
 

   

平成 29 年度 経営発達支援事業の実施内容    岡山西商工会 

１．地域の経済動向調査に関すること 

（事業内容） 

①景況調査の実施 

  全国商工会連合会が実施する中小企業景況調査により経済動向を調査し、四半

期ごとに纏められる景況調査報告書を個別の経営支援に活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模事業者アンケート調査の活用 

  平成 27年度に実施した調査結果を踏まえ、個別経営支援を実施した。 

 

（実施結果） 

景況調査の実施にあたり、年度途中で廃業となった調査対象事業所（製造業）があ

り、後任の調査協力事業所の選定に苦慮し、目標件数に至らない結果となった。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（事業内容） 

①クラウド会計システムの活用（小規模支援会計ｍｏｍｏ） 

 利用事業者の会計情報から得られる財務データを事業計画策定等に活用した。 

 

②決算データを活用し、業務内容を把握 

 決算指導を実施している小規模事業者の決算データを活用し、財務諸表から、小

規模事業者の事業評価に繋げた。 

 

③巡回訪問による現地調査 

巡回訪問により、個社の商品やサービスの提供に関する情報を収集。収集した情

報は、「小規模事業者持続化補助金」等の支援施策の活用に繋げた。 

   

支援内容 29年度目標 実 績 

経営分析件数 150件 156件（85件＋71件） 

 

（実施結果） 

150 件の目標に対し、156 件の実績となった。クラウド会計システム（85 件）の活

用とともに巡回訪問強化による現地調査件数（71件）により目標を達成。 

 

調査項目 

①3ヶ月間の月別売上額 

②前年同期間と比較した売上額、 

単価、数量・仕入単価、採算、 

従業員数等における「増加」・「不

変」・「減少」の状況 

③今期及び来期の設備投資計画 

④直面している経営上の問題点 

⑤自社が感じる業界内の状況 

調査業種 29年度 

目標 
実 績 

製造業 5件 3件 

建設業 5件 5件 

小売業 5件 5件 

サービス業 5件 5件 

合 計 20件 18件 

調査回数 4回 4回 
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３．事業計画策定支援に関すること 

（事業内容） 

①経営セミナー・個別相談会の開催 

  本年度は集合によるセミナー形式の経営計画策定支援を改め、中小企業診断士等

の専門家と経営指導員帯同による巡回個別訪問を定期的に実施した。 

   巡回個別訪問では、既存事業に係る改善項目の抽出とともに、事業計画書の重要

性や必要性を説き、事業計画書作成に関する初期の助言指導を行った。 

 

■実施回数   １１回 

■指導事業者数 １５事業者 

 

②創業セミナーの開催 

   本年度は、おかやま創業ネットワークによる岡山市内支援機関が実施する創業セ

ミナーの周知活用から、管内創業希望者の支援に繋げた。 

   

  ③小規模事業者向け事業計画の策定支援 

平成 27 年に実施した全会員を対象としたアンケート調査結果を基に、経営指導

員の巡回訪問により、事業計画の策定・実施を通じた経営課題解決へのメリットを

提案。「経営革新計画」の策定や「小規模事業者持続化補助金」等の施策活用を通

じて、具体的な事業計画の策定と伴走支援に繋げた。 

 

  ④創業希望者の掘り起しによる創業計画策定支援 

「おかやま創業ネットワーク」による他の支援機関との情報共有により、創業希

望者の情報収集に努め、ホームページや会報紙での情報提供を行った。 

 

支援内容 29年度目標 実 績 

経営セミナー・個別相談会の開催 

（巡回個別訪問） 
セミナー 20名×2回 

個別相談会 5名×2回 
実施回数   11 回 

指導事業者数 15事業者 

創業セミナーの開催 セミナー 10名×1回 未実施 

事業計画策定事業者数 50名 49名 

創業計画策定数 8名 14名 

   

（実施結果） 

 中小企業診断士等の専門家と経営指導員との帯同による巡回個別訪問を定期的に実

施した結果、支援先事業所１５事業者のうち、経営力向上計画の認定が１事業者、持続

化補助金の認定が２事業者となり、持続化補助金の認定のうち１件は海外への販路拡大

支援に繋がった。 

その他、事業承継計画支援など、各事業者の支援ニーズを踏まえた事業計画の作成支

援を行った。 

 創業支援では、商工会窓口へ創業相談に来られた方に対する創業計画策定支援が１４

件となり、おかやま創業ネットワーク等を介した創業セミナー情報の周知や、本会ホー

ムページによる情報提供から目標を達成した結果となった。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（事業内容） 
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①巡回訪問によるフォローアップ 

    経営指導員による巡回訪問を定期的に実施し、事業計画における実施項目の確

認や計画目標値に対する達成度等の確認に加え、事業計画の軌道修正を含めた継

続的なフォローアップを実施。 

 

②創業者に対するフォローアップ 

   創業１年目から３年目となる創業者を重点的に、巡回訪問による支援を実施。 

 

③専門家の活用 

    事業計画の実施において、計画通りに遂行できない場合について、ミラサポの

活用とともに、岡山県商工会連合会と連携した専門家の現地派遣による助言指導

を行い、計画の修正を実施。 

 

④小規模事業者経営発達支援資金貸付制度の活用 

    事業計画の実施に係る資金調達に際し、小規模事業者経営改善資金貸付制度

（通称：マル経融資制度）や、小規模事業者経営発達支援資金貸付制度の活用を

推進。 

  支援内容 29年度目標 実 績 

事業計画策定事業者数 50件 49件 

事業計画推進に係るフォローアップ件数 50件 47件 

創業支援者数 8件 14件 

創業支援に係るフォローアップ件数 8件 10件 

 

（実施結果） 

 各種補助金活用に係る事業計画や、経営革新計画、創業計画の実践において、経営指

導員の巡回訪問や専門家の派遣を実施した。 

事業計画推進に係るフォローアップについては、事業計画策定事業者のうち、小規模

事業者持続化補助金の申請にあたり不採択となった事業計画について、その後のフォロ

ーアップを進めたものの事業計画のブラッシュアップに至らない結果となった。 

 

 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

（事業内容） 

平成 28 年度に実施した管内の消費動向調査（需要動向調査）結果等を活用し、小規

模事業者の事業計画策定を行った。 

 

地域内外の消費購買動向を対象とする調査（28年度実施） 

   岡山西商工会管内地域に居住する消費者を対象に、民間の調査機関（㈱東京商工

リサーチ）に委託して、食糧、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、

保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽などの消費動向について調査を実施。 

 

支援内容 29年度目標 実 績 

各種統計調査及びアンケート調査結果の活用 50回 93回 

消費動向調査の実施 未実施 未実施 
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需要動向調査を活用した事業計画作成支援件数 

業 種 29年度目標 実 績 

製造業 20件 8件 

建設業 5件 9件 

卸・小売業、サービス業 25件 26件 

合計 50件 43件 

 

（実施結果） 

 管内の消費動向調査（需要動向調査）については、平成２８年度に実施したため、本

年度は、未実施。事業計画作成支援において、平成２８年度調査にて得られたデータを

活用した。 

各種統計調査やアンケート調査結果の活用については、スーパーマーケット等のＰＯ

Ｓレジ情報を基に、加工食品・家庭用品のトレンド情報等を活用し事業計画作成を行っ

た。 

 

 

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】 

（事業内容） 

①各種商談会や物産展への参加 

岡山県商工会連合会や地元金融機関などの各種団体が主催する、県内及び首都

圏・関西圏等で開催する商談会や物産展へ出展し、「おかやま桃太郎ブランド認

証特産品」を中心とする加工品の販路拡大支援を進めた。 

 

８月 トマト銀行主催トマトアグリフードフェア商談会 

    開 催 場 所：岡山コンベンションセンター 

      出展事業 者：elims㈱、㈱手づくりジャム工房、㈱ＪＩＮ 

      成 果：引き合い・商談総件数  １５件（３社合計） 

            

１０月 ＲＳＫ物産展 

     開 催 場 所：岡山コンベンションセンター 

     出展事業 者：㈱ＪＩＮ 

 

１１月 岡山からの名産品 首都圏テストマーケティング・商談会 

開   催   日:平成２９年１０月３１日～１１月３日 

開 催 場 所：とっとり・おかやま新橋館 

         出展事業 者 :  

①商談会 （４事業者） 

elims㈱、㈱手づくりジャム工房、㈱ＪＩＮ、㈱板野酒造本店 

           

          ②テストマーケティング（１２事業者） 

           サンドリヨン洋菓子、㈲たろうフーズ大衆焼肉にしき、 

elims㈱、姫屋、㈲常盤堂、㈲おかもと屋、なかやま農場、 

㈱時光農園、㈱手づくりジャム工房、㈱ＪＩＮ、 

㈱板野酒造本店、福谷チーズ工房 
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       成    果： 

         来場者 ３，９９５人 

         バイヤー来場者 ２７名 

         引き合い・商談総件数  ６５件 

         販売金額（３日間合計） ２６８，５３０円 

 

 ②販路開拓に必要なノウハウの習得 

  「岡山からの名産品 首都圏テストマーケティング・商談会」開催初日となる１

１月１日催事終了後、催事会場内にて参加事業者向けに「首都圏商談対応セミナー」

を開催した。 

  講師にリップル有限会社代表である清川惠美子氏を招き、首都圏における食のト

レンドについての情報提供から、首都圏食料品バイヤーが求める商品に対応した商

品開発と販路拡大について必要なノウハウを学んだ。 

 

  テーマ：首都圏における食のトレンド 

講 師：清川惠美子 氏（リップル有限会社） 

 

③岡山西商工会会員向けポータルサイトの活用による需要の開拓 

   会員向けに無料で使用可能な本会ポータルサイトへ商品情報等を掲載するこ

とにより、インターネットを通じた新規取引先の発掘支援を実施した。 

 

区 分 H29年度目標 実 績 

商談会等参加事業者数 10社 20社 

テストマーケティング対象者数 5社 4社 

商談対応セミナー 1回 １回 

ポータルサイト登録数 180 170 

 

（実施結果） 

商談会等参加事業者数については、目標をクリアすることができた。１１月１日に

とっとり・おかやま新橋館で開催した商談対応セミナーでは、参加事業者より、大変

参考となるとの意見が多く寄せられた。 

ポータルサイト登録数については、新規加入会員数（２８件）への登録を積極的に

進めたが、廃業等による登録削除（２４件）もあり、１７０件の登録実績に留まった。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（事業内容） 

  ①地域ブランド商品の育成推進 

    小規模事業者が地域資源を活用して行う新商品開発や販路拡大についての総

合支援を実施。開発された商品については、「おかやま桃太郎ブランド認証特産

品」として認証し、地域ブランド商品としての育成を推進。 

   

  ②地域のブランド化及び賑わいの創出 

    観光ＰＲパンフレットの配布 

    歴史に纏わる多くの史跡・旧跡と地域ブランド商品を紹介する観光ＰＲパンフ



６ 

 

レット「行ってみよう今こそ岡山、吉備の国」とともに管内の飲食業や宿泊業等

を営む小規模事業者情報を掲載した事業者ＰＲパンフレット「Okayama ももたう

んグルメ＆宿ガイド」を継続配布し、本会地域への観光客流入を行った。 

 

事業者ＰＲパンフレットの制作・配布 

前年度に行った地域経済動向調査の結果から、管内に居住する住民は、自宅の

リフォームや修繕などを近隣の事業所に依頼をしたいと考えている人が多いと

いうことが明らかになったため、建設業を営む小規模事業者の民間需要拡大を目

的に、「ＯＫＡＹＡＭＡ暮らしのパートナーズガイド」を制作し、管内消費者向

けに新聞折込みにて配布した。 

 

  ③「桃太郎伝説を体感する観光ツアー」検討座談会 

    桃太郎伝説の中心地である本会エリアに所在する小規模事業者が主体となり、

桃太郎伝説を体感する観光ツアーの具体化に向けた検討座談会を開催した。 

   【参加事業者：旅行関係事業者等 10事業者】 

 

区 分 H29年度目標 実 績 
地域振興協議会の開催 未実施 未実施 

新商品開発参加事業者数 7社 5社 

観光パンフレット配布 5,000 継続配布 

観光事業参画事業者数 10社 10社 

事業者紹介パンフレット配布 5,000 18,500 

 

（実施結果） 

【地域ブランド商品の育成推進】 

地域の資源を活用した特産品開発を実施する小規模事業者は 5社に留まったが 6次

産業化に取り組む農業者の支援から、今回の特産品開発支援に繋がった。 

 

【地域のブランド化及び賑わいの創出】 

 観光ＰＲパンフレットの配布 

観光ＰＲパンフレットによる歴史観光ルート・地域ブランド商品の紹介と併せて、

観光ルート近辺に所在する飲食業や宿泊業を営む小規模事業者をＰＲする事業者向

けＰＲパンフレットをセットで配布することにより、観光客の利便性の向上と管内の

経済の活性化に寄与することができた。 

 

 事業者ＰＲパンフレットの制作・配布 

事業者ＰＲパンフレットについては、平成２９年１１月３０日付けで新聞折り込み

を行った後、１２月を検証期間とし１月に効果検証のためアンケート調査を行った。 

 

アンケート調査結果 

① 掲載事業者２８社中１１社に消費者からの問い合わせがあり、問い合わせ総件

数は３１件で、最も問い合わせが多かった事業所は６件であった。 

 

② 具体的な見積り依頼は１０件（B2Cが８件、B2Bが２件）あり、内９件（B2Cが

８件、B2Bが１件）が商談（受注）成立し、受注合計金額は９０万円。 
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③ １件当たりの最高受注額は３０万円で建築工務店への発注。 

 

④ 問い合わせ方法は電話がほとんどで、来店によるものは４件と少数。 

 

⑤ 対前月比による売上比較では、増加４社、不変２４社、対前年同月比の売上比

較では、増加４社、不変２１社、下降３社という状況。 

 

⑥ 定性面による効果としては、同業他社からの下請け相談、既存顧客からの激励

などが多く、地域住民の地元事業者への相談・見積り依頼等の喚起に繋がった。 

 

【「桃太郎伝説を体感する観光ツアー」検討座談会】 

観光関係事業所計１６社に参画依頼をしたが、７事業所の参画に留まった。企画開

発シートにより、ターゲットの選定、サービスの内容と提供方法、実施に向けた課題

の抽出等、ツアーの具体的内容について協議を進めたが、参画事業所の減少から座談

会の内容を含めて再度検討することとなった。 

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 

（事業内容） 

  ①他の支援機関が参画する会議・研修会での情報収集 

・岡山県商工会連合会主催広域連携会議 

    岡山県商工会連合会及び県内商工会が参加する広域連絡会議に出席し、経営

発達支援計画の取組み状況や支援ノウハウについての情報収集を行った。 

  

  ・おかやま創業ネットワーク連絡会議（5/18） 

岡山市及び岡山市内に所在する支援機関が一同に会し、岡山市内におけるワ

ンストップ創業支援の具体的な進め方について協議し、情報共有とともに支援

ノウハウの習得を行った。 

 

【おかやま創業ネットワーク支援機関】 

 岡山市、岡山県商工会連合会、岡山市内商工会、岡山商工会議所、 

岡山県産業振興財団、岡山県中小企業団体中央会、 

（公財）岡山県産業振興財団、日本政策金融公庫岡山支店、 

（一社）岡山県中小企業診断士会、（株）中国銀行、（株）トマト銀行、 

おかやま信用金庫、（特非）ビジネス・インキュベーター岡山 

 

   ・商工会・金融機関による支援連携推進会議（11/7） 

     独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部の地域支援コーディネーター

と連携し、管内金融機関と本会それぞれの強みを活かした実践的な経営支援体

制の構築を図った。本会経営指導員による小規模事業者への具体的な支援事例

や、金融機関側からの小規模事業者に対する支援内容について情報交換を行っ

た。 

    【出席者】 

      中国 銀行（庭瀬支店、岡山流通センター支店、稲荷支店） 
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      トマト銀行（庭瀬支店、岡山流通センター支店、吉備津支店） 

      百十四銀行庭瀬支店、おかやま信用金庫吉備支店、 

      吉備信用金庫（高松支店、足守支店） 

      岡山市産業観光局産業振興・雇用推進課中小企業振興室 

      中小企業基盤整備機構中国本部 

      岡山西商工会 

（正副会長、事務局長、支援課長、支援課長補佐、経営指導員３名） 

 

②専門家との連携による情報収集 

    独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部の地域支援コーディネーターと

連携し、小規模事業者の需要の開拓に関する効果的なアンケートや事業計画の作

成について情報共有を進め、支援テーマに対応した専門家派遣を実施した。 

 

③他の支援機関職員との帯同巡回訪問による支援ノウハウ等の情報交換 

国等の補助金・助成金等の活用を望む小規模事業者について、日本政策金融公

庫岡山支店国民生活事業職員や岡山県商工会連合会職員との帯同による巡回計

画を策定し、吉備、高松、足守の 3地区の経営指導員による帯同巡回訪問を実施。 

 

他の支援機関との帯同巡回訪問 

連携先支援機関 巡回テーマ 回数 

岡山県よろず支援拠点 経営改善・雇用 7回 

中小企業基盤整備機構 事業承継 5回 

岡山県商工会連合会 経営改善 3回 

岡山県エキスパート人材センター  雇用 2回 

公益財団法人産業雇用安定センター  雇用 2回 

ＪＥＴＲＯ岡山 海外展開 1回 

トマト銀行津高支店 海外展開 1回 

おかやま信用金庫吉備支店 創業 1回 

㈱日本政策金融公庫岡山支店  金融 1回 

 

（実施結果） 

 岡山県よろず支援拠点や岡山県商工会連合会との帯同巡回による経営改善支援から

事業計画の作成に繋がったほか、日本政策金融公庫国民生活事業との帯同巡回訪問を通

じて、小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）に繋がった。 

また、中小企業基盤整備機構事業承継コーディネーターとの帯同巡回訪問により、事

業承継支援を行った。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（事業内容） 

①岡山県商工会連合会主催：経営指導員研修・職員研修への参加 

    小規模事業者の持続的発展やライフサイクル全般の支援スキル、地域全体を活

性化する仕組み作りのスキルの習得等、小規模事業者に対する経営指導員の支援

能力の向上を図った。 

②独立行政法人中小企業基盤整備機構主催：中小企業支援担当者等研修への参加 
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    経営指導員の職務経験に対応した研修を受講し、支援能力の向上を図った。 

     

基礎研修：職務経験１～５年程度の経営指導員が、基礎・基本となる知識・ 

理論・手法を習得 

 経営指導員 1名受講 

    専門研修：職務経験５年以上の経営指導員が専門知識・分析力・実践力の向上

に資する手法を習得 

          経営指導員 2名受講 

           研修内容：①ものづくり企業の支援力 

②小規模企業に対する伴走型支援の進め方 

 

③ＯＪＴによる支援能力の向上と情報共有 

    独立行政法人中小企業基盤整備機構の地域支援コーディネーターを経営指導

員会議に招き、事業計画作成に係る支援スキルの向上を進め、経営指導員間との

情報交換を図り、指導内容や情報収集方法の共有を進めた。 

高度専門的課題の解決にあたっては、岡山県商工会連合会広域サポートセンタ

ー職員（中小企業診断士等）と連携し、指導・助言内容・情報収集方法を学んだ。 

 

（実施結果） 

 経営指導員会議を月 1回、定期的に開催し、各経営指導員からの小規模事業者支援の

内容について、より効果的な支援に繋げるための協議を実施。これにより、専門的経

営支援のスキル向上に繋がっている。 

 

 

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「経営発達計画推進委員会」の設置 

    経営発達支援事業の成果の評価及び見直しをする機関として、外部有識者、岡

山市、岡山県商工会連合会担当者で構成する「経営発達計画推進委員会」を構成

し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

  

②本会役員からの意見徴収 

本会の総務企画委員会において事業遂行状況を報告し、評価と見直しの方針に

係る意見徴収を行います。 

 

③事業の成果・評価・見直し結果の報告 

事業の成果・評価・見直しの結果については、本会理事会へ報告し、決定・承

認を受けることと致します。 

 

④事業の成果・評価・見直しの結果の公開 

事業の成果・評価・見直しの結果については、岡山西商工会ホームページを作

成し、事業実施期間中公表することで小規模事業者への幅広い情報提供を行うと

ともに、本会総代会にて総代会資料への掲載により報告し、小規模事業者への周

知徹底を図ります。 

 


