う。 

３．事業計画策定に関すること【指針②】 
   経営分析を実施した事業者に事業計画策定の意義や重要性を理解させ、事業計画策

定につながるよう支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   事業計画策定した全事業所を対象に定期的な巡回訪問し、進捗状況確認、改善のフ

ォローアップを行い、継続して支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
   事業者にマーケットインの考えを浸透させ、販路拡大に繋げるための需要動向調査

の実施に向けた支援を全面的に行う。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
   販路開拓に取り組む事業者の掘り起こし、展示会、商談会等の出展、ＩＴなどイン

タールットを利用したＥＣの支援を行う。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
   地域の特性、資源を十分踏まえて、地域ブランドの促進や効果ある地域経済の安

政をはかる活性化多度津町、商工業者、各団体等が意識を共有し、方向性、役割を

認識した上で、地域が一体となった取組を行う。 

 ①活性化の意識共有を図る仕組みづくり ②中心市街地の賑わい、商店の魅力創出事業 

 ③若者の地元就職、定住等を促進するための事業 

連絡先 

 

多度津商工会議所 
〒764-8508 香川県仲多度郡多度津町東浜 6-30 

  TEL 0877-33-4000 / FAX 0877-33-4713 

E-mail tadotsucci@tadotsucci.sakura.ne.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 

1.目標 
 

（１）地域の現状及び課題 
 

【多度津町の概要】 

多度津町は香川県の中西部に位置

し、瀬戸内海に面した総面積 24.38㎢

メートル、人口 23,534人(平成 30年 4

月 1日現在)の町である。 

古くから金毘羅参拝や北前船の寄港

する海上交通の要所として繁栄、明治

に入り四国で最初の讃岐鉄道(現 Ｊ

Ｒ四国)が開通したことから多度津駅

は、松山方面に向かう予讃線、高知方面に向かう土讃線の分岐駅として鉄道輸送の要所

を担い、鉄道車両の整備、点検、修繕を行うＪＲ四国多度津工場を擁している。また、

少林寺拳法発祥地でもある。 

昭和 49年、多度津臨海工業地帯として海岸線を埋め立て（184万㎡）工場誘致を行い、

主に鉄工関連の造船、橋梁、機械・金属品加工の企業が進出し、現在は地域経済を牽引

する工業中心の町である。 
 

【人口推移】 
多度津町人口(各年 4月 1日) 

                                               資料：住民基本台帳 
年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

総数 23,832 23,742 23,604 23,590 23,975 23,796 23,661 23,754 23,639 23,534 

男 11,557 11,515 11,449 11,454 11,745 11,761 11,690 11,871 11,819 11,804 

女 12,275 12,227 12,155 12,136 12,130 12,035 11,971 11,883 11,820 11,730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当町の人口はここ数年微減に留まっているものの、その背景には主に製造関連の企
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業に就労する外国人労働者の増加が補っていると思われる。 

住民の年代別構成としては 60歳代(構成比 16％)、40歳代(構成比 12.8％)、30歳代

(構成比 11.4％)の順で 65歳以上(構成比 30.5％)は全国平均の高齢化率 25.1％、香川

県の高齢化率 28.1％を上回っており、高齢化が進展している。 

産業別の就業割合は就業総数 10,990人のうち第一次産業 5.2％(全国 4.2％)、第二

次産業 36.2％(全国 25.2％)、第三次産業 58.6％(全国 70.6％)に就業しており、全国

の産業構成と比較すると第二次産業(製造、建設)の就業割合が高くなっている。 
 

【産業の現況】 

《農業》農業世帯数 595戸(2015年農林業センサス)、農産物の主は稲作、野菜ではミニ

トマト、ブロッコリーの生産が盛んである。果樹ではぶどうの生産が盛んでデ

ラウェアは県内生産量の約９割を占めている。近年はオリーブの栽培が盛んに

なりオイルにして「蒼のダイヤ」で流通している。 

《漁業》漁業経営体は 80体(2013年漁業センサス)あり、漁獲高はタコ、いかなご、い

わしの順となっている、また、牡蠣養殖が盛んで「白方かき」のブランドで流

通している。 

《商工業》商工業者数７４８件の内小規模事業者５７７件と全体の 77.1％が小規模事業

者である。業種別では、サービス業 44.9％、卸・小売業 24.4％、製造業 14.7％、

建設業 14.4％となっている。 

当地域の商業関連の年間商品販売額 375億 400万円、工業関連の製造品出荷

額 1189億 5553万円(平成 26年経済センサス)である。 

商業者は個人商店が多く消費者ニーズ、インフラ対応の遅れ、経営者の高齢

化や後継者不在による廃業の増加に加え、近隣市町へ大型店、全国チェーン店、

コンビニエンスストア出店の影響により商圏を失い、地域唯一の商店会組織で

ある多度津商業協同組合も対策を講じるも効果をみないまま中心市街地は衰退

している。 
 

多度津町内商工業者数 (小規模事業者数【比率 77.1％】) 

商工業者数 小規模事業者数 

Ｈ24年 Ｈ28年 増減 Ｈ24年 Ｈ28年 増減 

766 748 -18 (594) (577) -20 
 

小規模事業者業種別数 
業 種 小規模事業者数 比 率 

建 設 業 83 14.4％ 
製 造 業 85 14.7％ 
卸・小売業 141 24.4％ 
サービス業 259 44.9％ 
その他 9 1.6％ 
合  計 577 100％ 

(香川県統計調査課資料) 



- 3 - 
 

 

【商工会議所の現状】 

当商工会議所では、これまで小規模事業者の経営改善に係る金融、税務、労働、情

報化などの相談を巡回や窓口相談を通じて個別指導を中心に支援を行ってきた。   

具体的には記帳を通じた決算、申告、所得税納期特例、年末調整の税務支援、労働

保険、社会保険の手続きの労務支援、マル経資金の利用を通じた金融支援が大半を占

め偏った受動的な支援を行ってきた結果と思われます。支援に携わる経営指導員、経

営支援員は事業者からの相談に個人で対応し、職員全員で情報の共有化、支援の平準

化、質の均等化等への対応や経営課題を拾い上げ、問題解決や経営改善を目的とした

経営分析、持続的発展を目指すための継続的な支援ができてない状況です。  

また、地域経済の振興に資する事業においても、中心市街地等活性化や特産品、観

光資源開発などの取り組みにおいて補助金が執行された場合のみ実施し、継続性に乏

しくほとんどが単発的な事業で終結している。 

 

会員数の推移 

区 分 25 年度末 
会員数 

26 年度末 
会員数 

27 年度末 
会員数 

28 年度末

会員数 
29 年度末

会員数 5 年間の増減 

個 人 269 257 249 247 241 -28 

法 人 276 267 257 260 253 -23 

団 体 2 7 19 20 21  19 

合 計 547 531 525 527 515 -32 

 

会員業種別 

業   種 会員数 業   種 会員数 

D 建設業 78 L 学術研究、専門・技術サービス業 28 

E 製造業 94 M 宿泊業、飲食サービス業 52 

G 情報通信業  5 N 生活関連サービス業、娯楽業 41 

H 運輸業、郵便業 10 O 教育、学習支援業 5 

I 卸売業、小売業 120 P 医療、福祉 23 

J 金融業、保険業 14 Q 複合サービス業（協同組合） 7 

K 不動産業、物品賃貸業 13 R サービス業（他に分類されないもの） 25 

合       計 515 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

巡回・窓口相談件数の推移
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毎年調査している景況調査の経営上の問題点（課題）のトップに「売上・生産の減

少」が 29年調査で２２％を占めている。また、「求人難」「人件費上昇」の雇用労働問

題、「仕入高騰」による利益減少、「設備の老朽化」からは資金難が背景にあることが

推測でき、経営上の問題や課題が浮き彫りになった。この結果は、当該地域の商工業

の現状と課題を端的に表しており、廃業による商工業者の減少に歯止めをかけ、事業

者数の維持を図るため「問題・課題解決型」の積極的な支援に加え、新たに創業を目

指す創業者の掘り起こしや創業支援、事業承継支援が必要不可欠となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小規模事業者への中長期的な振興のあり方 

小規模事業者が減少している現状と課題を踏まえて、当町における高齢化、人口

の減少など社会環境を見据えながら、地域経済を支える小規模事業者の事業継続と

持続的に発展させる寄り添った支援を継続的に行うため、第 6次多度津町総合計画

の商工業の振興に掲げる「空き店舗の活用促進」「地域拠点づくりやイベント開催の

支援」「創業支援計画策定」「製品開発、販路拡大等の支援」に沿って、１０年先を

見越した振興の在り方を次のとおりとする。 
 

①小規模事業者が経営目標を掲げた計画を実行して持続的発展を成し遂げること

で商工業者の減少に抑制を図ること。 

②創業者の創出や育成、円滑な事業承継を促進して小規模事業者の新陳代謝を活

発化することで地域経済の安定を図ること。 

③小規模事業者にマーケットインの意識を浸透させたオンリーワン商品の開発や

販売を促進させることで売上拡大が図られること。 

④中心市街地の空き店舗、古民家を活用した地域振興や賑わいを創出して地域経

済の安定を図ること。 

 

(３)経営発達支援事業の目標 

小規模事業者の存続と持続的に発展させるため中長期的な振興のあり方を踏ま

え、商工業者の減少、地域経済の停滞を防ぐため小規模事業者数 550件の維持を目

標として、下記に重点をおいた支援強化を図る。 
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①小規模事業者の経営基盤の改善、持続的発展の支援強化 

②多度津町、当所で策定した産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた「創業

支援事業計画」に沿った創業支援と香川県事業承継ネットワーク事業への参画

による事業承継の支援強化 

③マーケットインを目的とした商品開発、販路開拓の支援強化 

④中心市街地（商店街）の空き店舗、周辺の古民家を活用した地域振興のための

賑わい創出、地域経済の活性化の支援強化 

 

（４）目標達成に向けた取り組み方針 

小規模事業者自らが「気づき」「考え」「行動」する意識、意欲を引き上げ、経営

上の問題や課題解決して事業継続、持続的発展を目指す取り組みにきめ細かな支援

を行ない、目標達成に導くことを取組みの方針とする。 
 

①経営分析を通して企業診断を行い、地域内経済動向調査や需要動向調査を活用し

て事業計画策定支援に取り組む。計画策定後はフォローアップを実施して確実に

目標を達成できるよう支援することで経営基盤の改善と強化を図る。 
 

②創業についてのワンストップ相談窓口を設置し、創業予定者の掘り起こしや相談

者を対象に創業セミナーを開催して創業に必要な計画策定の作成支援を図る。ま

た、スムースな事業承継を行うため事業承継診断に取り組みながら計画策定を促

進させて事業承継支援の強化を図って事業者数の維持を図る。 
 

③マーケットインを意識した商品開発や持続的な発展を目指すためのセミナー、個

別相談会を通して展示会、見本市、商談会等への出展参加を積極的に勧奨して販

路、売上拡大を目標とした支援強化を図る。 
 

④中心市街地周辺に残る古民家等を店舗、コミニティースペースに活用して集客力

を高め、賑わいの創出を図ることを目的に建物の現状把握する建物状況、所有者、

賃貸の可否、改修の可否等について多度津町、多度津商業組合と連携協力して調

査を実施する。調査の結果、利活用が可能なものについてはデータ化して多度津

町、当所の広報、ホームページで公開や地域不動産業者に情報提供を行ない町内

外の事業者や新規開業者等を誘致斡旋し、空き店舗対策、賑わいの創出、経済振

興を図る。 

上記の目標を達成するため、（別表４）掲載の支援機関等と連携することで面的支援

を行う。また、支援事業の進捗状況、効果、目標の達成度を確認、評価するために外

部評価体制を構築し、評価の結果をもとにＰＤＣＡサイクルで改善を繰り返して目標

達成を図る。経営支援に携わる職員は、情報の共有化、支援の平準化、質の均等化、

支援スキルの向上を図る。 

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） 
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（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  
 

２.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

   地域の業種別景気動向、経営上の問題など把握するため、アンケート形式による

「多度津町景況調査」を継続実施している。平成 29 年から「多度津町経済動向調

査」を実施、併せて日本商工会議所「LOBO調査(早期景気観測)」に参加し、全国、

四国の景気状況の把握に努めている。地域内の景況感、資金需要等について情報、

意見交換を行う「景況金融懇談会」を多度津町、金融機関、商工業者において開催

している。 

これまでも実施はしているものの、調査別分析から各調査分析の比較やリンクさ

せた専門的な分析ができていなかったため、改善した上で分析を行い、分析結果を

管内事業者に広く周知し、経営指導を行う基礎データとして活用する。 

 

 (２)事業内容 

①多度津町景況調査(昭和 55年より実施) 

  地域内景況感を把握するために経営状況(売上、収益、在庫、設備投資、雇用

状況、資金繰り、経営の問題点)に全産業と業種別に景況感と経営の問題点を

分析し、調査の結果は報告書にして情報提供を行う。 
 

（調査対象）当所全会員 515事業所 

（調査回数）年１回(毎年９月末時点) 

（調査目的）前年比の景況感、経営課題の把握及び情報提供 
 

②多度津町経済動向調査(平成 29年より実施) 

  「肌で感じる足元の景況感」を把握するため四半期毎に調査対象企業に業況、

売上高、採算、仕入単価、従業員、資金繰りの項目について調査を実施し、

業況ＤＩ指数分析を行ない、分析結果は情報提供を行う。 
  

（調査対象）３２社(製造業 10、建設業 7、卸・小売業 8、サービス業 7) 

（調査回数）年４回(四半期毎 6.9.12.3月実施) 

（調査目的）地域内の短期(3 ｶ月)の経済情勢の把握及び情報提供 
 

③ＬＯＢＯ(早期景気観測)調査(平成 29年より実施) 

  日本商工会議所の LOBO 調査に参加協力し、売上高、採算、仕入単価、従業員、

業況、資金繰りについて今月と先行き見通しの集計結果をもとに全国、四国

ブロックの景気動向を全産業、業種別に取得し情報提供を行う。 
 

（調査対象）１０事業所(製造業 2、建設業 2、卸売業 2、小売業 2、サービス業 2) 

（調査回数）年１２回(毎月) 
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（調査目的）全国及び四国地区の景気動向把握及び情報提供 
 

④景況金融懇談会の開催 

地域内の経済動向に関する多度津町景況調査の分析結果をもとに公表し、地域

の景況感、企業が直面している経営課題、公共工事発注状況、融資状況、住宅

着工状況、預金量の推移等についての情報交換を目的とした「景況金融懇談会」

を多度津町、地元金融機関、商工業者にて開催し、会議の内容は公表して情報

提供を行う。 
 

（開催回数）年１回 

（対 象） 多度津町(総務・建設・産業課)、金融機関(日本政策金融公庫・   

百十四銀行・香川銀行・中国銀行・高松信用金庫)、商工業者 

（目 的） 地域内の景況感について情報交換及び情報提供 

 

（３）成果の活用 

上記、事業内容①～④の地域の経済動向調査等の分析した結果や会議内容につい

て終了後、すみやかに当所ホームページ、広報誌等に掲載し、広く管内事業者に周

知する。また、経営指導の巡回、窓口相談時において経済動向を説明する際の参考

資料として利用する。 

 

（４）目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

（１）現状と課題   

  これまで経営分析は、マル経資金の推薦審査や補助金申請時にしか行っておらず、

常に受動的な支援で事後は、ほとんど確認やフォローアップができてない。 

これからは事業者と巡回・窓口相談、金融や税務相談会、セミナーなど接触の機

会の利用、巡回訪問頻度を増やすことで経営課題を見つけ出し、解決に向けた経営

分析を実施する。高度な専門的な知識が求められる問題は、支援機関と連携して中

小企業診断士、税理士等の専門家を派遣し、問題解決に向けたサポートを行う。 

項  目 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

①多度津町景況調査 1回 1回 1回 1回 1回 

情報公開(年) 1回 1回 1回 1回 1回 

②多度津町経済動向調査 4回 4回 4回 4回 4回 

情報公開(年) 4回 4回 4回 4回 4回 

③LOBO(早期景気観測)調査 12回 12回 12回 12回 12回 

情報公開(年) 12回 12回 12回 12回 12回 

④景況金融懇談会 1回 1回 1回 1回 1回 

情報公開(年) 1回 1回 1回 1回 1回 
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（２）事業内容 

①経営分析対象事業者の掘り起こし 

・巡回・窓口相談を通じて事業者と接触したヒアリングから売上、収益、資金繰

りや経営の問題点についての状況が容易に推測でき、悪化していると判断した

事業者に経営分析の必要性について説明し、経営分析の実施につなげる。 

・多度津町景況調査の回答から売上、収益、資金繰りが悪化している小規模事業

者を抽出して経営分析の必要性について説明し、経営分析の実施につなげる。 

・金融・税務相談のマル経融資申込者、決算申告の指導を通じて売上、収益が減

少している事業者に経営分析の必要性を説明し、経営分析の実施につなげる。 
 

②経営分析の手法 

・経営分析に同意した事業者から提出された財務諸表をもとに経営指導員等が中

小企業基盤整備機構の「※経営自己診断システム」を利用して財務分析（収益

性、効率性、生産性、安全性、成長性、資金繰り）を行い、経営状態がどのよ

うな評価なのか、どう改善すべきか指標や結果をもとに具体化する。 

・事業者の現状把握する自社の商品、サービスの強み、弱みの内部環境、市場や

生活、社会性の変化にともなう機会、脅威の外部環境についてヒアリングによ

るＳＷＯＴ分析等を行ない課題と解決策を明確化する。 

 

(経営診断結果サンプル①②③) ※中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ＳＷＯＴ分析サンプル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①総合診断結果 ②資金繰診断結果 

③個別指標診断結果 
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【経営分析手法】 

分 析 法 分析の内容 使用するツール 

経営分析 財務状態の把握 「経営自己診断システム」中小企業基盤整備機構 

経営分析 経営状態の把握 「ローカルベンチマーク」経済産業省 

ＳＷＯＴ分析 自社評価  

ＰＥＳＴ分析 経営戦略、事業戦略  

ＡＢＣ分析 販売管理（売れ筋）  

デシル分析 顧客管理（購買金額）  

ＲＦＭ分析 顧客管理（購買頻度）  

 

 

（３）経営分析結果の活用 

   分析結果は、事業者に訪問または来所してもらい、経営状態の評価、問題点を

丁寧に説明し、事業計画策定へ結びつける。また、分析データは事業所別に集約

して当所イントラネットの共有フォルダに保存し、支援職員が参考として閲覧で

きるよう共有し、問題点解決に関する経営相談、商品開発、販路拡大、セミナー

や相談会開催時に積極的に出席を促し、事業計画策定につながるよう活用する。 

 

（４）外部支援機関、専門家の活用 

   分析の結果、多重債務や債務超過により条件変更の事業再生、相続をともなう

事業承継など、より高度かつ専門的な課題や問題が明らかとなった場合には、香

川県中小企業再生支援協議会、ミラサポ、香川県よろず支援拠点、香川県事業引

継ぎ支援センター、香川県事業承継ネットワークとの連携及び専門家派遣事業を

活用して、課題や問題解決に向けた支援を行う。 

 

（５）目標 

地域内小規模事業者 577件の 10％を目標に 5年間で分析件数 60件を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 （１）現状と課題 

これまで事業計画策定支援については、セミナーを開催したものの補助金獲得の

ため経営計画策定やマル経資金利用など金融支援の事業計画策定に限定されていま

した。 

支援内容 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 

経営分析件数（下記内訳） 8 件 10 件 14 件 14 件 14 件 

巡回・窓口相談からの分析件数 3件 4件 5件 5件 5件 

景況調査からの分析件数 2件 2件 3件 3件 3件 

個別相談からの分析件数 2件 2件 3件 3件 3件 

マル経申込者からの分析件数 1件 2件 3件 3件 3件 
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今後は、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、セミナー開

催方法を見直すなど、改善した上で実施する。 

 

 （２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を述べても、実質的な行動や

意識に変化を促すまでには至らないため、経営者が自ら事業計画を作成しようとす

る意欲引き出すカリキュラムを工夫することで、取組みに対してのハードルを下げ

る。このことにより２．で経営分析を行った事業者の年５割程度の事業計画策定を

目指す。併せて、持続化補助金等の申請を契機として経営計画の策定を目指す事業

者の中から、実現の高いものを選定して事業計画策定につなげていく。 

 

  (３)事業内容 

①創業者の掘り起こし 

  地域経済の停滞を防ぐには、小規模事業者数の維持することが必要不可欠で

あり、廃業が増加傾向にあるなか、新たに開業を目指す創業者の掘り起こしと

育成が欠かせない。そこで、多度津町、支援機関（金融機関）等と連携したワ

ンストップ相談窓口（当所）を開設し、来所した相談者を対象とした創業セミ

ナーを開催し、事業を成功に導くための創業計画策定の支援を強化する。 
 

  

 

 

 

 

 
 

②事業計画策定の支援 

巡回、窓口相談、金融、税務相談会、各種セミナーを通じて事業計画策定の

取り組みが必要とする事業者の潜在的掘り起こしを行ない、計画策定を目指す

小規模事業者に対して経営計画作成については経営指導員並びに経営支援員が

助言・アドバイスや中小企業診断士・税理士など専門家より個別相談会を実施

して支援する。 
 

③補助金活用、認定制度申請等による事業計画作成支援 

  経営計画実行に活用できる補助金獲得や認定制度申請を目的とした事業計画

書作成を支援する。 
 

④創業に関する事業計画策定の支援 

創業においては、事業計画(販売計画、仕入計画、資金計画、収支計画、返済

計画)の作成の助言、アドバイスを行うとともに、開業時の事業形態、許認可可

否、税務、労務関係の届出など一連の必要な手続きについて説明し、開業資金

の融資は開業計画作成を支援し、日本政策金融公庫や地元金融機関へスムース

に繋げるよう連携を図り支援する。 

創業セミナーの内容  

・創業の心構え 

・創業者の体験談（開業者の経験談、アドバイス） 

・創業計画書作成の仕方とポイント 

・創業に必要な資格、許可、届出 

・創業に関する支援制度、支援機関 
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（４）目標 
経営分析を実施した事業所の約半数 29件を目標にする。 

支 援 内 容 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 

創業セミナー開催 1回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定件数 
(内 創業計画策定件数) 

3件 

(1) 

5件 

(2) 

7件 

(3) 

7件 

(3) 

7件 

(3) 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

   事業計画策定後において、事業の進捗状況の確認、改善のフォローアップは事業

者から依頼により窓口又は訪問して支援を行う受動的な対応でした。これからは、

定期的に巡回訪問する能動的な姿勢に改善した上で支援を行う。 

 

(２）事業内容 

事業計画策定した全事業者を対象とし、経営指導員等が定期的な巡回訪問のうえ、

事業計画の進捗状況の確認、改善等の事後フォローアップを継続して支援する。 
 

①事業計画の支援（既存事業者） 

事業計画策定した事業者には、４ｶ月に１回訪問し、売上、収益、資金繰りの

状況をヒアリングにて確認し、ＰＤＣＡサイクルを回してフォローアップしな

がら目標達成まで伴走支援を行う。進捗が計画と著しく乖離している場合は、

ミラサポ、よろず支援拠点の専門家派遣事業を利用し、第三者的視点、専門的

知見を活用して原因の検証と解決策を立案、資金調達が必要な時には、小規模

事業者経営改善資金について説明し、資金調達までトータル的に支援する。 
 

②創業計画の支援 

  創業計画策定事業者には、２ｶ月に１回の訪問を実施し、記帳指導やヒアリン

グから売上、収支状況、キャッシュフローの確認、ＰＤＣＡサイクルで改善し

て事業が安定するまで支援を行う。また、販路拡大、市場開拓を視野に入れた

マーケティングのスキルを身につけてもらうため当所主催の研修会への参加を

促し、新規顧客づくりと目標達成ための事後フォローアップの支援を行う。 
 

③事業承継計画の支援 

事業承継計画策定事業者には、４ｶ月に１回の訪問を実施し、事業承継に関す

る税制、融資、補助金などの情報提供を行いながら、売上、収益、資産と債務

状況、株式等の所有状況等についてヒアリングによって確認する。その結果、

事業承継について障害となる問題があった場合は、事業引継ぎ支援センター、

よろず支援拠点、事業承継ネットワークなどと連携して解決あたり、円滑にス

ムースな事業承継に向けた取り組みの支援を行う。 
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（３）目標 
項 目  H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 

①事業計画策定件数 
(フォローアップ回数) 

3件 

(9回) 

4件 

(12回) 

5件 

(15回) 

6件 

(18回) 

7件 

(21回) 

②創業計画策定件数 
(フォローアップ回数) 

2件 

(12回) 

3件 

(18回) 

3件 

(18回) 

3件 

(18回) 

3件 

(18回) 

③事業承継計画策定件数 
（フォローアップ回数） 

1件 

（3回） 

1件 

（3回） 

2件 

（6回） 

2件 

（6回） 

2件 

（6回） 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 （１）現状と課題 

これまで小規模事業者からの相談に対して受動的支援を行ってきた結果、需要動

向については、経営相談や補助金申請のための事業計画作成支援する際に助言、ア

ドバイスとして支援職員の知見を口頭で説明する程度の情報提供しかできておら

ず、需要動向調査は行ってこなかった。 

今後は、小規模事業者に対してマーケットインの考えを浸透させるため、自社で

提供する商品、サービス、技術等の現状を知るため消費者、バイヤー、取引先に意

識、ニーズ、市場動向を把握して新たな市場、ターゲットを意識した新商品、新サ

ービスのアンケート、モニター、テストマーケティングを実施し、評価をもとに開

発、改善して販路拡大に繋げるため需要動向調査の実施に向けた支援を全面的に行

う。 

 

  (２)事業内容 
 

①個社アンケート調査の実施 

顧客、取引先、消費者を対象に新商品、新サービスの検証するため紙面によ

るアンケート形式の調査を実施し、調査結果は分析を行ない改良に反映させる。

個社でアンケートの作成や分析が困難な事業者については、経営指導員等が代

行して支援を行う。 
 

調査方法 広く消費者の意見や感想を得るため、店頭で顧客に紙面に記入、 

または聞き取りでアンケートを行う。取引先へは郵送、メールでア

ンケートを実施する。 

調査対象 顧客、従業員及び家族、行政・金融機関、各種団体、取引業者等 

調査項目 属性（性別・年齢）、消費意識（購買行動・価格感度）、 

     商品評価（価格、質、量、パッケージデザイン） 
      ※項目は業種に合わせた内容に変更する 

回収目標 1回につき１００件 
      ※回答率を高めるため粗品や割引クーポンを配布する 

 

②モニター、テストマーケティング調査の実施 
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  上記、①のアンケート結果をもとに試作した新商品、新サービスについて消

費者の反応を検証するモニター調査、テストマーケティングを紙面にてアン

ケート票を作成して実施する。そのアンケート結果は分析し、ブラッシュア

ップして改良や改善に反映させ完成度を高める。 
   

   調査方法（顧客・一般消費者用） 
・生の声を収集するため店頭で試作品、試食による紙面アンケート形式の

モニター調査を行う。 

・イベント、祭りなど催事の来場者を対象として試作品、試食による紙面

アンケート形式のモニター調査を行う。 

・当所青年部、女性会など各種団体等から対象を抽出し、試作品、試食の

生の声を収集するためモニター依頼やモニター座談会を開催する。 

（事業者・バイヤー用） 

・展示会、商談会等へ出展してテストマーケティングを行い、商品、サー

ビスに対してプロの視点でみた反応や評価の声を収集する。 

   調査対象 顧客、従業員及び家族、行政・金融機関、各種団体、取引業者、    

        一般消費者、来場者、バイヤー等 

   調査項目 試作品、サービスの評価、感想（満足度、価格設定、購買意欲） 
         ※項目は業種に合わせ内容に変更する 

   収集目標 1回につき３０件 

 

③外部調査、統計データの活用 

小規模事業者が自ら需要動向調査を行うには、人材、時間、知識等の不足か

ら制約が多く、負担の軽減を図るためインターネット上に公開されている民間

企業、政府の調査データ（市場、消費者、ＩＴに関する調査）を利用し、新商

品、新サービスの企画開発、販路開拓等に活用する。 
 

外部調査元 調査データの内容 

調査のチカラ ﾋﾞｼﾞﾈｽ、IT、ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの意識、市場動向 

レポセン ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ向け消費者意識 

政府統計の総合窓口 国民生活調査、人口変動 

経済ニュース 国内外の経済状況、今後の展望 

生活定点 消費者意識 

矢野経済研究所 業界別市場動向 

ＪＭＲ生活総合研究所 食品、流通の消費者意識、市場動向 

マクロミルモニタサイト ライフスタイルの意識 

インテージ 消費者意識、ライフスタイル 

ＭＭＤ研究所 ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞﾊﾞｲｽに関する消費者意識 

ＩＤＣ Japan IT利用、実態、市場動向 

ＭＭ総研 IT ﾃﾞﾊﾞｲｽ､ｱﾌﾟﾘ市場動向、出荷状況 

ＮＴＴコム リサーチ IT ｻｰﾋﾞｽ､ｱﾌﾟﾘの利用、意識 

日経ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ IT ｻｰﾋﾞｽ、SNS、WEB利用、意識 

日経テレコン 業界、市場、商品情報 

ＲＥＳＡＳ地域経済分析 商圏調査 
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（３）目標 
項     目 H31年 H32年 H33年 H34年 H35年 

①個社アンケート調査実施件数 1 2 2 3 3 

②モニター、ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実施件数 1 2 2 3 3 

③情報提供回数 3 6 6 9 9 

 

 

７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】  

 

（１）現状と課題 

   小規模事業者においては、人材、設備、資金、時間に制約があり、新たな需要開

拓や販路拡大を目指す活動、自社の情報発信にも取組めていない事業者がほとんど

である。そこで、当所は販路開拓に取組む事業者の掘り起こし、事業の取組みの負

担を軽減するため、需要動向調査の分析結果をもとに、マーケットトインを意識し

て「何を」「どこへ」「どう売るのか」という目的を明確にさせ、まずは近隣（県内）

で開催される展示会、見本市、商談会、物産展等を該当する事業者を訪問して出展

へ誘導し、申請から成果検証まで一度経験を積んで上で県外、全国市場をマーケッ

トに意識した展示会、商談会出展へとステップアップして販路開拓の目標達成に向

けた支援を行う。また、ＩＴやインターネットを活用した販路開拓や商品、サービ

スの知名度の向上を図る。 

  

(２)事業内容 

①展示会・商談会等の出展支援 

  小規模事業者でも出展が容易な県内等の展示会、商談会を対象となる事業者

へ個別訪問して開催内容を説明し、需要開拓への意欲を掘り起こし、出展の意

思ある事業者には、出展申請、事前準備(商品選定、商談シート、サンプル、Ｐ

Ｒコメント、商談の心得、バイヤーの情報)、当日の運営（ディスプレイ、商品

陳列、商談のポイント）を成果に繋げるために事前に資料提供、説明を行ない、

出展後には成果や改善点を検証するフォローアップを繰り返し行なう一連の流

れを体験した上で県外、全国市場を意識した出展へとステップアップしながら

販路・市場開拓の目標を達成する支援を行う。 
 

香川県内での展示会・商談会 対象 出展対象 主 催 

かがわ産業ビジネスマッチング バイヤー 特産品、雑貨 高松商工会議所 

食品商談会 バイヤー 食品、加工品全般 かがわ産業支援財団 

たかしんビジネスマッチング ＢtoＢ 食品、雑貨、製品 高松信用金庫 

四国ビジネスマッチング ＢtoＢ 技術、製品の商談 全国中小企業取引振興会 

 

②ＩＴなどインターネットを利用したＥＣ支援 

提供する新商品、新サービスなどの販路拡大や知名度の向上を図るための自
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社ホームページの立ち上げ、インターネットショッピングＥＣサイト（ヤフー

ショッピング、楽天市場、Amazon 等）への出店手続き、申請からサイト運営管

理までのノウハウに加えて、ＳＮＳ（Fecebook、twitter、LINE、instagram、

YouTube等）を利用した販路や市場開拓、商品・サービスの知名度向上をはかる

取組や手法についても専門家を派遣して支援する。また、ＢtoＢ支援として国

内向け「ザ・ビジネスモール」(大阪商工会議所運営)、海外向け「ジェグテッ

ク」(中小企業基盤整備機構運営)のサイト活用について説明し、同意を得た事

業者に登録の申請手続きからサイト運用管理まで需要開拓に繋げる支援を行

う。 
   

③支援機関等と連携した支援 

小規模事業者の需要開拓を行う上記①②の事業活動のなかで資金が必要とな

った場合、小規模事業者経営改善資金の利用の手続きや連携した地域金融機関

に融資依頼を仲介してスムースに資金調達が実行されるよう進達を行う。また、

専門性を要する高度な課題が発生した場合、支援機関を選択して課題に即した

専門家による相談対応や専門家派遣を依頼して課題を解決し、販路・市場開拓

の支援を行う。 
 

連携する支援機関 内   容 

よろず支援拠点 マーケティング、商品開発、デザイン、専門家派遣 

中小機構四国支部（ﾐﾗｻﾎﾟ） 地域資源活用、農商工連携、海外展開、専門家派遣 

香川県産業技術センター 産業技術の研究開発、技術相談、試験分析 

ジェトロ香川（新輸出大国ｺﾝｿｰｼｱﾑ） 海外展開戦略策定、専門家支援 

日本政策金融公庫 資金調達（マル経資金） 

金融機関（百十四、香川、中国、高信） 資金調達 

 

（３）目標 
  ①出展支援 

項  目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

出展者支援件数 1 2 3 3 3 

商談成立件数 1 2 3 3 3 
  ②ＥＣ支援 

 

 
 

 

③連携支援 

項  目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

資金調達支援件数 3 3 4 4 4 

専門家派遣件数 1 2 3 3 3 

 

項目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

EC ｻｲﾄ出店件数 2 2 3 3 3 

IT 活用需要開拓支援件数 3 5 7 7 10 
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Ⅱ．地域経済を活性化に資する取り組み 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 
 

（１）現状と課題 

   これまで当所は地域資源を活用した特産品、観光ルートの開拓、観光マップや中

心市街地（商店街）活性化事業等に単独で取り組んできたが、事業の実施財源が補

助金に依存しており、終了後は財源の確保、マンパワー不足から継続ができていな

い。地域の活性化イベント等において各団体が個々に実施しており、地域が一体と

なった取組となっていない。 

今後は、地域の特性、資源を十分踏まえながら、地域ブランドの促進と真に効果

ある地域経済の安定を図るべく活性化の模索について多度津町、企業、各種団体等

が意識を共有し、方向性や役割を認識した上で、地域が一体となった活性化事業の

取組が必要である。 

 

  (２)事業内容 
   

①地域活性化の意識共有を図る仕組みづくり 

「たどつ」ブランドの向上と地域振興を目的に多度津町が「まねきねこ課」を

官民で設置し、当所も参画している。この「まきねこ課」を各団体が実施、企

画する特産品開発、観光開発、イベント等の取組についてそれぞれの役割を認

識し、意識の共有、連携、意見交換を図る仕組みを構築する。今後、定期的（年

6回）に進捗や意見交換を行い、地域が一体感をもった活性化の取組となるよう

調整を行う。商工会議所は、事務局を担うとともに事業全体のコーディネイト

の中心的役割を果たしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中心市街地の賑わい、商店の魅力創出事業 

商店街は「便利で楽しい場所」の再構築をはかるべく、個々の商店、商品の

魅力を消費者にＰＲする「一店逸品」を実施する。加えて、休憩やコミニティ

に利用できるスペースを設置して、商店街での滞在時間を増やすことで消費、

売上の拡大を図る。また、既存商店に売場スペースの調査を実施し、余裕があ

る店舗は、創業予定者等に売り場にスペースを貸す「ショップインショップ」

を試みて既存店は新たな顧客の開拓、創業者等は出店コスト、リスクの軽減、

テストマーケティングの場として利用を促進する。創業者の売上が順調な場合、

ﾀｳﾝﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ「まねきねこ課」 構成メンバー 

つながりプロジェクト 中讃ケーブルビジョン㈱ 

おいでまい町家プロジェクト 多度津町観光協会 

たどつまち歩きの会 多度津町教育委員会 

多度津さくら工房 多度津商工会議所青年部 

四国旅客鉄道㈱多度津駅 金剛禅総本山少林寺 

ナイスタウン出版㈱ 多度津町役場 

㈱ｔａｏ 多度津商工会議所 
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空き店舗等を紹介、斡旋して空き店舗対策につなげる。 
 

③若者の地元就職、定住等を促進するための事業 

地元の若者を地元企業に就職して地域の人口減少、地域や経済の衰退、企業

における人手不足の解消を目的に「多度津町企業ガイドブック（仮称）」の作成

に取り組み、成人式に出席する新成人に配布して、地元での就職を推進する。 

また、当青年部が実施している婚活イベントを積極的に支援して若者の定住を

促進し、定住人口の増加、少子化の解消につなげる。 

  

  

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）現状と課題 

   これまで他の支援機関との連携については、高度かつ専門的、技術的な支援を要

する場合のみ専門家派遣や融資斡旋に係る案件毎の情報提供となっていた。 

   今後は地域の支援機関、金融機関との連携に加え、近隣の商工会議所との情報交

換を行い、支援事例やノウハウの共有化することで小規模事業者への支援力の向上

を図る。 

 

(２) 事業内容   

 ①景況金融懇談会の開催(年 1回) 

日本政策金融公庫高松支店、地元金融機関、多度津町、事業者にて地域内の景

気動向、創業、経営革新、販路拡大、経営課題解決のための経営計画策定に係

る情報交換の場として活用する。 
 

②支援機関との情報交換会の開催(年 2回) 

当管内の支援機関である地元金融機関と半年に１回、支援した事例、ノウハウ

等についての情報交換を行い支援力の向上を図る。 
 

③金融支援の情報交換 

日本政策金融公庫高松支店が主催の「経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会」

(年 1 回)を利用し、経営計画、創業計画策定支援と金融支援の事例、ノウハウ

について県下 6 商工会議所の情報交換の場として活用する。また、日本政策金

融公庫高松支店と共催して開催している金融相談会(年 12回)の機会を利用し、

県内の金融状況について情報交換を行い、金融面での支援力向上を図る。 
 

④香川県、四国における支援に関する情報 

香川県商工会議所連合会が実施する「商工相談所長会議」(年 2 回)、四国商工

会議所連合会が開催する「四国ブロック商工相談所長会議」(年 1 回)において

小規模事業者への支援内容や経営課題に関する情報交換、情報収集を行い、支

援事例のノウハウを参考として支援力向上を図る。 
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⑤香川県内支援機関との連携強化 

中小企業基盤整備機構四国支部、かがわ産業支援財団(よろず支援拠点)、ジェ

トロ香川、香川県事業引継ぎ支援センター等との連携や情報交換を強化して、

支援の成功モデル、専門家派遣による支援を参考にして小規模事業者の経営発

達に資する創業、経営革新、新分野進出、販路拡大等に当所が総合窓口となり

ワンストップ支援が行えるよう体制を整えて支援力の向上を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質の向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

  小規模事業者の経営環境が変化するなか、支援する側である当所においても変化

に対応した支援が求められ、支援の在り方を組織全体として再構築する必要がある。

そこで、多様化する支援のニーズに対応できるコミニケーションやコンサルティン

グ能力、知識の習得を図るため OFF-JT、OJT を強化し、効果的な支援ができる人材

育成と情報の共有化を図る体制づくりが急務となっている。 

  

(２) 事業内容 

①外部研修会等の積極的活用（Off-JT）  

支援に携わる職員の経験、知識習得度を確認し、不足する知識の習得とレベル

アップを図るため目的に合わせた研修会に派遣する。 
 

テーマ 経営分析、マーケティング、創業、経営革新、事業承継、資金調達 

手 法 ・経営支援担当職員研修（香川県商工会議所連合会主催） 

    ・中小企業大学校支援機関向研修（関西校、広島校） 

    ・日本商工会議所、中小企業庁等が実施する支援者研修 

    ・経営指導等ＷＥＢ研修  
 

②支援スキル習得、支援の平準化（OJT） 

支援を行う際に必要なコミニケーションやコンサルティング能力は研修会な

ど Off-JT の知識学習では得られず、経験が重要となる。これを補うため経験

の少ない支援担当職員に OJTを積極的に実施し、組織全体の支援能力の向上を

図る。 
  

テーマ 支援の進め方、支援方法、コミニケーションスキルなど 

 手 法 ・経験豊富な職員と経験の少ない職員とのミーティング又は同行 

     ・専門家派遣の際には指導現場への同席 

     ・スーパーバイザー事業の活用 
 

   ③情報の共有化 

支援を行った職員は指導した内容、進捗状況、履歴をデータベース化した経営

カルテ（電子データ）に速やかに記録し、他の支援職員がいつでも閲覧できる

環境を整備し、進捗状況の確認や支援の進め方、手法に活用することで担当職
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員でなくても一定のレベル以上の対応ができるようにする。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題  

   本計画書の記載事業の達成状況及び成果については、ＰＤＣＡサイクルによる評

価シートにて「数値的評価」について外部有識者を組織して事業の成果・評価・見

直しする仕組みを構築する。 

 

(２) 事業内容 

①事業の成果、評価・見直しを行うために外部有識者(多度津町産業課長)、地元

金融機関(百十四、香川、中国、高松信金)支店長、税理士等をメンバーとした

「経営発達支援計画評価会議」を毎年 1回開催する。 

②事業の成果、評価、見直しの結果は、常議員会に報告して承認を受ける。 

③事業の成果、評価、見直しの結果を当所ホームページ(http://www.tadotsucci.net/)
で公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadotsucci.net/
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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 

 （2018年 4月現在） 

（１）組織体制 

    ・商工相談所職員であたる 

 

 事務局体制 

・商工相談所 経営指導員 2名 ( 男 2 ) 

経営支援員 3名 ( 女 3 ) 

 

 

 

 

 

 

   商工相談所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

      多度津商工会議所 商工相談所 
      〒764-8508 香川県仲多度郡多度津町東浜６番３０号 

     TEL 0877-33-4000 FAX 0877-33-4713   

E-mail tadotsucci@tadotsucci.sakura.ne.jp 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL  http://www.tadotsucci.net/  

 

 

 

 

 

 

 

専務理事 

経営支援員 経営支援員 経営支援員 

経営指導員 
(相談所長) 

経営指導員 

http://www.tadotsucci.net/
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 

 

一般会計 

・商工振興費 
(内商工産業フ

ェア開催費用) 

 

商工相談所特

別会計 

・事業費 

 

 

 

 

3,000 

（1,400） 

 

 

1,900 

 

 

3,000 

（1,400） 

 

 

1,900 

 

 

3,000 

（1,400） 

 

 

1,900 

 

 

3,000 

（1,400） 

 

 

1,900 

 

 

3,000 

（1,400） 

 

 

1,900 

 

（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 

県交付金、町補助金、事業補助金（委託費）、会費等により調達する。 

 

 

（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 

・地域の経済動向調査に関すること 

・経営分析に関すること 

・市場調査、経済動向に関すること 

・経営計画策定支援並びに計画策定後の支援に関すること 

・創業、事業承継に関すること 

・新たな需要、市場開拓、販路拡大、海外展開に関すること 

・地域経済の活性化に資すること 

・経営発達支援事業を円滑に推進するための支援力向上に関すること 

連携者及びその役割 

 

団体名 役職 代表者 住所 連絡先 役割 
中小企業庁 長官 安藤久佳 東京都千代田区霞

が関 1-3-1 

03-3501-1511 ミラサポによる専門

家派遣、補助金 

四国経済産

業局 

局長 吉川雅之 高松市サンポート

3-33 

087-811-8900 中小企業施策の情報

提供 

香川県 知事 浜田恵造 高松市番町 4-1-10 087-831-1111 中小企業支援施策の

情報提供 

多度津町 町長 丸尾幸雄 多 度 津 町 栄 町

1-1-91 

0877-33-1110 商工振興、観光施策の

連携協力 

中小企業基

盤整備機構

四国本部 

本部長 福本功 高松市サンポート

2-1 

087-811-3330 専門家による高度な

相談、専門家派遣、経

営支援担当職員研修 

かがわ産業

支援財団 

(よろず支

援拠点) 

理事長 

(ﾁｰﾌｺｰ

ﾃﾞｨﾈｰﾀ

ｰ) 

大津佳裕 

(本多八潮) 

高松市林町 2217-15 087-840-0348 

(087-868-6090) 

高度かつ専門的相談、

専門家派遣 

JETRO 香川

(日本貿易

振興機構) 

理事長 中山 貢 高松市番町 2-2-2 087-851-9407 海外での展示会、商談

会、出店やセミナー等

の情報、相談支援 

香川県事業

引継ぎ支援

センター 

総括責

任者 

広瀬秀人 高松市番町 2-2-2 087-802-3033 事業の引継ぎについ

ての指導 

日本商工会

議所 

会頭 三村明夫 東京都千代田区丸

の内 3-2-2 

03-3283-7823 中小企業施策、景況調

査等の情報提供、経営

支援担当職員研修 

香川県商工

会議所連合

会 

会頭 渡邊智樹 高松市番町 2-2-2 087-825-3511 経営支援担当職員研

修、情報交換 

香川県中小

企業団体中

央会 

会長 国東照正 高 松 市 福 岡 町

2-2-2-401-4F 

087-851-8311 経営計画(ものづくり

補助金)の作成支援 
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日本政策金

融公庫高松

支店 

支店長 和田めぐみ 高松市寿町 2-2-7 087-851-0181 創業、経営革新、海外

展開における支援及

び金融支援 

百十四銀行

多度津支店 

支店長 多田篤史 多度津町東浜 3-23 0877-33-0114 経営計画の支援及び

金融支援 

香川銀行多

度津支店 

支店長 平瀬雅史 多度津町元町 3-27 0877-32-3155 経営計画の支援及び

金融支援 
中国銀行多

度津支店 

支店長 木口日出樹 多 度 津 町 大 通 り

3-45 

0877-33-2333 経営計画の支援及び

金融支援 
高松信用金

庫多度津支

店 

支店長 三島将司 多度津町東浜 4-8 0877-33-1313 経営計画の支援及び

金融支援 

中小企業大

学校関西校 

校長 山中和彦 兵庫県神崎郡福崎

町高岡 1929 

0790-22-5931 経営支援担当者向け

研修 

中小企業大

学校広島校 

校長 岡田 俊 広島市西区草津新

町 1-21-5 

082-278-4955 経営支援担当者向け

研修 

 
  

連携体制図等 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援に関して

連携する機関 

・経済動向に関すること 

・経営分析に関すること 

・事業計画に関すること 

・事業計画実施に関すること 

・需要動向調査に関すること 

・需要開拓に関すること 

多
度
津
商
工
会
議
所 

小
規
模
事
業
者 

専門性を要する高度な課題や相談 

専門家派遣、金融支援 

・支援力向上研修の参加 

・専門家の支援に帯同 

内容の詳細説明を事前連絡や調整 

（
目
標
）
事
業
継
続
と
持
続
的
発
展
の
実
現 
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