
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

善通寺商工会議所（法人番号 7470005002863） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

善通寺市の地域活性化に向けて行政及び各関係機関と連携を密にし、小規模事業者の経営

力の強化と事業継続にむけて小規模事業者の持続的発展を促すと共に伴走型支援により、会

員企業にとって地域の身近な相談相手となる「中小企業のホームドクター」として、役職員一

丸となり事業所支援に取り組む。また、小規模事業者の事業主の意識改革と第一課題である財

務力の強化に重点を置き、経営分析、事業計画の策定を中心とした指導を行う。一方で、高齢

化による廃業事案を最小限に抑えるため事業承継計画、南海トラフ地震に備え BCP 計画の策

定も支援し事業計画とあわせて 5 年間で 118 件以上策定支援することを目標とする。また、

地元金融機関と連携し、既存の「善通寺市中小企業競争力会議」組織を基盤に提言した中小企

業振興条例の理念に沿う中小企業の再興に向けた金融面での支援も行っていく。 

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地元金融機関・日本政策金融公庫との情報交換会議の開催 

②善通寺商工会議所版「善通寺市地域経済動向調査」報告書の作成 

③自作アプリによるタブレットを活用したヒアリング景気動向調査 

２. 経営状況の分析に関すること 
①事業計画策定セミナーの開催による経営分析 
②記帳継続対象者に対する経営分析 
③決算指導対象者に対する経営分析 
④マル経及び普通貸付申込者に対する経営分析 
⑤巡回・窓口相談時における経営分析 
⑥若手経営者に対する経営分析 

３. 事業計画策定支援に関すること 
①事業計画策定セミナーの開催による事業計画策定 
②記帳継続対象者に対する事業計画策定 
③決算指導対象者に対する事業計画策定 
④マル経及び普通貸付申込者に対する事業計画策定 
⑤巡回・窓口相談時における事業計画策定 
⑥若手経営者に対する事業計画策定 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること 
①経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の実施 
②専門家派遣実施によるフォローアップ 
③創業、経営革新、事業承継後のフォローアップ 
④BCP 策定支援 

５. 需要動向調査に関すること 
①一般公募によるモニタリング調査 
②各種団体及び研究所の公表するデータを利用した需要動向調査 

６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
①商品・サービスの魅力アップに繋がる+1(ﾌﾟﾗｽﾜﾝ)セミナー開催 

②人の呼び込み・外に向けた PRの支援③ビジネスマッチング支援 

④インバウンド対策支援 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 

１.地域活性化事業 
①「まちゼミ」の開催②ロボホンの観光振興への活用 

③販路開拓のための ITセミナー開催 

④地域活性化委員会の開催 

⑤展示会を活用した工業製品の展示即売の実施 

⑥ICTを活用した商品販売の実施 

連絡先 
善通寺商工会議所 商工相談所 Tel:0877-62-1124 

     Fax: 0877-62-8941     mail:info@zcci.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 

Ⅰ.概要 

1.善通寺市の現状と動向 
香川県の中西部に位置する善通寺市

は、弘法大師空海の生誕の地として知ら

れ、温暖な気候と災害の少なさ、また水

不足となりがちな香川県においても金倉

川、中谷川、弘田川が市内を流れ、水が

豊富な地域である。一方に南に大麻山、

西に五岳山など多くの自然とともに多数

の寺社（総本山善通寺はじめ四国八十八

ヶ所霊場 72番から第 76 番まで 5つの札

所）や旧陸軍施設、また大小 400 基の古

墳があり、歴史的遺物・建造物が多く在

している。 

また、総面積 39.93 平方メートル、人

口約 32,000 人・13,000 世帯とコンパクトながらも「陸上自衛隊第 14 旅団」、「四国こどもとおと

なの医療センター」、「四国学院大学」「高松自動車道善通寺インターチェンジ」など人口の流入要

因を多く抱えているまちである。 

一方で、特産品としては弘法大師にちなんで名づけられた『讃岐もち麦ダイシモチ』があり、昨

今の健康ブームに乗り人気・知名度ともに急上昇中である。 

そういった恵まれた環境にもかかわらず、当所管内事業者の約 80％を占める小規模事業者数は、

平成 24年の調査（経済センサス）によると 1,086となっており平成 18年 1,240と比べると 12.5％

減少。今後もこの現象は続くものとみられる。 

内訳として業種別では商業部門ではすべての業種で減少、工業部門においても一部運送業を除

き減少している。 

また、市内の商業活動はというと平成 28年に当所が善通寺市に要望を行い実施された「消費者

アンケート調査」によると、消費者が第一に重視するのは利便性であり、利便性に優れた「大型店・

量販店・コンビニ店」を頻繁に利用すると答えている。一方、商店街については「めったに行かな

い」「どんな店があるか知らない」と答えている。営業時間も長く、駐車場が完備され、一か所で

何でもそろうショッピングモールや大型スーパーまた量販店に対抗し、販売競争に小規模事業者

が打ち勝つのは容易ではない。 

しかしながらその様な状況の中でも、大型店のもつ利便性や目新しさに打ち勝つだけの魅力を

持ち、少ないながらも毎年利益を確実に得て事業を継続している優良店も存在している。大型店や

チェーン店にはない独自の工夫や魅力的な店主、地域の小さなニーズを拾い上げ事業に活かして

いく。そんな事業所も確実に存在する。 

今回、経営発達支援として当所は、そんな優良事業所をピックアップし事業者のさらなる発展を

促し地域振興につなげていきたいと考えている。 

近年、そういった優良事業所が高齢化及び後継者不在により事業を廃業する増加している。 

また、今後確実に起こるであろうといわれている南海トラフ地震に備えＢＣＰの策定が国から

促進されているが香川県の策定率は 10数％（四国において 13.2％）と想定される。災害の少ない

といわれている香川県においても震災後の対応如何によってスムーズな事業復興が行えるかどう

かで事業の存続率が大きくちがうということを考えるとＢＣＰの策定は重要でありかつ喫緊の課

題でもある。 

市内事業所の 16.3％を占める土木・建設業においてはＢＣＰ策定が県の入札ポイントに加点さ
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れることもあり、建設業におけるＢＣＰ策定と事業承継計画についても推進していきたいと考え

ている。 

2.人口の動き 
善通寺市の人口は、他の地方市町村の例にもれず、減少傾向が続いている。 

減少と同時に見られる現象がこれも他にもれず高齢化である。特に善通寺市の高齢化は 2010年

には高齢者率が 25.5％、さらに今から 23年後の 2040年に 35.2％になり、90歳以上の女性が人口

ピラミッドの最大値が占めるため、これらを見据えたまちづくりや振興を考えなければならない。 

また、生産年齢人口については、現在の 22,000 人から 16,000 人前後と大幅な減少となる見込

みで当然ながら深刻な人手不足に陥ると推定されている。 

 

 
 
3.就業者数の規模 
善通寺市内の就業者数については下記グラフによると、地域外へ就業している人が 6.4％で地域

外で所得を得てきていることがわかる。また産業別就業者数としては全体的に減少傾向にあるが

第 2次・第 3次産業の 5.5％減少が目立つ。 
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4.交通 
 交通面においては、市の北西に国道 11 号が横断しており市内移動の中心となっている。ま

た、市中心部から北約 6 ㎞に高松自動車道善通寺 IC があり、高松及び県外からの流入口となっ

ている。昨今のうどんブームと土日祝の ETC 割引の影響で一時利用者は大きな伸びをみせてい

たが、ブームも去り現在は落ち着いた値となっている。 
 一方、鉄道は国道と並行する形で JR が通っており、市中心部（善通寺市役所）から徒歩 5 分

の所にＪＲ善通寺駅、市中心部から北約 6 ㎞の所に JR 金蔵寺駅がある。善通寺駅は近隣 2 ㎞県

内に小学校・中学校・高校・大学がひしめき、通勤通学においての中心拠点となっている。 
また、全国一狭い県として知られる香川県において、善通寺市管内の小規模事業者の商圏は、県内

一円に達していると想像される。有効な宣伝及びＰＲを行うことにより爆発的な集客力をもたら

すこともあり、販促活動による効果・影響は大きいと考える。 

 
 
5.付加価値産業 

 
 善通寺市で公務・公共サービスを除き付加価値を生み出している産業としては、小売と対個人

サービス業があげられる。いずれも全国平均を上回り、善通寺において中心的産業といえる。一

方で卸、情報通信業においては全国平均を大きく下回っており、これらの産業力が弱いことがわ

かる。 
 
①卸・小売業 
商店街を中心とする長年地域を支え愛されてきた食料品・日曜雑貨などの販売を行ってきた事

業所の廃業が相次いでいる。なかでも、後継者の不在と大手スーパーやホームセンターなどの進出

により消費が流出しており、利益の確保が難しくなってきたことが要因と考えられる。 
②建設業 
善通寺市内の小規模事業所の多くは一人親方、個人事業者であり、なかでも造船業（下請け）が

占める割合は大きい。造船業は特に世界の経済動向による影響が大きく、近年景気は上向いている

ものの、下請け企業にまではその恩恵がもたらされていないという現状である。造船業のみなら

ず、下請けが中心の小規模事業所にとっては、今後事業を継続するにあたり人材確保と財務面、高

齢化による技術をはじめとする事業承継が重要な課題である。 
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③製造業 
昨今の景気低迷に伴い、大手製造業者の下請発注の減少及び受注元からのコスト削減による受

注単価の締め付けなどにより、売上はあるものの利益の確保が維持できないという事業所が多い。

こちらも人材の確保が大きな課題であり、現在のところ経費削減で対応しているという現状であ

る。 
④サービス業 
高速道路のインターチェンジがあるというアクセスの良さから、（独）農業・食品産業技術総合

研究機構(略称:農研機構)近畿中国四国農業研究センター四国や（独）国立病院機構四国おとな

とこども医療センターの他、四国管区警察学校など国の出先機関が多く存在し、サービス事業者に

とっては恵まれた市場環境といえる。しかしながら、いずれの消費者も市内滞在期間が短いことか

ら国道に面した大手量販店やスーパーに消費者を奪われている状況であり、それらへの消費の流

出を食い止めることが課題である。 
⑤飲食店・宿泊業 
飲食店については、近年若干の増加（78 事業所）が見られる。宿泊業においては善通寺市内に

おいてお遍路宿以外の宿泊施設として 2 ヶ所しかなく、インバウンド消費で観光客が今後増える

としても滞在は見込めない状況である。 
 
上記以外の中心産業として農業が挙げられる。災害の少ない香川県において農業は最も身近に

ある中心産業であり建設業と兼業する事業所も多い。 
 
《前事業評価について》 

前事業においての取り組みの結果、当所の提言により「善通寺市中小企業振興支援事業」（市内

中小事業者及び小規模事業者が販路拡大・経営革新のために行う新たに取り組みに対し、その経費

の一部（事業費の 1/2,上限 30万円）を補助する事業）が市により制定され、各方面から高い評価

を頂いた。 

また。その他のすべての事業において当所の評価機関としている中小企業競争力会議からも事

業実施において高い評価をいただくことが出来た。（各年度に関する評価は以下※のとおり） 

この第 1期事業を行う事で、事業所の販路拡大や IT活用に関する関心が高まり、当所への相談

も増加するとともに、事業所においてはより専門的な指導を求める事となり、事業意欲の向上に繋

がることとなった。 

今事業期間においても、小規模事業者とのつながりを重視し、善通寺市内の小規模事業者全体に

持続的発展に向けた経営分析及び事業計画の策定を浸透させていき小規模事業者のさらなる発展

をうながしたいと考えている。 

 

（※平成 27年度 経営発達支援事業評価報告書 抜粋） 

平成 27年度経営発達支援計画に基づく実施について、善通寺市中小企業競争力会が必要とし

て取り組んだ「善通寺市中小企業振興基本条例に基づく事業所アンケート」「消費者への買い物

動向調査」が【地域の経済動向調査に関すること】として始まり、経営者の意識改革に向けた取

り組み（「まちゼミ」等）、併せて個別事業者の発展に向けた支援の内容は、計画実施期間が短

く、また補助金に依存しない事業推進であることを鑑みれば、数値的には納得できるものであ

る。併せて善通寺商工会議所の会員増という付加価値は、本計画による支援が地域に少しずつ認

めてもらえた成果と思われる。 

今後については、伴走型小規模事業者支援推進事業補助金の活用もあり、数値のみならず、小

規模事業者の経営意識高揚による事業活性化の成長に向けて平成２８年度目標を超える成果を望

むとする。 

（※平成 28年度 経営発達支援事業評価報告書 抜粋） 

経営発達支援計画に基づく平成２８年度の実施内容は、支援担当者の数から推察して、かなり

の行動力を持って支援に取り組んだという評価が得られる。また取り組み成果としての件数につ
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いても良い評価をするものである。そして最も高い評価は、当地区でも事業者が減少する中、会

員数が増加していることは、事業者の目線でよい評価を得られていることが客観的に推測される

ところである。費用対効果の面から本年は会議所の支出が膨らみ、大きな負担となったことは今

後継続していくうえでも反省点である。 

次年度は、計画最終年度であることから、計画に沿った事業実施に取り組み、併せて現計画を

ブラッシュアップして平成３０年度からの経営発達支援計画策定に取り組むことを期待する。 

 
 

【小規模事業者の振興のあり方と目標】 

善通寺商工会議所は、地元経済団体として、地域活性化に向け善通寺市及び各団体（善通寺市商

店連合会、善通寺市観光協会、中小企業同友会、法人会など）と広く連携し、広域的に活動を行っ

てきた。 
当初は、今回申請期間を「小規模事業者間の相互連結期間」と位置づけ、中長期的な振興策とし

て集客に向けての売上向上及び利益確保に向けた取り組みを推進していく。 

今回、経営発達支援事業を実施するにあたり、小規模事業者間の共同連帯意識構築を達成するた

め、「まちゼミ」などの小規模事業者間の連携を促す取り組みを行うことで、多様化する消費者活

動に対応できる小規模事業者同士の「事業連帯」が図れると同時に地域振興が行えると考える 

一方で、小規模事業者個者支援策として、地域の身近な相談者である「中小企業のホームドクタ

ー」を理念とし、巡回指導を中心に来所しやすい会議所・相談しやすい会議所として中小企業及び

小規模事業者の支援を行う。 
これら具体的支援として、連帯意識の構築については「まちゼミ」などの活動、小規模事業者支

援については、経営状況分析により事業所の正確な状況を把握し、それらを基に事業計画の策定及

び定期的巡回指導により実行支援を行い、さらに市場についての適切な情報を小規模事業所に提

供し、販路開拓支援を積極的かつ伴走型支援により行う。 

 

【現状と課題】 

前に述べたとおり、善通寺市には多くの流入要因があるにもかかわらず、人・カネともに市内に

流入されておらず、市外への流れが止められていないという現状がある。特に、高付加価値産業で

ある小売・対個人サービス業においては、流入人口の減少=顧客の減少へ直結する。 
喫緊の課題として、流入人口の増加を図る試みとともに、中心産業である小売・対個人サービス

業がさらなる発展を遂げられるよう施策を行うことで、地域活性化を実現しなければならない。 
同時に、他の地方都市にもれず善通寺市でも、少子高齢化の波が迫っており、当所管内小規模事

業者おいても後継者不足・不在が廃業理由として第一位である。当所管内の商店街の商店主の 50％
が 70 歳以上ということから、10 年後は商店街存続の危機にさらされると推測する。当所において

事業および産業活動の存続には後継者問題・人材不足はともに重要な課題で事業者支援は避けて

通れない課題と認識しており、事業承継についても支援していく。 
また、指導員ほか職員のコミュニケーション能力及び指導能力をはじめとする資質向上に努め、

指導員一丸となって小規模事業者の売上増及び利益増にむけて積極的かつ能動的に取り組む。 
同時に、現在小規模事業者が特に取り組めていない課題である IT活用の促進をこの 5年間で重

点的に進めたいと考えている。これまで、「高い・難しい=導入の必要性低い」と考えていた事業所

が多くいたが、クラウドなどの安価で簡便なサービスやタブレット・スマホの普及など、ＩＴの必

要性は高まると同時に導入の壁は下がっている。いずれ訪れるであろう人手不足・高齢化に備える

ためにも IT活用は避けて通れないと考え、いちはやく推進していく。  

このＩＴ活用導入により業務プロセスの見直しや業務の効率化も行われると考える。 
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【数値目標】 

項 目 H29 H30 H31  H32 H33 H34 

窓口・巡回指導 1,600 1,620 1,650 1,680 1,680 1,680 

事業計画策定 20 20 20 26 26 26 

経営革新支援 1 2 2 2 2 2 

事業承継支援 3 4 5 5 5 5 

創業支援 3 3 3 3 3 3 

ＢＣＰ支援 2 3 3 3 3 3 

IT導入支援 2 5 8 10 12 14 

フォローアップ支援 5 5 5 7 7 7 

 
《目標達成に向けた方針》 

目標達成に向けて、各項目ごとに目標値を設定しその実現のため定期的巡回指導などの小規模

事業者と接点をもつことに重点を置く。また、指導員をはじめとする職員の資質向上のため中小企

業大学校への研修、資格取得の奨励、他商工会議所・商工会及び他団体との意見交換会などの開催

を行う。ＩＴ活用の必要性がある事業所をヒアリングにより抽出また導入に意欲的な事業所の抽

出を行うためＩＴ活用セミナーを開催しＩＴ活用を促進していく。このＩＴ活用により、事業者

各々が業務効率を見直し、確実に利益が確保できる仕組みづくりを構築することを目指す。 

また、高付加価値産業に的を絞った施策を行うことで、地域活性化につなげる。 

 

《今回の申請における取組の方向性》 

以上のことから、当所は今期当事業において小規模事業者の経営分析・事業計画作成とＩＴを活

用した指導体制に重点を置くこととした。 

今期においては、分析に『善通寺商工会議所版 経営指導アプリ』を職員自らが作成することで、

適宜修正可能なアプリとなり汎用性が高まると同時に職員のスキルアップをも目的としている。

アプリ開発にあたっては、ＩＴスキルの高い職員が指導の下、全職員が関わることとし、会議所全

体のＩＴスキルの向上を目指す。 

 

【善通寺商工会議所 会員の推移】 

区   分 H15年度 H20 年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

個   人 486 449 391 384 386 394 

法   人 421 399 379 370 376 377 

合   計 907 848 770 754 762 771 

 

【善通寺商工会議所 業種別会員数の推移】 

業  種 H15年度 H20年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

衣料品販売業 43 36 26 25 23 24 

食料品販売業 71 67 51 50 47 46 

家具、日用･雑貨販売業 17 15 14 14 14 14 

紙・文具・書籍販売業 10 7 5 4 4 5 

自転車･ラジオ･時計販売業 33 33 24 22 22 20 

履物類販売業 6 4 3 3 3 3 

化粧品・小間物･薬品販売業 15 16 13 12 12 12 

燃料販売業 13 6 6 6 6 6 

旅館・料理･飲食業 50 88 87 80 75 80 

理美容･銭湯･洗濯業 95 51 46 48 48 46 
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その他商業 91 88 84 82 82 79 

鉄工業 18 17 17 18 18 19 

建設業 127 119 113 113 123 126 

食料品製造業 17 16 12 12 13 12 

衣料品製造業 20 14 11 10 10 10 

運送業 20 14 16 19 21 22 

その他工業 84 79 66 64 64 70 

金融業 19 18 17 16 15 15 

庶業 158 160 159 156 162 162 

合  計 907 848 770 754 762 771 
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※「善通寺市中小企業競争力会議」：平成 23年 7月に善通寺商工会議所の部会活動から「中小企業

振興条例」が議題となり、その後、商業・工業合同部会で 2 年間におよぶ検討がなされたが、「中小

企業振興条例」の制定及び制定後の運営には合同部会での運営から外部の有識者を交えた組織に発

展させることが必要と判断し、平成 25年 10月設立から平成 29年 3月までに 41回に開催された。 

尚、善通寺市が運営する「善通寺市中小企業振興会議」は継続されている。 

（添付：善通寺市中小企業競争力会議 報告書参照） 

 

※善通寺市中小企業振興支援事業 

「がんばる中小企業の皆さんへ」と題して善通寺市内に住所がある中小企業者が積極的に取り組

む事業に対し、その経費の一部（事業費の 1/2で上限 10～30万円）を補助します。 

（添付：善通寺市中小企業振興支援事業パンフレット 参照） 

 

【支援フローチャート】 

 
 

 

【支援スケジュール】 

 
 

 

 

 

巡回指導（進捗チェック・計画変更）

巡回訪問（自作アプリによるヒアリング・指導カルテ）

 ・・・・・ 支援要請先抽出

 ・・・・・ 重点支援先及び希望者

会報及び広報チラシ

経営分析 善通寺市経済動向調査

事業計画策定（アクションプラン作成）

支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H33年度 H34年度

　職員による自作アプリ作成　

　（指導カルテ・ヒアリング景気動向調査として活用）

　チラシ配布・折込により支援先抽出

　経済動向調査

　巡回訪問指導

　経営分析

　事業計画策定

　事業承継・経営革新・創業・BCPセミナー
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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 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日の 5年間 

 

（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】 
 

《第 1期における取組と成果》 

第 1 期事業において行われた金融機関との情報交換会で得た情報は、地元の消費者や経済動向

に敏感な金融担当者の意見として大変有益であり、金融機関独自の目線での意見は職員にとって

も勉強になるものであったので今後も継続していきたい。 

また、平成 27年実施の「事業所調査」平成 28年実施の「消費者アンケ－ト」「中心市街地空き

店舗調査」は、その集計結果及び生デ－タを職員が共有して、事業者相談をはじめとする支援や

経営計画作成に利用していることについて、第三者から高い評価が得られた。 

 

《今回の申請における取組の方向性》 

今後も地元金融機関との情報交換会議は行うこととし、地元金融機関ならではの情報が多く、

管内事業所の経済動向を知るのに大変有益であったため（融資実績、融資使途、土地情報など）、

今期も継続して行うこととし、地域経済の動向や融資実績を把握し、地域内のカネ・人の流れを

正確に把握することを目的とする。 

・『善通寺市地域経済動向調査報告書』の作成 → ＨＰ にて公表する 

・『事業所動向調査報告書』の作成      → ＨＰ にて公表する 

また、小規模事業者等の資金使途や、財務状況などから景況感をつかむことで小規模事業者の

事業計画策定に活用する。 

一方で今回の経営発達支援事業では、新事業として地域経済(善通寺市)に重点を置き、国が提

供するビッグデータを活用するとともに、地域経済誌などから情報を得て地域の経済動向を把握

し、専門家の意見を取り入れながら善通寺商工会議所独自の『善通寺市地域経済動向調査報告書』

を作成、小規模事業者施策や小規模事業者が理解しやすい情報にまとめ、小規模事業者へ提供す

ることを目的に作成する。 

香川県及び善通寺市の経済環境を正確に把握することで消費者の行動予測が可能となり消費者

ニーズを的確につかみ、商品開発・サービスの提供に活かせると考え小規模事業所の売上増と利

益の増加に貢献したい。 

また、巡回指導時はヒアリングシートを活用し、管内の事業所の経済・景気動向を正確に把握

する。これらの結果及び分析は『事業所動向調査報告書』としてまとめ会議所 HPにて公表する。 

（なおこれらの情報と共にこのアプリは指導カルテ作成にも使用する。） 

 

《対象事業者の選定方法》 

  小規模ものづくり業者（製造販売：うどん等飲食、パン・菓子、精肉・漬物等他）を主対象者と

する。選定するビジネスモデル検討業者等（全業種）として、業者の発展に必要とする調査・情報

収集し提供する。 
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【事業内容】 

1-①地元金融機関・日本政策金融公庫との情報交換会議の開催【継続】 

 前期においては開催の間隔が年 1回と長かったため、得られた情報の鮮度が落ちたり古かった

りとせっかくの情報を活かしきれなかった。そのため、今期は地元金融機関とは 3か月に 1回、

香川県全域の情報を得るため日本政策金融公庫とは毎月 1回情報交換会を開催する。 

 地元金融機関とは 3 か月に 1 回,日本政策金融公庫とは月 1 回開催される一日金融公庫相談日

に指導員との情報交換会議を開催する。 

情報収集項目 香川県内及び善通寺市の景気・経済動向。融資実績、資金使途、空き店舗情

報、事業承継情報、土地・不動産情報、人的情報(労働者・家族関係など) 

調査分析の方

法・手段 

地元金融機関 (百十四銀行善通寺支店)との情報交換会議 1回／3月ごと 

日本政策金融公庫高松支店との情報交換会議の開催  1回／月 

成果の活用 情報交換会議で得た情報を議事録として記録し経営指導員及び職員全員で

共有し、小規模事業者施策や事業計画策定に活用する。 

一方で、情報交換会議で得た情報を基に事業支援レベルにあわせた事業計

画策定を支援し、伴走型支援を行うことで販路開拓や需要の拡大を実現す

る。 

 

1-②善通寺商工会議所版『善通寺市地域経済動向調査』報告書の作成【新規】 

また当所が作成した『善通寺市地域経済動向調査』をもとに、小規模事業者が事業の展望を抱

き、事業計画策定にあたり、役立つ情報を提供することも目的とする。 

香川県及び善通寺市の経済環境を正確に把握することにより消費者の行動予測を行うことで消

費者ニーズを把握し、商品開発・サービスの提供に活かすことにより、小規模事業所の売上増と

利益の増加に貢献することを目的とする。 

 

情報収集項目 香川県内及び善通寺市の地域経済情報・経済環境調査情報。 

調査分析 内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）及び経済産業省が提供す

る地域経済分析システム「RESAS」、環境省が提供する「地域経済循環分析

自動作成ツール、観光予測プラットフォームから情報を集約、地元経済紙

（四銀経営情報・香川経済レポートほか）などからの情報を得て専門家の

アドバイスをうけながら『善通寺市地域動向調査報告書』を作成、HPにて

公開する。 

作成ポイントとしては、 

a.小規模事業者をとりまく経営環境や企業経営について 

b.小規模事業者をそれぞれ産業分野に分類した将来の展望 

c.小規模事業者のための行政施策などについての情報を収集 

に重点を置き作成する。 

 

成果の活用 作成した『善通寺市地域動向調査報告書』は、巡回指導、事業計画（経営

革新・創業・ＢＣＰ・事業承継）策定時に役立てる。また、HPで公開する

ことにより会員がいつでも手軽に情報に触れることが出来、商品サービス

の開発に役立ててもらうこととする。 
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1－③自作アプリによるタブレットを活用したヒアリング景気動向調査【新規】 

（経済動向及び指導ヒアリングシートアプリ） 

 

 善通寺市の景気動向を事業者の立場から聞き取ることにより、現在の善通寺市内における経済動

向・景況をつかみ取ることが出来ると考える。 

また、重点支援対象事業者の抽出および支援対象事業者の現状把握も目的とする。 

具体的な調査方法としては、経営指導員等が小規模事業者訪問巡回時に、タブレットを持参し、

ヒアリングにて景気動向調査を行う。 

ヒアリング調査を行うと共に事業所ごとのカルテを作成し、事業所の状況を正確に把握すること

で適切な指導につなげていくとともに、事業計画策定時の情報として活用する。 

なお、この情報収集にあたっては、職員がアプリを作成し（Ⅲ-2.職員の資質向上にて 作成）、

それを活用、2.経営状況の分析に関すること 3.事業計画策定に関すること に際してもこのアプ

リを活用することとする。 

集約された情報は、1-②善通寺商工会議所版『善通寺市地域経済動向調査』報告書とともに会議

所広報紙等（毎月発刊）及びＨＰ（随時更新）に掲載する。 

 

情報収集項目 景況観（景気↑↓→と感じているかなど） 

売上、経費、利益、在庫、増収増益ほか財務状況に関すること。 

従業員、事業主の年齢、家族構成、後継者の有無など人に関する

こと。 

業界の傾向、自社の業界内での位置、自己認識、独自性など企業

に関すること。 

調査分析 タブレットによるヒアリングシートから情報を収集し、ベテラン

指導員を中心に全職員で意見を出し合い分析の上、指導の方向性

を探り具体的な行動に移せる事業計画策定へと発展させる。 

対象事業者の選定方法 善通寺管内事業者、広報チラシおよび会報などにより、支援要請

事業所を抽出。巡回の上、ヒアリングを行い、経営分析を行うこ

とを提案、事業計画策定へつなげる。 

成果の活用 善通寺市の景況感を捉え個社それぞれの状況を把握することに

より適切な指導・助言が行える。カルテを作成し事業所にとって

必要な支援策は何かを指導員複数の目線で捉えることで事業所に

とって最適な支援策を提案できると考える。また、情報の共有も

図れ、円滑に担当業務間の引継ぎが可能となる。 

これらの集約された情報は『事業所動向調査』として HPにて公

表する。 

 

 

【各事業の数値目標】 

 H29

年度 

H30

年度 

H31

年度  

H32

年度 

H33

年度 

H34

年度 

金融機関との情報交換会議 3件 8件 10件 12件 14件 16件 

「善通寺市地域経済動向調査」報告書作成 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

ヒアリング景気動向調査 4件 10件 12件 14件 16件 18件 

IT活用支援 2件 5件 8件 10件 12件 14件 
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2．経営状況の分析に関すること【指針①】 
《第 1期における取組と成果》 

第 1期においては、小規模事業者に対して「善通寺青色申告会」による情報提供により得た小規

模事業者の会計データを活用し経営分析を行ってきた。 

この取り組みに関しては対象支援事業者及び第三者機関からも高い評価を得ており、特にこれま

で自社の経営分析を行ったことがない小規模事業者からは、今後も継続的に行って欲しいと望む

声が多かった。当所としても今期は伴走型支援として継続していく。 

現状の課題として、経営分析結果をもとに融資資料の作成指導及び経営判断資料として事業主に

提供・指導を行っていく中で、売上高や数値は把握しているものの「分析の結果をどういいかわか

らない」「自分の事業所が業界のどの位置にいるか考えたこともない」という事業者が数多くいる

ことに気づいた。 

 

《今回の申請における取組の方向性》 

当所は、引き続き小規模事業者に対して財務状況の把握、事業所の強みや弱みを含めた経営状況

を把握することを目的として事業者に対しヒアリングを行い、そのヒアリングから得た情報をも

とに経営分析を行い、さらに分析の結果を活かすアクションプランを作成することで事業者に行

動することを促し、小規模事業者の持続的発展にむけた取り組みの第一歩とする。 

経営分析の手法としては、経営分析を行う事業者の抽出は下記①～⑥までで行い、その抽出企業

に対し企業の経営分析（弥生会計、ローカルベンチマークを利用）を行い、事業評価を行うことと

する（評価基準は別途記載）。 

事業評価の結果により、重点支援先を決定し、経営分析及び事業計画作成を行う。 

そして、適宜企業にあった事業計画の作成・アクションプランの作成を指導し、事業主が売上増・

利益増につながる第一歩のアクションを行動に移すことを目標に置く。 

それに加えて、小規模事業者が抱える専門的な課題等については、香川県、地域民間系・政府系

金融機関、中小企業基盤整備機構のコーディネーター他、専門家等と連携し、発展成長を実現する

サポートを柔軟かつ丁寧に伴走して行う。 

 

《現状課題と解決方法》 

経営分析については、当所の全職員が経営分析作成に至れるレベルまで引き上げることが最重

要課題である。現在職員が日商簿記 3級以上を取得済みであり、財務に対する基礎知識はある。こ

れを活かし中小機構「小規模事業者の事業計画づくり・サポートキット」をＯＪＴで研修し事業計

画づくりのノウハウを取得しすることで、職員全員による「小規模事業者の事業計画づくり」に取

り組みが可能となる。又、巡回指導時にベテラン指導員に同行することにより指導ノウハウを身に

つけることができると考える。 

 

 【事業内容】 

2-①セミナーの開催による経営分析の実施【新規】 

 小規模事業者を対象に事業計画策定セミナーを開催し、参加者に自社の棚卸、弱み・強み

を含めた経営状況から経営分析を行う。具体的には、SWOT分析、ABC分析などの分析手法を

身につけてもらい事業計画策定希望者には、個別に経営指導員が指導を行い事業計画策定

までを伴走型支援により行う。 

 

2-②記帳継続対象者に対する経営分析【新規】 

 記帳継続指導対象者については長年にわたっての会計データが当所にあるため長期的な

経営分析を行えるというメリットがある。 

小規模事業者について経営分析を行うことで、今後の展望や将来を予測し、事業者の持続

的発展を促せると考える。分析結果を事業者に提示し、助言・指導を行う。 
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2-③決算指導対象者に対する経営分析【新規】 

 毎年決算時期（1～3 月）に訪れる決算指導及び確定申告対象事業者の中から、経営分析

を行う。財務情報については、決算指導・確定申告指導時に得ることが出来るのでその情報

を基に迅速に経営分析を行い指導する。 

 

 

2-④金融・財務相談事業者に対する経営分析【継続】 

 金融・財務相談事業者に対しての経営分析を行う。まず、ローカルベンチマーク及び弥生

会計で自社の財務状況、業界での位置づけを確認してもらう。財務面での課題を抽出し、そ

の原因を探ることと、今後の対策を見出すために資金繰り表の作成なども含めた伴走型支援

を行う。 
また、適宜サポートキットにて事業計画策定・アクションプラン作成まで至る。 

 
2-⑤巡回・窓口相談時における経営分析【継続】 

 当所の窓口に訪れる方々は大別して創業相談・労働保険相談・記帳相談・融資相談・経営

相談の 5 つに分けることができる。これらの相談をきっかけとして我々指導員が小規模事

業者の思わぬ悩みを知ることも多い。小規模事業者の真の悩みや不安は何なのかを察知し、

適切な指導に向け、タブレットによるヒアリングシートを活用し、経営分析を行う。 
 
2-⑥青年部・女性会会員事業所の若手経営者に対する経営分析【新規】 

 小規模事業者においては、家族経営が多いことから、若手経営者や二世経営者、また経営

者の配偶者を指導対象として経営分析を行い指導する。 
若年経営者は事業の全体像や財務内容を把握していないことが多いため、事業の将来像

を描きにくいと言われている。自社の現状把握と将来像を描き、また目標を持つことで売

上増に向けた取り組の第一歩となることを期待しこれらの方々に指導を行う。 
また、若年ゆえの強みである発想力の豊かさや行動力を活かすべく展示会やイベント参

加などを促し、販路開拓に注力することも指導する。 
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【①～⑥に共通する事業内容】 

 
情報収集 

調査・分析につい

て 

①～⑥の支援対象事業者に対して以下の情報を収集し、次の施策を a

～ｄまで順に行う。 

 

ａ.タブレットによるヒアリングにて個人カルテの作成 
（このヒアリングには、Ⅲ-2.職員の資質向上 にて作成した自作アプリを利用する） 

ｂ.弥生会計・ローカルベンチマークにて経営分析 

ｃ.事業計画策定【3．事業計画策定支援に関すること】 

ｄ.アクションプラン策定（plan）【3．事業計画策定支援に関すること】 

ｅ.巡回指導により進捗確認（do）【3．事業計画策定支援に関すること】 

ｆ.事業計画・アクションプラン修正・変更（check） 
【4．事業計画策定後の実施支援に関すること】 

ｇ.事業実施効果検証（action） 
【4．事業計画策定後の実施支援に関すること】 

 

●経営分析手法として 

ＳＷＯＴ分析（企業の強み・弱み・機会・脅威を分析） 

３Ｃ分析などを行い事業主自身にもその手法を学んでもらう。 

（以上の分析から、顧客・自社・競合の関係から、自社の持つ強み

や差別化のポイントを把握し自社及び自社の提供する商品・サー

ビスの競争優位性の評価を行う） 

●専門家との連携 

  経営指導員が持たない専門性を求められる場合は、よろず支援や

ミラサポ専門家派遣などの専門家と共同にて対応する。 

 

また、事業計画策定が必要な事業所【3．事業計画策定支援に関すること】※重

点支援先（レベル 2～3）には事業計画策定を伴走型支援にて行う。 

 

経営指導員と面談を繰り返しながらアクションプランを作成する。 

作成された事業計画・アクションプランは、巡回訪問により進捗・実

行がチェックされ、適宜見直しを行う。 

アクションプランを作成することで実際に実行に移す際の問題点の洗

い出しが行うことで実行に移すハードルが下がると考える。 

一方で、創業計画、経営革新計画はもとより人材面の採用計画や社員

教育に関する計画の立案支援も行う。 
 

対象事業者の選定

方法 
経営分析においては、セミナー参加の策定希望事業者、巡回指導訪問

時指導要請事業者、記帳継続事業者のうち小規模事業者、決算・確定

申告指導のうち希望事業者。 
その他、小規模ものづくり業者（製造販売：うどん等飲食、パン・菓

子、精肉・漬物等他）を主にピックアップし重点支援対象事業者とし

て選定する。 
主に、事業者支援レベル 1 及び 2 の全小規模事業者対して行うことを

想定している。 
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【事業支援レベル】 

 
 
【数値目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者支援 
レベル 事業者の状態 必要な支援 

0 
事業者の方向性が未確定 
何をすべきかわからない 
応急処置的な解決を求めている 

・問題点の明確化 
・ヒアリング調査にて現状把握と抜

本的解決への道筋を明確にする 

1 

企業の方向性について考えている 
経営環境についてある程度理解しつつある 
現状の課題について理解しているが何が問

題であるか明確でない 

・経営分析 
・課題抽出 
 

2 
経営の内容について一定の知識あり 
事業計画策定までには至っていないが今後

の展望について明確にしたいと考えている 

・経営分析 
・改善案の提示 
・事業計画策定 

3 

事業計画書は策定しており、実行に移しつつ

ある。 
・アクションプランの作成及び修正 
・事業進捗状況確認 
（実行・実績チェック） 

・資金繰り計画の作成 

 H29 
年度 

H30 
年度 

H31 
年度  

H32 
年度 

H33 
年度 

H34 
年度 

経営分析 

①セミナー参加事業者 
②記帳継続指導 
③決算指導対象者 
④金融・財務相談事業者 
⑤巡回・窓口相談 
⑥若手経営者 

30 件 
（6） 
（6） 
（6） 
（4） 
（4） 
（4） 

30 件 
（6） 
（6） 
（6） 
（4） 
（4） 
（4） 

30 件 
（6） 
（6） 
（6） 
（4） 
（4） 
（4） 

36 件 
（7） 
（7） 
（7） 
（5） 
（5） 
（5） 

36 件 
（7） 
（7） 
（7） 
（5） 
（5） 
（5） 

36 件 
（7） 
（7） 
（7） 
（5） 
（5） 
（5） 
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3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 《第 1期における取組と成果》 

これまでの 3 年間で、小規模事業者に対する事業計画策定支援として重点的に当所が実施して

きたことについては下記の 3 点である。 
  ・融資相談時の経営分析、融資決定後の事業計画策定 
  ・補助金申請時の経営分析・事業計画策定 
  ・創業時の事業計画策定 
これらは、支援対象事業者及び第三者機関からの評価も高かったため、今期も継続して上記 3 点

を重点的に行っていくが、新たな課題も見つかった。 
 振り返るとこれらは、いずれも相談時に提案したものや補助金申請書類に含まれるもの、また

融資書類として必要なものなど事業主がその必要性を感じて自ら作成したものではない。これ

によって、何が起こったかというと、 
これら事業計画が自ら自発的に必要性を感じて作成したものでない⇒事業主は行動に移さない

という結果となり、事業計画への実行が伴わない事例も数件みられた。 
 
《支援に対する考え方》 

事業計画を実行に移すにあたり、その旗振り役は事業主である。いくら当所職員が熱く語ったと

ころで、実行に移して頂けなければ、その事業計画は無用の産物となり得る。事業計画を実行す

るには事業主をその気にさせないといけない。 
これらの問題を解決するには、まず当所職員がセミナーや相談時に事業計画の必要性を説き、

理解してもらうことと共に事業主が行動に移しやすい環境を作らなければならない。また、行動

に移せなかった事業主の声として多かったのが「計画は作ったものの、どこから、何から行動し

たらよいかわからなかった」という声が圧倒的に多かったことから、今後 5 年間は、事業計画策

定にプラスしてアクションプランを作成することとした。 
事業主が行うべきことを明確にし、具体的な行動内容を細かく記すことで、他の従業員や協力

者と計画の内容及び進捗状況を共有することが可能となり、事業を確実に実行することができる

ようになると考える。 
アクションプランには、必須項目として 
①いつまでに実行するという「実施期間」 
②何をするという「実施内容」 
③だれの責任で実際に誰が行うという「担当者」 
を必ず記載し、それぞれに事業主及び会議所職員が☑することでチェック機能を果たしていく。 
 
事業計画策定後も事業主が様々な事業を行っていく中で、様々な問題に遭遇するであろう。そ

んな時、ときには叱り、時には励まし、沈む事業主のモチベーションを引き上げ、また高まりす

ぎたテンションを落ち着かせ、着実に導いていく船頭役を商工会議所の職員が担わなければいけ

ないと思う。事業主と共に成長していく伴走型支援こそが会議所の支援の在り方だと考える。 
 

《現状課題と解決方法》 

経営分析で記したのと同じく、経営分析については、当所の全職員が経営分析作成に至れるレ

ベルまで引き上げることが最重要課題である。これらを解決するため前に述べた以外に、事業計

画策定にあたっては、経験 10 年以上の熟練指導員が若手職員のサポート付き、適切な助言アド

バイスを行うこととする。 
こちらも全職員が経営分析の内容を理解し、各事業所にかつ売上増はもとより利益率増加を

図る提案ができることを目指す。 
（アクションプランについては、サポートキットに含まれるものの他事業者の業種や事業者

の成熟度にあわせて用意し、事業所に最適なものを選択する。） 
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 【事業内容】 

 以下、いずれも 2.経営分析に関すること により経営分析を行ったうえで、事業計画策定の

希望事業者、事業計画策定レベルあるもの（レベル 3）に対して事業計画を策定する。 

事業計画策定にあたっては、当所経営指導員をはじめとする全職員が事業計画策定に携わり、

伴走型支援による個社支援を行う。 

 

3-①事業計画算定セミナーの開催による事業計画策定【新規】 

3-②記帳継続対象者に対する事業計画策定【新規】 

3-③決算指導対象者に対する事業計画策定【新規】 

3-④金融・財務相談事業者に対する事業計画策定【継続】 

3-⑤巡回・窓口相談時における事業計画策定【継続】 

3-⑥若手経営者に対する事業計画策定【新規】 
 

【数値目標】 

 
 

セミナー H29 
年度 

H30 
年度 

H31 
年度  

H32 
年度 

H33 
年度 

H34 
年度 

セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 
セミナー参加者数 6 6 6 7 7 7 

 
 
4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

 《第 1期における取組と成果》 

 第 1期においても、事業計画策定事業者においては、「こんな形で（数値として）事業をみたこ

とはなかった」「客観的に事業をみることができた」「今後の事業のあるべき姿が描きやすくなっ

た」など、高い評価を頂いた。一方、第三者機関の評価としてはフォローアップにおいて、専門

家との協力は職員の資質向上面においても有益であるので、継続して行っていくべきとの意見も

あり、今事業期間においても積極的に取り入れていく。 

また、その他の小規模事業者からも定期的な巡回指導により会議所職員との面識ができるにつ

れ会議所に相談しやすくなったとの声も多く、今期も定期的な巡回指導を続け、当所のめざす「地

域の身近な相談者」を実現するため、職員全員が能動的に動き、奔走していく。 

 

《今回の申請における取組の方向性》 

 第 1期において実施してきた伴走型巡回指導をさらにバージョンアップさせ、事業計画策定事

業者に対しては、3 ヶ月に 1 回の定期的巡回指導により事業計画およびアクションプランの進捗

及び実行状況・次のアクションの確認、事業環境の変化による対応及び計画の修正など伴走型支

 H29 
年度 

H30 
年度 

H31 
年度  

H32 
年度 

H33 
年度 

H34 
年度 

事業計画策定 
①セミナー参加事業者 
②記帳継続指導 
③決算指導対象者 
④金融・財務相談事業者 

⑤巡回・窓口相談 
⑥若手経営者 

20 件 
（5） 
（5） 
（5） 
（2） 
（2） 
（1） 

20 件 
（5） 
（5） 
（5） 
（2） 
（2） 
（1） 

20 件 
（5） 
（5） 
（5） 
（2） 
（2） 
（1） 

26 件 
（6） 
（5） 
（5） 
（4） 
（4） 
（2） 

26 件 
（6） 
（5） 
（5） 
（4） 
（4） 
（2） 

26 件 
（6） 
（5） 
（5） 
（4） 
（4） 
（2） 
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援により、適宜フォローしていく。 

一方でその他当所部会・委員会活動等において、経営発達支援事業の進捗状況を報告し、当事

業が滑にかつ適正に行われているかをチェックすることにより事業本来の目的である小規模事業

者のさらなる発展の実現を目指す。 

その他支援として、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」をはじめとす

る公的金融機関並びに民間金融機関の持つ各種融資制度を紹介し財務面からの経営安定化を図る

伴走型支援を行っていく。 
 
【実施体制】 

 担当職員は、事業計画策定が完了した段階にて、フォローアップカルテを作成する。 

フォローアップカルテには、過去の指導内容や報告書、経営計画に関する書類などを全て綴り、一

冊で事業計画策定の経緯及び実行状況が分かる内容で、職員全体で共有できる様作成することと

する。また、アクションプランが作成されている事業者については、アクションプランの進捗状況・

実行状況も記載することとする。 

 当商工会議所では、担当職員にかかわらず、職員全体が小規模事業者の求めに応じて、常時相談

に対応するとともに、求めがなくても原則として 3 か月に 1 回以上の巡回指導及びその他の方法

により、進捗状況を把握して、フォローアップカルテに記録する。 

 
 

【事業内容】 

4-①経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の実施【新規】 

 小規模事業者の事業計画の進捗が芳しくない場合は、新たな問題が生じているという推定のも

と、直ちに巡回指導を行い経営課題の把握とともに、当所内でフォローアップ会議を実施し、その

解消に向けた適切な指導及び助言またはアクションプランの修正を行う。 

 事業計画で販路開拓・新商品新サービス開発・雇用などを実施する場合に進捗状況を確認した上

で、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、善通寺市中小企業振興補助金等事業者にあっ

た制度の紹介と説明を行う。また活用を積極的に推進し、申請書類等の問題で躊躇する場合は、申

請支援を行う。 

 一方、事業計画を推進する上で、設備投資やそれに付随する運転資金が必要な場合は、日本政策

金融公庫が事業の持続的発展の取組のために低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制

度」をはじめとする各種融資制度を紹介、また手持資産の運用・売却なども提案し、金融面の支援

を積極的に行っていくと共に定期的な巡回指導を行いアフターフォローも徹底する。 

 フォローアップ会議は毎週月曜日朝、職員会議後に指導員を中心として行い、議事録を作成し、

情報を記録・共有する。 

 

4-②専門家派遣実施によるフォローアップ【継続】 

経営指導員による伴走型支援、フォローアップ会議でも解消が困難な課題の場合は、中小企業基

整備盤機構、香川県商工会議所連合会、かがわ産業支援財団、よろず支援拠点、ミラサポ専門家派

遣などを活用し、小規模事業者の課題解決に取り組む。 

また、課題に対応できる専門家を連携機関と相談の上選定し、スムーズな問題解決が図れるよう

伴走型支援を実施する。 

 

4-③創業、経営革新、事業承継後のフォローアップ【新規】 

 小規模事業者の創業後 3 年以内の廃業率は 70％と言われる中で、当所管内において創業、経営

革新、事業承継を実現した小規模事業者に対して、重点的にフォローアップ巡回を行う。3か月に

1回以上の巡回を行うことで現況を把握（売上・粗利・利益等）し、事業計画と事業実績の分析及

び新たな課題の抽出を行う。 
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4-④BCP 策定支援【新規】 

近い将来必ず起きるであろうといわれている南海トラフ地震に備えＢＣＰ計画策定を支援し、

事業の迅速な復旧と継続および存続を可能なものにする。 

善通寺市においては南海トラフ地震（最大クラスの想定）によっても震度 5弱程度、建物倒壊数

は 40棟程度との想定されており、地震・津波による大きな被害は想定されていない。しかし、震

災時に通常の事業活動が可能かといえばそうではない。地震そのものの被害は殆どなくとも、サプ

ライチェーンの断絶、情報の不足、得意先の被災などで通常の事業活動は困難となる。特に善通寺

市は通信（固定・携帯電話）面で、不通回線率が 97％と県内他市町村より高いため、通信面での

対策が急務である。 

その他ＢＣＰ策定にあたっては、サプライチェーンをはじめ取引全体を見直す作業が必要とな

る。ＢＣＰ策定により危機回避はもちろんのこと、合理的・効率的な目線で事業全体を見直すこと

により、売り上げの増加や利益が確保され、企業の持続的発展を促すと考える。 

 

4-⑤事業承継計画策定支援【新規】 

 
【支援実施の数値目標】 

項 目 
H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度  

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

事業計画策定(再掲) 20 20 20 26 26 26 

フォローアップ延べ件数 80 80 80 104 104 104 

 

小規模事業者の経営の発展には、経営計画のＰＤＣＡサイクルを意識し、少ない経営資源を効率

的に活用していくことが重要であり、段階的に目標の実現が図れるように支援を行うことが事業

主の経営力強化につながり事業者の持続的発展を促すと考える。上記目標の中で巡回指導件数は

維持しつつ、事業計画に対するフォローアップに重点を置き、指導内容の質の向上を図っていく。 
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5．需要動向調査に関すること【指針②】 
 《第 1期における取組と成果》 

 当商工会議所は、第 1期において市に要望し実施された市内在住者に対して行われた「消費者ア

ンケート」を基に中小企業競争力会議にて需要動向についての議論を各方面から重ねてきた。 

当所にてアンケート結果を分析し報告書にまとめた結果、第三者評価委員より、アンケート結果

には地元客ではなく通勤通学時に善通寺市内の事業者を利用している人が多いなど、以外な結果

といえるものも多く、調査には一定の成果があったと評された。 

 

《今回の申請における取組の方向性》 

当所は第 1期事業の結果を踏まえ、今期においては、実際に善通寺市内にて消費活動を行ってい

る方々を対象とした「一般公募によるモニタリング調査」を行うことにした。 

対象事業者の抱える課題・問題点をモニタリング調査により洗い出すことで、新商品や新サービ

スの開発、また顧客満足度のＵＰなどに役立てることで、売上の増加や利益の確保につながるもの

と考える一方、善通寺市の地域需要動向調査については、ＲＥＳＡＳを利用した需要動向調査及び

分析を行い、報告書をまとめＨＰに掲載する。これにより、消費者のニーズにマッチした新商品の

開発や販売セールスを行う事が可能となる。 

 

【成果の活用】 

『商店街客・まちゼミ参加者アンケート』……当所が発行している「商工かわら版」に集計・分析

結果を掲載する。（商工かわら版 4月号掲載予定） 

『善通寺市需要動向調査報告書』……当所が発行している「善商会報」に掲載。（善商会報 5月号

掲載予定） 

 いずれも実際に訪れる消費者の傾向を正確に把握することで需要傾向を知り、販路拡大・売上増

につなげる。 

また、購入に至る動機を分析することで新たな販路拡大を図る。 

一方で、小規模事業者自身が、消費拡大を阻む要因を推測することでそれらを解消し、売上増や

利益を確保する手段を自ら考える機会を与える。 

またなぜ、「大型店ではなく当店を選んだのか」についてもアンケート項目として設け、小規模事

業者自身の魅力を掘り起こしそれらをアピールすることで売上の増進を図る。 

 

5-① 一般公募によるモニタリング調査【新規】 

 家庭における消費の決定権をもつのは女性であるという事から、市内在住・在勤の女性 50名

をモニターとして募集。対象事業者を訪れてもらい、モニタリングを行う。対象事業者は、当所管

内小規模事業者で善通寺市において付加価値産業である小売・個人に対するサービス業（菓子・パ

ン製造・飲食店など）で、主力商品を中心に行う。 

（目標） 管内事業者数 モニタリング対象事業者数 1事業者あたり標本数 

菓子・パン製造業 16 3 10 

飲食店業 83 7 10 

 

【数値目標】１事業者当たりの標本数を 10件とする。 

項 目 
H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度  

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

対象事業者数 
菓子・パン製造業 3件 3件 3件 4件 4件 4件 

飲食店業 7件 7件 7件 8件 8件 8件 
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調査・分析手法 ・調査者（モニター）が答えやすい択一選択方式を採用。無記名方式。 

モニターは、一般公募を行い当所にて委嘱する。 

モニターの属性は、市内在住または在勤者で女性。20歳～65歳を想定。 

モニター調査の結果は、エクセルデータにて入力・集計を行い、当所

経営指導員全員で分析、報告書を作成する。 

・報告書は、新商品や新サービス開発・販路開拓に役立てるとともに将

来の展望を描くための事業計画策定にも活用する。 

 
5-②各種団体及び研究所の公表するデータを利用した地域需要動向調査【新規】 

国や中小企業基盤整備機構、業界団体や経済研究所の公表する需要動向調査の需要動向を業種

ごとにとりまとめ、会報にて公表する。特に成長市場の予測や今後衰退するであろう市場について

の情報を収集し、今後の経営展望を描く材料とする。 

総務省統計局の家計調査年報・月報を活用し、家計消費の需要動向と傾向を把握。新商品開発や

販路開拓に役立てる。 

また、「業界動向 SEARCH.COM」など公表されている webデータを活用し業界動向を把握する。 

情報収集項目 小規模事業者全体、各事業者が求める地域需要動向 

調査・分析手法 【家計需要動向】家計調査年報、各シンクタンク公表の webデータほか 

 

【業界需要動向】 

（web） 

業界動向 SEARCH.COM ほか公表されている webデータ 

（書籍） 

JFC中小企業だより：日本政策金融公庫発行  

中小企業振興（新聞）:中小企業基盤整備機構発行  

月刊石垣:日本商工会議所発行  

四銀経営情報:四銀地域経済研究所発行 

ボランタリーチェーン:ボランタリーチェーン協会発行 

流開センターニュース:流通システム開発センター発行 

等の各誌経済動向・業界動向欄など 

（その他） 

家計調査年報の活用 

 
各種団体及び研究所のデータ（情報）利用のうち、特に地域需要動向情報（四国・香川の地域単

位）のうち、地域消費特性を示す情報（個人消費・観光動向・住宅投資・公共投資・生産活動・雇

用情勢など）を元に5-①のモニタリング調査で抽出したモニタリング調査による消費者傾向（購入

価格帯や一回の購入金額）などを分析、善通寺地域内の消費者モデルを想定し、購買行動の予測を

もとに商品開発及び販路開拓に役立てることとする。 

（例:常に財布に3,000円しか持たない主婦に5,000円のものを売り込もうとしてもムダ←このミスマッチ

の解消を目的とする。 

 例:交通手段が自転車の主婦に重量が1㎏以上のものを売り込もうとしてもムダ←商品開発の段階で問

題点を解消することでニーズとのミスマッチを防ぐことを目的とする。 

 例:地域データ（情報）より購入機会は週1回であるとの調査結果がでた←1回の買い物量は多く、ある

程度まとめ買い行っていることが予測できる←まとめ買割引などの販促を行う事を提案）など、

各種団体及び研究所データ（情報）と実際の消費者である主婦のモリタニング調査をミック

スさせることで、新商品開発及び販売促進に活用する。 
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また、伴走型支援を行う上での説得力のある資料作成にも役立つと考える。 

なお、この消費者モデルの想定・分析については、当所経営指導員4名で行い、学識経験者よりア

ドバイスをもらう。 

 
【数値目標】 

項 目 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度  

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

商店街客・まちゼミ参加者アンケート 各 1回 各 1回 各 1回 各 1回 各 1回 各 1回 

善通寺市需要動向調査報告 3回 3回 3回 3回 3回 3回 

上記調査対象となる事業者数 10件 10件 10件 12件 12件 12件 

 
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】 

《第 1期における取組と成果》 

第１期の事業実施により、平成 27年「まちゼミ」事業の開催は「小規模事業者間相互連結」が

なされ、平成 29年 8月に 3回目、次年度も第 4回目として実施予定である。「まちゼミ」について

は、来店者・新規顧客の確保につながり、継続事業となっている。この「小規模事業者間相互連結」

により自社の強みを掘り起こし、来店者並びに売り上げ向上に繋がっていることを確信したため、

今後においては当所内関係組織「善通寺商店連合会」「善通寺青色申告会」にも「小規模事業者間

相互連結」意識を広げ、自社の強みの掘り起こしを支援していく。 

その一方で、高松商工会議所等が開催する「マッチングフェア」をはじめ、「サンメッセ香川」

等で開催される各種商談会・展示会に、善通寺市、善通寺観光協会と連携して中小規模事業者に対

して出展支援を行い、販路開拓と認知度の向上を図った。これら出展者企業は、かがわ産業支援財

団の「かがわ中小企業応援ファンド事業」に応募し、採択実績もある。併せて、平成 28 年度仮想

的展示会（web）の実施など、商品および事業所のアピール向上を多方面から図ったことは第三者

からも高い評価を得られた。 
今後も、様々な手法でもって、地域事業所の製品・サービスのアピールを積極的かつ継続的に行っ 
ていくことの重要性が確認できた。 
 

【現状課題】 

当会議所の抱える課題として、創業支援が創業時相談及び融資相談で終わっている場合も多い

ことが挙げられる。結果、創業後は「士業」の支援のみでよいと事業者に判断され、その後の情報

が希薄となり充分なフォローができないまま創業後短期間で廃業となっているケ－スがままあ

る。 
一方、経営革新においては、事業者、特に小規模事業者は新しいことへの不安と、これまでの試

みによる失敗が意識にあることから、隣店の成功を確認して 2 番手で参加する傾向にある。その

ため最初の取組時の参加者に対する「募集」「意識づけ」「実施」「ブラッシュアップ」などの一連

の取り組みを体験し、継続して指導を行っていく体制を整えることが課題である。 
 
【具体的改善】 

全職員の意識向上と継続フォローの仕組みづくり（体制）を行うことにより改善されることと判

断する。改善策としては、相談指導時に「5 年間の利益の確保を目的に伴走型指導」を行うことを

会員及び職員双方に認識させ、3 月に 1 回の定期巡回指導を行う。以後は成長を見守りつつ、企業

として専門家を含めた指導体制で支援していく。 
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《今回の申請における取組の方向性》 

 第 1 期の取組により、仮想展示会の創設やまちゼミの実施等、小規模事業者が自社・自店の PR
を行うための土台作りができた。第 2 期では、第 1 期で完成した土台にしっかりとした足腰で自

立ができるよう、小規模事業者に更に一歩踏み込んだ支援を実施したい。 
支援内容は、小規模事業者が新たな需要の開拓を図るために、「商品・サービスの魅力アップ」、

「人の呼び込み・外に向けたＰＲ」、「ビジネスマッチング」の３方面からの支援を行うことで、ブ

ラッシュアップ・魅力発信・販路開拓の掛け合わせによる相乗効果を図り、需要開拓へと繋げる。 
 
 
      商品・サービスの魅力アップ（ブラッシュアップ） 

    

             × 
     

人の呼び込み・外に向けたＰＲ（魅力発信） 
  

             × 
     

ビジネスマッチング（販路開拓） 
    
     

          
      

              需要の開拓 
 
 
 
【事業内容】 

6-①商品・サービスの魅力アップに繋がる＋１（プラスワン）セミナー開催【新規】 

当所管内の小規模事業者の中には素晴らしい商品を作れる事業所や、卓越した技術による商品

や魅力あるサービスが提供できる事業所が複数存在する。しかしながら、現代消費者の多種多様な

ニーズにマッチした商品や技術かというと、そうとは言い切れない。 

そこで、当所では小規模事業者の商品やサービスが、消費者にとっての魅力をアップさせる内容

の＋１（プラスワン）セミナーを開催する。テーマは目的別に絞り、商品開発、ブラッシュアップ、

ブランディングといった商品・サービスの魅力アップに直接繋がる内容にする。 

支援内容は業種によって異なる為、製造、小売・卸売、サービス、飲食、建設などに分類し、業

種別での開催を予定している。 

 

6-②人の呼び込み・外に向けたＰＲの支援 

(1) まちゼミの継続開催【継続】 

 平成 27 年度より計 3 回開催している「まちゼミ」を平成 30 年度以降も年 1 回のペースで開催

する。前述のとおり、「まちゼミ」を開催し、多方向からの人の流入を促す。 

 

(2) “人”に焦点をあてた『ショートフィルム』の制作【新規】 

観光客が善通寺市に訪れる理由として、珍しい商品やおいしい料理、他にはないサービスといっ

た物の魅力以外に、人そのものの魅力も大切な要素だと考える。特にリピーターを呼び込むとなれ

ば、「あの人にまた会いたい」といった人の要素が非常に重要になってくる。そこで、善通寺市内

の複数の小規模事業者に出演してもらい、善通寺のショートフィルム（短編映画）を制作する。 
内容は、田舎ならではの“人”の良さにフォーカスしたストーリーにし、善通寺市を訪れたこと
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のある人や、善通寺を訪れたことのない県外・海外の人に善通寺を訪れてもらうきっかけとなるよ

うな魅力あふれる作品にする。 
ネットショップ業界では、売上の方程式として 

        売上＝アクセス数×CVR(顧客転換率)×客単価 
という指標があるが、アクセス数の増加が売上アップに直結すると言い換えることができる。よっ

て、当所で制作するショートフィルムにおいても、アクセス数（再生回数）の増加が出演している

小規模事業者の売上アップに繋がると仮定し、YouTube 等のインターネット動画共有サイトに掲

載し、案内は当所ホームページや当所月刊紙（『善商会報』）等で行うと共にプレスリリースも行

い、人々の目に触れる機会を増やす。また、これらフィルム制作は、職員の資質向上のためにもよ

い経験となるので全職員で行う。 
 

【数値目標】 

 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 
アクセス数 
(再生回数) 未実施 200 回 600 回 1,500 回 2,000 回 2,200 回 

 
 

(3) 商品やサービスに焦点をあてた『仮想的展示会』の充実【継続】 
平成 28 年度に完成した「仮想的展示会（バーチャル展示会）」を平成 30 年度以降も継続し、地

域における商業活動の改善と認知度向上を図る。現在の仮想展示会の出展事業所数は 20 事業所で

あるが、今後は出展事業所数の増加及び利用者が興味を持ってもらえるよう掲載方法の改善を行

う。 
上記(2)同様、仮想展示会においてもアクセス数の増加による出展事業所の売上アップを目指す。 

 

 

 

【数値目標】 

 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 
出展事業所数 20 23 26 32 35 40 
平均アクセス数 10.6 回 100 回 300 回 500 回 800 回 1,500 回 

 
 

(4) マスメディアの活用支援【新規】 
マスメディアに商品やサービスの情報発信を行

ってもらうことは、広域の消費者への認知促進を

図る上で欠かせないことである。 
マスメディアに取り上げてもらう為、善通寺市

役所内にある記者クラブ宛てに定期的にプレスリ

リース案内を発行する。作成にあたっては、経営

指導員がプレスリリースを希望する小規模事業者

から右図のプレスリリースモデルをヒアリング

し、作成指導及び支援を行う。 
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【数値目標】 

 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 
ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ作成数 未実施 2 4 6 8 10 
新聞掲載数 未実施 1 回 2 回 3 回 5 回 7 回 

テレビ放映数 未実施 0 回 1 回 1 回 2 回 3 回 
 
 

 

6-③ ビジネスマッチング支援 

 (1) アプローチ方法が学べるセミナー開催【新規】 
善通寺市のような田舎の小規模事業者の中には、自分のところの商品やサービスを他人にアピ

ールするのは自慢しているようで照れ臭いといったような恥ずかしさから、いざ商談会や展示会

に出展してもこちらから売り込まない（口下手な）人が多い。それは得てして、この道数十年とい

った技術力が優れている人ほど多く見受けられる。 
そこで、商談会や展示会に出展した時の売り込み手法やプレゼンテーションの仕方について学

べるセミナーを、対象業種を製造業に重きを置いて開催する。 
 
 (2) 商談会・展示会への出展支援【継続】 

県内・県外等に販路を求めている小規模事業者に対し、販路開拓に繋がるよう各種商談会・展示

会の出展支援を行う。 
 高松商工会議所が開催する「香川県下商工会議所・商工会 かがわ産業マッチングフェア」をは

じめ、各種商談会・展示会に向けて、善通寺市、善通寺観光協会と連携して小規模事業者に対して

情報提供及び出展支援を行い、販路開拓と認知度の向上を図る。 
 

 

【数値目標】 

 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 
出展事業所数 0 1 2 4 6 8 

成約数 0 1 回 1 回 2 回 3 回 4 回 
 
※出展が想定される商談会（例） 

◆『平成 29年度 香川県下商工会議所・商工会 かがわ産業マッチングフェア』 

開催場所 ： サンメッセ香川 小展示場 

開催日時 ： 平成 29年 11月 22日（水）13時～16時 

     支援対象 ： 新商品やオリジナル商品等を持つ 

遡及対象 ： 仕入意欲のある大手・中堅企業や地元優良企業 

 

◆『食品関連見本市 第 52回スーパーマーケット・トレードショー2017』 

開催場所 ： 幕張メッセ 

開催日時 ： 平成 30 年 2月 14日（水）～2月 16日（金）10時～17時 ※最終日 16時 

     支援対象 ： 食品関連の製造、小売、卸売の中小企業・小規模事業者 

遡及対象 ： スーパー、百貨店、飲食店、卸、食品メーカー等のバイヤー 

 

◆『香川県食品商談会』 

開催場所 ： JR ホテルクレメント高松 

開催日時 ： 平成 29年 9月 12日（火）10時～17時 
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      支援対象 ： 食品関連の製造、小売、卸売の中小企業・小規模事業者 

     訴求対象 ： 百貨店、スーパー、通信販売、食品卸、小売業、青果等のバイヤー 

 
◆『国際 雑貨 EXPO』 

開催場所 ： 東京ビッグサイト 

開催日時 ： 平成 30 年 1月 24日（水）～1月 26日（金）10時～18時 

     支援対象 ： 雑貨・小物関連の製造、小売の中小企業・小規模事業者 
遡及対象 ： 特徴ギフト雑貨、インテリア雑貨、生活雑貨など雑貨・小物のバイヤー 

 
6-④インバウンド対応支援【新規】 

インバウンド旅行による人気上昇エリアランキン

グによると右表のとおり香川県がトップとなってい

る。その伸び率は、 前年比 241.6%増（約 3.4 倍） と
なっており、訪日外国人観光客から香川県が大きな注

目を集めていることがわかる。平成 30 年 4 月より高

松空港が民営化となる。路線数は国内線、国際線とと

もに増便となりそれに伴い香川県にはさらに多くの

国内観光客やインバウンド需要が見込める。香川県の

観光地と言えば栗林公園、金比羅宮は定番である。そ

こからもう一歩足を延ばして善通寺に観光してもら

うにはどうすればよいか。観光資源は豊富にあるが、

アピール力が充分でない。善通寺の施策として、下記事業を行うことで小規模事業者の売上及び利

益の増加を目指す。 
  

 (1) 語学体験 
   語学講座を開催し、インバウンド需要に備え迎え入れるための態勢を整える。 

商店街店主、まちゼミ参加店舗を対象に語学講座を定期的に開催し、外国人の受け入れ態勢を

整える。外国人が多い観光地は語学に対応できている。インバウンド対応ができていないという

弱みを知り改善することで新たな販路が開ける。 
いきなり英会話はハードルが高いため、まずは取り掛かりとしてコミュニケーションうちわ

（うちわは香川県特産）を作成する。うちわの片面には英語・中国語・韓国語を表記する。もう

片面には日本語を表記することで基本的な日常会話を準備して店内、レジ周辺に置いておき来店

した外国人とスムーズなコミュニケーションをとることが可能となる。徐々に慣れていく上で地

元の四国学院大学の国際交流サークルや留学生に依頼して語学講座の講師として招き、身近に商

店主に語学を体験してもらう。目標は挨拶、販売、お礼が話せるようになること。 
 

 (2) モニターツアー 
 今海外では巡礼ブームと言われており最近は四国８８ヶ所を巡るお外国人が増えている。そ

こで四国に飛び込んでくる外国人お遍路さんにも肌で日本の文化を感じていただきたくレンタ

サイクルで市内の 5 つの札所(７２番札所・曼荼羅寺、７３番札所・出釈迦寺、７４番札所・甲

山寺、７５番札所総本山善通寺(弘法大師御生誕地)、７６番札所・金倉寺)を巡ってもらう。また、

市内うどん店巡り、プチまちゼミなど体験など、何コースかを企画してモニターツアーを実施。 
3 セク（おしゃべり広場）のレンタル自転車を利用して５ヶ寺巡りを取り入れた新たにサイクリ

ングコースを作る。地元の四国学院大学の留学生に協力してもらいモニターツアーに参加して外

国人目線で楽しさを発見してもらう。アンケートに協力してもらい地元市民では気付かなかった

強みを知ることで潜在的顧客を掘り起こす。 
並行に市内タクシー会社に依頼して「五ヶ寺巡りタクシー」を準備してモニター体験してもら

う。1 市 2 町と連携して「7 ヶ寺巡りツアー」も企画する。 

https://honichi.com/words/%E8%A8%AA%E6%97%A5%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%AE%A2/
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※現在 3 回実施している「善通寺まちゼミ」をコースの中に「プチまちゼミ」として盛り込み街

の賑わいを創出する。 
 

 (3) 宿泊施設を整える 
 民泊事業、ゲストハウス（空き店舗利用） 
善通寺駅付近には宿泊施設はホテル関係が 2 件。総本山善通寺宿坊があるのみで宿泊施設が非常

に少ない。そこで比較的外国人観光客が利用しやすい民泊やゲストハウスを作ることで善通寺市

に滞在してもらう時間を長くさせる。通過型から滞在型にシフト。 
中期計画２～５件を目指す。 
違法にならないため「民泊事業者育成セミナー」を開催し正しい知識をつける。 
 

 (4) 情報発信 
   訪日外国人観光客にとって、滞在中の情報源として、スマホやネットで手軽に情報検索をして

いる利用者が多いというデータから、「個人のブログ」、「旅行ガイドブック」、を充実させる。魅

力あるブログを作るために SNS 情報発信講習会を開催する。 
 
〇行政機関「善通寺市の観光を考える研究会」に提案して協力を得ながら実施する。 
※善通寺市は多様化する観光ニーズに対応するため、地域特有の観光資源を活用した観光振興を

とおして地域の活性化につなげることを目的とした、「善通寺市の観光を考える研究会」を設置

している。研究会の委員は行政機関・商工会議所・寺院・民間事業者等により組織しており、有

識者を招聘できる。 
 
 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
 

《第 1期における取組と成果》 

これまで、善通寺商工会議所は、管内の小規模事業者、善通寺市、善通寺市観光協会及び各団体

と連携し、地域資源（特産品・観光地など）の棚卸や新商品開発などを支援し、地域経済の活性化

に資する事業に積極的に取り組んできた。各々が地域活性化という目標を持ちながらも各組織・団

体にてバラバラな取り組みを行ってきたため、事業と統一性が持てず、また継続も困難であった。 

 そんな中、当所は、第 1期事業期間において、善通寺市中小企業競争力会議のとりまとめ機関と

して、リーダーシップを発揮してきた。地域活性化の取組として、市に提言し市内事業者が行う新

商品開発や販路開拓のための新たな取り組みに対して補助金を支給する「善通寺市中小企業支援

事業」の制定に携わった。 

 一方、平成 27年度から開始し、第 3回まで開催された「善通寺まちゼミ」の事業は、地域活

性化事業として市内外から認知され、参加事業者及び講座受講者ともに増加となり地域活性化の

一翼を担っている。事業評価としては、参加事業所の増加とともに街中に賑わいが創出できたこ

と、なにより商店街商店主に一体感が出来、それぞれの情報共有を果たせたうえに、地域経済につ

いて話し合う機会を得たことがなによりの成果であったと各方面から評価されている。 

  

《今回の申請における取組の方向性》 

今回の申請においては、今後も地域との連携をもって、地域活性化に対する意識の共有を図り、

小規模事業者の経済的発展を促し事業をもって幅広く展開していきたいと考えている。下記事業

を今後も行うことで、地域における商業及び工業活動の振興を図る。 

商店主たちは「自分たちの商店街に愛着ができた」と話し、今後の商店街の展望に危機感をもっ

て話しあえたこと自体が大きな成果であった。この機会を逃さず、『みんなの商店街について話し

合う』というこの機運をさらに高めるため「まちゼミ」を継続して実施する。また、前期間におい
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て行われた「一店逸品運動」については、事業所の ITに関する関心及び日本また世界をマーケッ

トとすることの意識と意欲が出てきたことが成果として挙げられる。 

今期事業においては、継続的に善通寺市、善通寺市観光協会及び各団体と連携し当所部会、市商

店連合会、金融機関、総本山善通寺を委員とする「地域活性化委員会」を年 1回以上開催し、地域

活性化施策について意見を求め、今後の地域企業振興活性化活動の方向性を検討する。また、平成

29 年度より善通寺市が設置した「善通寺市観光研究会」も職員が参加し、各組織で検討した地域

中小企業振興活性化活動の方向性を踏襲した事業を開催する。 

 

 

【事業内容】 

1-①.まちゼミ 

「まちゼミ」については、今年度で第 3回目の開催であることから、開催参加事業者については

各自工夫をこらすなど、それぞれの取組が功を奏し、参加事業者、受講者ともに増加があり賑わい

創出に貢献した。 

今後は、「まちゼミ」の事業者の講師経験や開催により生まれた事業者同士および地域とのネッ

トワークを活かし、事業者同士で、いかに売上を増加させ利益を確保させる取り組みができるかに

ついて話し合える場を持つ場こそが地域の活性化を促すと考え、会議所として利益の確保に重点

をおいた販路開拓のためのＩＴセミナーを行うなど伴走型支援につなげたい。 

 

1-②.ロボホンの観光振興への活用 

 市内に 5 ヶ所の 88 ヶ所札所や 400 基の古墳をもつ善通寺におい

て、観光事業が地域活性化にいまひとつ結び付いていないと感じてい

る。 

理由として、様々な観光資源があるにもかかわらず、それら各々が

結びついていないことと、情報発信力の弱さである。 

それらをカバーするため、今期において当所は、人型ロボットの携

帯電話「ロボホン」を観光案内に導入することにより、外国人観光客

をはじめとする訪問者に善通寺の魅力を隅々まで堪能していただく

ことを想定して活用する。（五ヶ寺巡り、古墳めぐり、空海の謎めぐ

りなど） 

この「ロボホン」には人を引き付ける目新しさはもちろん、多言語

にも対応し会話が可能、また市内観光名所や代表産業などのキーワー

ドをインプットし映像でみせることもできるロボホンを振興に活用

し、善通寺の魅力を知って頂き、観光振興、ひいては地域振興に役立

てたいと考えている。 

第一段階としてロボホンを観光案内者として様々なイベントに同行させ善通寺の魅力を発信（映

像なども再生できる）。手ごたえを感じたところで第 2機・第 3機を投入し、観光客に貸し出し、

善通寺観光マップにのっとり、GoogleMapと連動し、当所管内に多い”徒歩でのへんろ歩き”をサ

ポートする同行二人役を担わせる。 

 

1-③.販路開拓のためのＩＴセミナーの開催 

小規模事業者は新しいことへの挑戦の不安と、これまでの試みによる失敗経験が意識にあること

から、隣店の成功を確認してから挑戦するという 2番手で参加する傾向にある。 

そのため最初の取組事業者をモデル事業者として、「募集」「意識づけ」「実施」「ブラッシュアッ

プ」とそれぞれの段階において、伴走型支援を行い、一連の体験を経験していただく事が重要であ

る。 

IT関連にしても同様で、まだ導入に踏み切れていない事業所が多い。モデル事業者を策定し、地

域ＩＴ化の模範とすることで IT導入率が上昇し、売上増・利益確保に貢献するものと考える。 
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1-④.地域活性化委員会の開催 

善通寺市、当所部会、市商店連合会、金融機関、総本山善通寺を委員・オブザーバ－とした「地

域活性化委員会」を年 1回開催 

 前期事業で実施した一店逸品 HPの充実を図り、ＰＲ、消費拡大を目的とした一店逸品祭りを 

参加店において、行うこととする。 

また、おしゃべり広場、善通寺市観光交流センター、いっぷく停（※3）と連携して実施するこ

とで相乗効果を狙う。 

※3 善通寺市赤門筋商店街振興組合が商店街内に創設した観光お土産店。振興組合の解散後も手 

作り商品を置き、地域市民や観光客に利用さ 

 

1-⑤.展示会を活用した工業製品の展示即売の実施（工業者） 

現状では、農商工夢フェスタ（旧産業展）での産業展を開催しており、当商工会議所の内部組織

（工業クラブ）の管内事業所の製品展示を開催し、イベントに来場されたお客様に対して製品

説明と企業 PRを行なっている。 

（現状）会員企業 22社のうち 9社の参加 

（目標）会員企業の全社の参加 

 

 

1-⑥. ICTを活用した商品販売の実施（商業者） 

当商工会議所の内部組織（商店連合会）の管内の商業者で加増している「ポイントカードシステム」

を時代に即した電子マネーを活用した販促媒体を導入し、消費者の掘り起こしを行なう。 

また、多くの商業者は高齢化の波が来てはいるが、小規模事業者支援機関による講師派遣等を活用

した HPの開設に向けた取り組みを行う。 

なお、中小企業競争力会議で検討実施した、消費者アンケートや事業所アンケートの調査結果を念

頭に置いた事業を行う。 

さらには、H28.12月よりサイトオープンしている 

「善品逸品 zenpin ippin project 」※URL http://zenpin-ippin.com/index.html 

 の参加事業所の拡大と、アクセス数の増加を促す広告媒体を活用した周知を行う。 

  

周知方法…善商会報等による、会員向けの周知 

      四国新聞等による、会議所事業活動（セミナー等）の周知を含む新聞折込 

 

また、上記の事業内容の充実を図り、事業に参加したい新規会員獲得に発展させるなど、会員増強

にもつなげていく。 

 

 

【数値目標】 

 項目（web含） H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 

まちゼミ開催回数 1 1 2 2 2 

出展者数 35 38 40 45 50 

来場者数 283 300 315 330 350 

一店逸品参加店数 0 10 15 18 20 

 

※総本山善通寺大会陽（2月）、Ｆ＆Ｇﾌｪｽﾀ（5月）、大師まつり（6 月）善通寺まつり（7月）、陸

上自衛隊納涼花火大会（7月）、観月の宴（9月）、農商工連携フェア（10月）、空海祭り（11月）、

護国神社春・秋大祭（5月・11月）、初詣（1月）に関しては、善通寺市、同観光協会に協力・支援

を行い、地域の活性化に取り組んでいく。 

http://zenpin-ippin.com/index.html
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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み 
 
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 
 

《第 1期における取組と成果》 

第 1期においては、香川県よろず支援拠点との連携が強く、柴田氏（担当中小企業診断士）が随時

情報交換に来所頂いた。その結果支援に必要な創業支援、経営革新計画など支援ノウハウ等に関す

る情報交換がおこなわれ、職員の資質向上にも役立てられた。 

 
《今回の申請における取組の方向性》 

1期の連携は継続しつつ、他地区の情報を幅広く収集し、より競争力を向上させる方向性で以下の

内容を実施する 

 ①香川県内の商工会議所での相談所長会議において、支援ノウハウ、支援の現状、支援の成果に

ついて情報交換を行う。（3 回／年） 
②中讃地区の支援機関とは、「青色申告会担当者研修」「労働保険事務組合研修」において、支援

ノウハウ、支援の現状、支援成果について情報交換を行う。（3 回／年） 
③県下商工会議所・商工会の指導員が集まり合同で行う「研修会」において、支援ノウハウ、支

援の現状、支援成果について情報交換を行う。（3 回／年） 
④中小企業大学校、日本商工会議所等が主催する研修に積極的に参加を促し、他地域における支

援ノウハウ、支援の現状、支援成果について情報交換を行う。（3 回／年） 
①～④に共通して、経営指導員間及び外部専門家との情報交換を通して、各種施策の概要・運用

に関する情報交換を行い小規模事業者の伴走型支援を行うための具体的手法を模索することがで

きる。 
また、第 1 期から連携しているよろず支援拠点などの支援機関及び他組織との連携により、支援

制度の内容や活用方法、その他申請方法や専門家から経営分析並びに財務分析など具体的な支援

テクニックを学ぶことができる。 
（具体的には、経営支援力、財務諸表分析力、税務指導力、事業計画策定指導力の向上） 
特に、伴走型支援を行うにあたっては対象小規模事業者とのコミュニケーションやヒアリング

力は欠かせないものであり、ベテラン指導員との交流をとおして、聴き取り力を強化することに重

点を置く。（具体的には、観察力、協調性、論理的思考力、コミュニケーション力の向上） 
 
以上の研修や意見交換で得た情報を稟議・復命で職員全員に周知すると共に、現在毎週月曜に開

催している「職員会（※4）」で報告し、組織内で知識・情報の共有を図るものとする。 
※4 毎週月曜日の朝 8 時 30 分から 15 分程度職員全員で先週の報告、今週の予定が報告され、続

いて指導員等が抱える個別相談案件を報告・指導の方向性や手法を議論している。 
 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
《第 1期における取組と成果》 

当所職員９名は、個人の資質向上から全員が日商簿記３級（内３名が２級）を取得しており、また

全員がＩＴに関する知識として情報処理技術者、ＭＯＳ、日商ＰＣ・会計の資格を取得している。 
 また、職員の資質向上を目的に、法人設立、不動産登記、法人決算等の書類作成ＯＪＴ研修を実

施し、知識のレベルアップを図り日本商工会議所主催研修、中小企業大学校主催研修に積極的に参

加するよう促してきた。結果、1 期には 7 名が中小企業大学校の研修に参加、日本商工会議所主催

研修に 4 名が参加し支援能力の向上に努めている。 
 また、資格取得に関して今期、ＦＰ２級及びＩＴパスポ－ト等を取得する職員もおり資質向上意

識は高いものがある。 
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《今回の申請における取組の方向性》 

今後も同研修に参加することに加え、職員に資格取得の機会を与え取得を推進、奨励する。 
また、本人が希望する民間組織主催の「各種セミナー・研修会・通信教育等」に経営指導員及び

支援員の各人が１回／年以上参加することとし、小規模事業者の持続的発展につながる支援を行

える幅広い能力をもった人材を育成することで支援能力の向上を図る。 
今期はそれに加え、OJT として『アプリの作成』を行うこととし、それを前に述べた『善通寺市

地域経済動向調査』『経営分析・事業計画策定のための指導カルテ』として利用する。 
ＩＴ・アプリに関する事業所の関心は高く、今後さらに利用が普及されると考える。小規模事業

者にとって導入経費が少なく操作が簡単なアプリの作成を理解し利用することが必須になってく

ると考える。これらの知識を先取りして指導・支援できる体制を整えるため、経営指導員はじめ職

員全員がアプリの理解と作成に関わり指導能力を高めていきたいと考えている。 
 （現在、タブレットを活用した巡回指導は行われているが、より深い理解を求めるため作成にま

で関わることとした。当所には、アプリ作成経験者が 1 名おり、他の職員に指導が可能なため） 
 
  また、融資事案がある都度「財務分析・経営情報確認会」を開催し、「経営分析表」「キャッシュ

フロー分析」「損益分岐点グラフ」等を作成し、担当者が企業の分析結果を評価した上で発表する

ことで、組織内での経営指導員の金融指導ノウハウを伝承、共有しており今後も継続する。 
 
  若手経営指導員については中堅経営指導員に随行し実際に小規模事業者の支援にあたることで、

指導経験を積み、指導・助言、情報収集の手法を学び支援能力を身に着けている。 
また、支援に必要とされる専門知識については、ＯＪＴによる伴走型支援の能力向上と、上記Ⅰ．
で記載の各種研修参加にて資質の向上を図る。 

 
 
 
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 
 

《第 1期における取組と成果》 

第 1期における評価では、月例中小企業競争力会議において、進捗・事業報告を行い年度末に最

終評価をする仕組みであったため、事業は効率よく運営できた。しかし、第 3者評価としての評価

内容も協調感が漂い、事業主体者側の評価となったように思える。 

 
《今回の申請における取組の方向性》 

第 2期については、年 3回程度評価会の開催として、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ＰＤＡＣサイクルを構築、評価・検証を行う。 
① 内部の監事・部会代表・委員会代表及び外部から市部長、大学教授、中小企業診断士等並びに

会頭が推薦する有識者による「評価委員会」を組織し、事業の実施状況、成果の評価を行い・

見直し案の提示を行う。 
② 常議員会において、評価・見直しの方針を決定する。 
③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受ける。 
④ 事業の成果・評価・見直しの結果を善通寺商工会議所のホームページ    
（http://www.downtown21.gr.jp/zcci）で計画期間中公表すると共に「会報」配布時に同封する。 
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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 

【実施体制】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 委託事業（善通寺市リフォ－ム商品券取扱い業務 他） 
 

【実際の実施人数】 10名 

 

 

 

 

 

専務理事 山下 繁樹 

商 工 相 談 所  

役 職 氏 名 主 業 務 補足業務 

経営指導員 
（相談所長） 内田 裕司 指導統括 

金融 ・総務全般  ・自衛隊協力会 

経営指導員 宮崎 喜弘 税務 
・工業クラブ 
・青年部 

・交通安全暴力追放経営者協議会 

経営指導員 黒木 景子 金融 ・会計 ・総務全般 ・広報 

経営指導員 秋山 文子 税務 ・青色申告会 ・法人会 
・商工技術  ・労務 

経営指導員 高畑 俊男 労務 ・ＩＴ ・労保  

・総務全般 

支 援 員 法兼 志保 指導補助 ・総務全般 ・広報 

書 記 高橋 和弘 指導支援 ・商店連合会 ・青年部他 

・共済    ・業務補助 

書 記 西田 恵美 指導支援 ・女性会   ・工業クラブ 

書 記 木下  彩 指導支援 ・ＩＴ ・総務全般，受付  
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【商工会議所全体の組織】 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

※善通寺市中小企業振興基本条例に関する事業実施検討員会 

 

 

 

 
     ※現在 善通寺市が運営している。 

 

 

（２）連絡先 
小規模事業者直接相談部署 

善通寺商工会議所 商工相談所 

 

住  所 : 〒765-0013 香川県善通寺市文京町 3-3-3 

電話番号 :  ０８７７-６２-１１２４  

Ｕ Ｒ Ｌ :  http://www.downtown21.gr.jp/zcci/    

                 

 

 

 

 

主として会議所に対する提案・具申の役割 

商業部会、工業部会、金融部会、庶業部会 

主として会議所運営の決定機関 

正副会頭会、常議員会、議員総会 

主として会議所運営の決定に関する内容の 

事前検討を行う諮問の役割 

商業委員会 工業労働委員会 観光委員会  

総務委員会 組織委員会   会館運営委員会  

※事業評価委員会（新設） 

独自の規定を持ち事務局と共に会議所運営の決定に添った行動する役割 

青年部、女性会、小規模事業者経営改善資金審査会、小規模企業振興委員会 

独自の会計・規定を有し、会議所に事務委託をして公共的活動を担う役割 

丸亀法人会、善通寺青色申告会、善通寺工業クラブ、善通寺市商店連合会、 

善通寺市交通安全暴力追放経営者協議会、善通寺市自衛隊協力会 

善通寺市 
善通寺市中小企業振興会議 

事務局 

【職員数】10名 

【経営指導員数】5名 

 



３４ 
 

（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 30年度 

(30年 4月以

降) 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 40,120 41,800 41,700 41,320 42,400 

 

 

中小企業相談所 

 

事業費 

 

(内訳) 

商工振興費 

調査広報費（観光関係含む） 

ＩＴ技術活用推進事業費 

商工業振興特別事業 

地域調査事業 

中小企業活力支援推進事業 

経営分析支援事業 

 

35,600 

 

4,520 

 

 

2,000 

1,000 

 120 

 500 

200 

500 

200 

 

35,600 

 

6,200 

 

 

2,000 

1,800 

 1,000 

 500 

200 

  500 

200 

 

35,800 

 

4,900 

 

 

2,000 

1,000 

 500 

 500 

200 

  500 

200 

 

35,800 

 

4,520 

 

 

2,000 

1,000 

 120 

 500 

200 

  500 

200 

 

36,000 

 

6,400 

 

 

2,000 

1,800 

 120 

 500 

200 

  500 

200 

（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 

【中小企業相談所】 

中小企業相談所の内、人件費及び経営改善普及事業には 3,600 万円程度が補助金としてあるため、

自己負担額 400万円程度を自己財源で対応する。 

 

【事業費】 

事業費については、各施策の活用、香川県の経営支援事業費並びに善通寺市からの補助金・委託事業

と参加事業所負担及び単年度会議所収入をもって実施する。 

（想定される調達方法）  

商工振興費      ・・・実施組織、参加事業所負担、施策活用 

調査広報費      ・・・香川県（経営支援事業費）、市補助、広告収入、施策活用 

ＩＴ技術活用推進事業費・・・香川県（経営支援事業費）、参加事業所負担、施策活用 

商工業振興特別事業  ・・・香川県（経営支援事業費）、市補助・委託、参加者負担、施策活用 

消費者行動把握調査事業・・・香川県（経営支援事業費）、市補助・委託、施策活用 

中小企業活力支援推進事業・・香川県（経営支援事業費）、市補助・委託、施策活用 

経営分析支援事業   ・・・香川県（経営支援事業費）、事業者負担、市補助・委託、施策活用 

 

 

（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 

企業動向調査事業/消費者行動把握調査事業 

商工業振興特別事業(部会,競争力会議) 

商工振興費(まちゼミ,一店逸品) 

 

連携者及びその役割 

・商工業振興特別事業(部会,競争力会議) 

善通寺市、四国学院大学、善通寺市商店連合会 委員として意見・提案検討 

・商工振興費(まちゼミ,一店逸品) 

ＪＡ、善通寺市商店連合会、善通寺市青色申告会 参加店募集と参加者募集案内 

・消費者行動把握調査事業 

市連合自治会、同婦人会、同教育委員会（ＰＴＡ）、同老人会等 アンケ-ト協力 

連携体制図等 

・企業動向調査/消費者行動把握調査事業 

 
 
 

善通寺市中小企業振興会議 

目標：市内消費者のニーズ発掘（商品、利便性）、地域経済活性化 

 

善通寺市 

◆事業の準備 

◆企画・運営 

◆事業の実施 

 
善通寺市 
中小企業競争力会議 

善通寺市 

◆委員として参加 

 

香川県中小企業同友会 

◆委員として参加 

 

四国学院大学 

◆委員として参加 

 
 地元金融機関 

◆委員として参加 

 

善通寺市農業経営者協議会 

◆委員として参加 

 

善通寺商工会議所 

◆事業の準備 

◆企画・運営 

◆事業の実施 

市連合自治会、同婦人会、同教育委員会（ＰＴＡ）、同老人会等、善通寺市交通安

全暴力追放経営者協議会、善通寺市自衛隊協力会   ◆アンケート協力 

日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構 ◆オブザーバーとして参加 
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・商工業振興特別事業（善通寺市中小企業競争力会議） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・商工振興費(まちゼミ,一店逸品運動) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目標：経営発達支援の具体的取組事業検討 

 
善通寺市 
中小企業競争力会議 

善通寺市 

◆委員として参加 

 
善通寺市商店連合会 

◆委員として参加 

 

香川県中小企業同友会 

◆委員として参加 

 
四国学院大学 

◆オブザーバーとして参加 

 
 

地元金融機関 

◆オブザーバーとして参加 

 

善通寺市農業経営者協議会 

◆委員として参加 

 

善通寺商工会議所 

◆会議の運営 

日本政策金融公庫 

中小企業基盤整備機構 

◆オブザーバーとして参加 

 

目標：経営者のアピ－ル、消費者囲い込み、地域経済活性化 

 
まちゼミ実行委員会 
一店逸品運動実行員会 

善通寺商工会議所 

◆実行員会の運営 

◆企画・運営 

◆参加店・参加者募集 

 

 

 

 

四国学院大学 

◆委員として参加 

 
 

善通寺市商店連合会 

◆委員として参加 

 

ＪＡ 

◆参加店。参加者募集 

 

善通寺市 

◆委員として参加 

 

善通寺市商店連合会 

◆参加店。参加者募集 

 
善通寺市青色申告会 

◆参加店。参加者募集 

 
市連合自治会、同婦人会、同教育委員会（ＰＴＡ）、同老人会等  

◆参加者募集案内 

 

日本政策金融公庫 

中小企業基盤整備機構 

◆オブザーバーとして参加 
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連携組織等の名称 代表部署、または代表者 連絡先 

善通寺市 

善通寺市 建設農林部長 0877-63-6312 

善通寺市 商工観光課 0877-63-6315 

善通寺市連合自治会 社会福祉課 0877-63-6339 

善通寺市婦人会 社会福祉課 0877-63-6339 

善通寺市教育委員会（ＰＴＡ） 生涯学習課 0877-63-6328 

善通寺市老人会 高齢者課 0877-63-6331 

会議所事務委託組織 

善通寺市商店連合会 会議所業務課 0877-62-1124 

善通寺市交通安全暴力追放経営者協議会 会議所業務課 0877-62-1124 

善通寺市自衛隊協力会 会議所総務課 0877-62-1124 

善通寺市青色申告会 会議所業務課 0877-62-1124 

その他 

四国学院大学 准教授    川又 実 0877-62-2455 

四国学院大学 助 教    仙石桂子 0877-62-2455 

香川県中小企業同友会 理 事    谷渕陽子 0877-58-0541 

善通寺市農業経営者協議会 会 長    島田満沖 0877-62-9722 

㈱百十四銀行善通寺支店 善通寺支店長 渡邉一弘 0877-62-3008 

㈱香川銀行善通寺支店 善通寺支店長 山内一弘 0877-63-4535 

その他 組織   

日本政策金融公庫高松支店 国民生活事業 087-581-9141 

中小企業基盤整備機構 四国支部 087-811-3330 

香川県ＪＡ 善通寺支店 0877-64-0626 
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