
 

平成３０年度第１回 

 玉野商工会議所経営発達支援事業評価委員会 次第 

                                       日 時：平成 31年 2月 21日（木）17:00～19:00 

                                         場 所：商工会議所 役員室  

                             出 席：小林裕彦、松本直也、実井準、近藤克也 

                      

（資料）事業計画書、補助事業実績報告書（途中経過）、 

                         委員設置規程 

Ⅰ．開  会  

Ⅱ．議  題 

第 1．平成３０年度経営発達支援事業実施状況について 

   １．地域の経済動向調査に関すること 

     ・景気観測調査・・・対象 ４０社／３か月に１回実施 

     ・賃金関係調査・・・対象１５０社／ １年に１回実施 

     ・ＬＯＢＯ調査・・・対象 ４社／ 毎月１回実施   

 

２．経営状況の分析に関すること（上段が計画件数、下段が実績件数） 

支援内容 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 

1,276 1,353 1,187 1,264 

 

  

窓口相談件数  800  900 1,000 1,050 1,100 1,150 

694 802 937 715   

個別相談会開催回数 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 

１２ １２ １２ １２   

経営分析件数 １３ ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ 

５６ ８２ ７７ ８４   

 

 

1-1. 伴走型小規模事業者支援推進事業【事業計画策定支援】 

（１） 第１回たまの事業承継セミナー 

「経営者・後継者のためのたまの事業承継セミナー＆個別相談会」 

① 開催日時：7月25日（水）19:00～21:00 

② 開催場所：産業振興ビル3階 技術研修室（玉野市築港１－１－３） 

③ 講師：金原 光広 氏 （井原産業㈱代表取締役） 

（独）中小企業基盤整備機構中国本部＆岡山県事業承継ネットワーク 

 事業承継コーディネーター 

④ 受講人数：9名（うち小規模事業者8名） 



⑤ 個別相談（事業承継診断のヒアリング） 

 

（２） 経営革新ならびに経営力向上セミナー並びに個別相談会 

「話題の経営力向上計画と経営革新計画で生き残りを考える！」セミナー＆個別相談会 

① 開催日時：平成30年8月2日（木） 18:00～20:00 

② 開催場所：産業振興ビル3階 技術研修室（玉野市築港１－１－３） 

③ 講師：木野内 俊典 氏 （岡山県産業振興財団経営革新コーディネーター、 

中小企業診断士）第１部 

講師：松本 直也 氏 （中小企業診断士、松本経営株式会社代表取締役） 

第２部 

④ 受講人数：７名（うち小規模事業者７名） 個別相談3社3名 

⑤ 個別相談（セミナー後の個別相談） 

 

（３） 経営計画策定セミナーならびに個別相談会 

「たまので学ぶ！事業計画書の作り方＆個別相談会」  

① 開催日時：平成30年8月17日（金）18:00～20:00 

② 開催場所：産業振興ビル３階 技術研修室（玉野市築港１－１－３） 

③ 講師：松本 直也 氏 （中小企業診断士、松本経営株式会社代表取締役） 

④ 受講人数：8社9名（うち小規模事業者7社8名） 個別相談3社4名 

⑤ 個別相談会（セミナー後の個別相談） 

（４） 1対１の一日経営計画個別指導塾  

① 開催日時：平成31年2月18日（月）10:00～17：00 

② 開催場所：産業振興ビル３階 グループ研究室（玉野市築港１－１－３） 

③ 講師：松本 直也 氏 （中小企業診断士、松本経営株式会社代表取締役） 

④受講人数：3社 3名（うち小規模事業者 3社 3名） 

 

（５） 専門家の活用支援 

 

日時 事業所名 業種 派遣者名 内容 

8/7（火） ドックサロンラッキー サービス 早瀬 裕 

（キャッリアコンサ

ルタント） 

販売促進計画について 

8/15（水） ネクストイノベーション

㈱ 

サービス 松本直也 

（中小企業診断士） 

経営革新計画策定につい

て 

8/21（火） ㈱SeaRay 飲食業 松本直也 

（中小企業診断士） 

事業計画策定について 

8/21（火） VIBAUNO 小売業 松本直也 

（中小企業診断士） 

事業計画策定について 

8/21（火） 名合 彩 製造小売業 松本直也 

（中小企業診断士） 

事業計画策定に 

ついて 

9/1（土） 金田コーポレーション㈱ 建設業 

 

三宅 裕之 

（元大手製造会社役

員） 

工程管理方法を見直すことによ

る生産性ならびに経営力向上計

画の策定 



9/3（月） (有)山陽クールサービス 冷凍・厨房・空

調設備施工・販

売 

早瀬 裕 

（キャッリアコンサ

ルタント） 

事業承継計画のアドバイス、有期

雇用や正社員化をすすめるにあ

たり今後の計画について 

9/13（木） グリーンライン 造園、土木、エ

クステリア 

松本直也 

（中小企業診断士） 

経営革新計画策定につい

て 

9/18（木） ㈱笹野モータース 自動車整備

販売 

松本直也 

（中小企業診断士） 

事業計画策定について 

9/22（土） 金田コーポレーシ

ョン㈱ 

建設業 三宅裕之 

（元大手製造会社役

員） 

工程管理方法を見直すことによ

る生産性ならびに経営力向上計

画の策定 

9/27（火） (有)プログレス 不動産業 栗原 茂 

（中小企業診断士） 

事業計画策定に 

ついて 

10/10（水） 金田コーポレーシ

ョン㈱ 

建設業 三宅裕之 

（元大手製造会社役

員） 

工程管理方法を見直すことに

よる生産性ならびに経営力向

上計画の策定について 

11/5（月） グリーンライン 造園業 松本直也 

（中小企業診断士） 

経営革新計画について 

11/26（月） 八十八家本店(有) 飲食業 木綿一浩 

（中小企業診断士） 

経営革新計画策定につい

て 

12/4（火） グリーンライン 造園業 松本直也 

（中小企業診断士） 

経営革新計画について 

12/13（木） (有)プログレス 不動産業 栗原 茂 

（中小企業診断士） 

事業計画策定に 

ついて 

12/19（水） 八十八家本店(有) 飲食業 木綿一浩 

（中小企業診断士） 

経営革新計画策定につい

て 

1/ 8（水） 八十八家本店(有) 飲食業 木綿一浩 

（中小企業診断士） 

経営革新計画策定につい

て 

1/22（月） 味の郷里 小売・飲食 早瀬 裕 

（キャッリアコンサ

ルタント） 

新事業を具体化した経営

計画策定について 

2/4（月） ㈱フォレストクリ

エイツ 

居 宅 サ ー ビ

ス・介護予防サ

ービス 

早瀬 裕 

（キャッリアコンサ

ルタント） 

経営革新計画について（マ

マさん向け新エステ業参

入） 

2/5（火） 味の郷里 小売・飲食 早瀬 裕 

（キャッリアコンサ

ルタント） 

新事業を具体化した経営

計画策定について 

2/18（月） ㈱アールケアクルーズ 食品日用品の

移動販売 

松本直也 

（中小企業診断士） 

経営革新計画について（ま

だ世にない福祉器具の販

売） 

 

14社22回の専門家派遣活用を実施 

・事業承継関連      1社1回  （目標4社×3回） △3社 △11回 

・事業計画関連      6社8回  （目標8社×1回） △2社  －回 

・経営革新・向上力関連  7社13回  （目標5社×3回） 2社増 △2回 

 



＜目 標＞補助金・助成金関連 

支援内容 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

補助金、助成金、経営計

画作成セミナー（説明

会）開催回数（４．策定

後の開催含む） 

６ ７ ７ ７ ７ ７ 

３ ６ ６ ７   

事業計画策定事業者数

（４．策定後の作成含

む） 

１１ ２０ ２５ ２５ ３０ ３０ 

３２ ３５ ４９ ４４   

各種補助金申請者数 １１ ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ 

２４ ３４ １４ ２８   

専門家派遣事業者数

（４．策定後の派遣含

む） 

３ ７ １０ １３ １５ ２０ 

－ １１ １６ １４   

 

＜目 標＞融資 

支援内容 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

公庫融資斡旋件数（４．

策定後の斡旋含む） 

２５ ２４ ３５ ３４   

 

＜目 標＞創業・第二創業 

支援内容 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

創業セミナー開催回数 ２ ８ ４ ４   

創業支援者数 １５ ３７ ２２ ２２   

第二創業（経営革新）セ

ミナー開催回数 

 １ １ １   

第二創業（経営革新承

認）支援者数 

１ １ ３ ２   

 

 

1-2. 伴走型小規模事業者支援推進事業【指導員・補助員のスキルアップ策】 

      支援本の購入 

「事業計画は1枚にまとめなさい～日本政策金融公庫の元融資課長が教える開業資金

らくらく攻略法」 

① 導入時期：６月 

② 導入目的：商工会議所相談所職員のスキルアップのため 

 

  ２． 関連団体との合同研修会・・・ 

玉野商工会議所と玉野市、玉野産業振興公社、岡山南商工会東児支所との合同 

研修会（玉野市創業支援センター連絡会議） 

月 日  7月6日（金）、平成31年1月31日（木） 

場 所  玉野商工会館 

３． 経営革新計画作成等支援事業 

・経営革新計画認定企業  玉野管内 ２社 （申請 ２社） 



金田コーポレーション（株）、岡畳製造所 

４． 小規模事業者持続化補助金支援事業（平成29年度補正予算） 

・補助金採択事業者  玉野管内 １０社 （申請 １５社） 

小規模事業者持続化補助金支援事業（平成30年度予備費予算（被災地域支援）） 

・補助金採択事業者  玉野管内 １０社 （申請 １０社） 

 

   ５． 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金、経営力向上計画、市先端設備導入 

計画事業、承継補助金支援事業 

・革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金 玉野管内２社（申請３社） 

・市先端設備導入計画 玉野管内 ５社（申請 ５社） 

 ・承継補助金支援事業  なし 

６．“小規模事業者経営発達支援資金”の問い合わせはあったが、実行までは至ってない。 

 

第２．平成 31年度伴走型小規模事業者支援推進事業について 

  主な事業（総額 約ＯＯＯ万円補助事業） 

(1)セミナー・講習会開催 

・経営計画作成セミナー   時期未定  会場：産業振興ビル３Ｆ 

     ・経営革新計画作成セミナー 時期未定  会場：産業振興ビル３Ｆ 

     ・展示商談会セミナー    秋頃    会場：産業振興ビル３Ｆ 

     ・ＳＮＳ活用セミナー    秋頃    会場：産業振興ビル３Ｆ 

    (2)専門家派遣･･･経営計画策定、経営革新計画策定等に活用 

 ・1事業所 1回につき 2時間で 3回を基本として実施 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第３．その他について 

      伴走型小規模事業者支援推進事業今後の方向性について 

  

 

 

 

 


