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評価にあたって 

 平成 26年 6月、国は小規模支援法を改正し、商工会議所が作成する小規模事業

者の需要開拓に向けた事業計画策定や実施支援等を「経営発達支援計画」として

認定する制度を創設した。 

当会議所が策定した「経営発達支援計画」は、平成 27年 11 月 17日に国の認定

を受け、5ヶ年計画（27.4.1～32.3.31）をスタートした。その事業実績（平成 28

年度）について評価を行う。 

 

評価の目的 

 経営発達支援計画に基づいて実施した事業の客観的な評価を行い、次年度以降

の各事業の見直し等につなげることを目的とする。 

 

評価の手法 

 各評価事項における今年度実施した事業実績について、定量及び定性的観点か

ら評価する。 

 

評価の反映 

 評価委員会からの提言をもとに改善案を検討し、翌年度の事業計画等に反映す

る。 
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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 

５．需要動向調査に関すること 

【目 的】 

 管内の経済動向、企業が持つ経営課題などを調査・分析することにより、経営発達に必要

な支援策を検討するとともに、小規模事業者に必要な情報を提供する。 

小規模事業者の個別経営分析にあたっては、財務分析等はもとより全国的な業界動向や当

地域内での客観的な動向等のデータを入手し、経営支援に役立てる。 

 

【目標及び実績】 

支援内容 H28実績 H27実績 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標 

景気動向調査回数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

ＬＯＢＯ調査 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 

緊急調査回数 ３ １ ２ ２ ２ ２ 

調査結果公表回数 ７ ５ ６ ６ ６ ６ 

 

【実施した事業内容】 

（１）中小企業景気動向調査・日商ＬＯＢＯ(全国景気動向)調査の実施 

 中小企業景気動向調査は、経営支援専門員等が事業所５０社を訪問して年４回行い、日商

ＬＯＢＯ調査は管内事業所６社を毎月の年１２回実施した。 

なお、調査結果は分析したうえで要約版としてまとめ、毎月発行の当所広報誌、またホー

ムページにて公開した。 

 

（２）緊急調査の実施 

 ７月に英国 EU離脱に関する影響調査、１０月に鳥取県中部地震被害状況調査、２月に大雪

被害状況調査を実施した。鳥取県中部地震では、被害状況調査により状況を把握するととも

に、特別相談窓口を設置して地震により影響を受けた事業所等からの相談に応じた。翌２月の記

録的な大雪による被害調査を含めて、自然災害による事業者の環境変化に対して、県の特別

融資や補助金などの緊急支援施策を活用し、その対応に全力を尽くした。 

 

（３）業界・需要動向情報の提供 

 日経テレコンの需要動向や市場情報評価ナビ(商圏分析)、ＪＲＳ経営情報サービス(業界動

向)、東京商工リサーチのＴＳＲ情報等を活用し、効果的な助言・指導に努めた。 

 

【評 価】 

 引き続き、経営分析や計画策定に役立つ経済・ニーズ情報を定期的に提供する。また、今

年度実施した緊急調査では、自然災害による管内企業の被害状況を速やかに把握し、行政や

関係機関等へその状況を報告、特別相談窓口を設置し、補助金や融資制度による特別緊急対
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策へつなげることができた。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

【目 的】 

管内小規模事業者は様々な経営課題を抱えていることから、課題を抽出するにあたり事業

者の現状把握を行い、経営支援専門員等によるヒアリング、経営分析、各種分析手法により

小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して、きめ細かくサポートする。 

 

【目標及び実績】 

支援内容 H28実績 H27実績 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標 

制度融資巡回等経営分析件数 １７２ １７４ １２５ １３１ １３７ １４４ 

事業再生案件等取組件数 １５ １４ １５ １８ ２０ ２０ 

 

【実施した事業内容】 

（１）資金調達時での背景や調達額の妥当性まで踏み込んだ経営分析 

受注が安定せず経営状態が不安定な企業に対しては、県制度融資などの借り換え資金、日

本公庫マル経貸付を活用し、資金繰りの緩和に取り組んだ。しかし、企業によっては従来か

らの借入の比率が高く、事業継続が困難な状況にある先も多く、単なる金融支援に止まらず、

金融機関と連携した長期資金計画の検討や、とっとり企業支援ネットワークでの経営改善計

画の立案などに取り組んだ。 

 

（２）緊急性の高い事業再生支援の課題対応・取り組み 

とっとり企業支援ネットワーク事業では、過剰債務等で経営が困窮している企業を中心に

金融支援、経営一体支援を行った。経営改善支援センター経由により国の改善計画策定補助

金を有効に活用し、外部専門家を派遣することで現状の把握分析から課題の抽出、経営改善

計画書の提案を行った。 

継続案件の金属プレス企業は、予てから事業整理に伴い工場施設などの譲渡先を探してい

た先であり、当会議所では、その仲介役を果たし事業資産を売却、従業員２３名全員の雇用

維持を果たすとともに県外企業の鳥取進出を実現した。 

 

【評 価】 

経営分析件数、事業再生案件取組み件数ともに数値目標は達成し、小規模事業者の現状分

析機会を確保することができた。 

とっとり企業支援ネットワーク事業との連携により、チームリーダーとして経営に困窮す

る企業へ改善計画等立案し、再生・自立化へ向け、金融支援と一体的に経営支援を実施した。 

 新たな資金調達が困難であり、資金環境が悪化している事業者への改善計画支援では、金

融機関を始めとした関係機関を取りまとめ調整を行い、金融支援と経営改善を踏まえた計画

策定の一体化した支援を継続している。 
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３．事業計画策定支援に関すること 

【目 的】 

事業者が経営課題を解決するための経営分析、地域経済動向等の結果を踏まえ、事業計画

策定支援および事業の方向性を見出すための伴走型の支援・助言を行う。 

【目標及び実績】 

支援内容 H28実績 H27実績 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標 

経営改善計画書策定件数 １１ ７ １２ １５ １７ １７ 

創業スクール開催回数 ３ ２ ２ ２ ２ ２ 

新規創業事業計画策定件数 ３７ ２７ ４０ ４５ ５０ ５５ 

各種補助金申請支援件数 ９４ ２１７ ７０ ７０ ７０ ７０ 

経営発達支援融資活用件数 １ ０ ４ ６ ８ １０ 

 

【実施した事業内容】 

（１）経営困窮要因分析、経営課題抽出による経営改善計画書の策定 

前項の「２．経営状況の分析に関すること」の「（２）緊急性の高い事業再生支援の課題対

応・取り組み」の記述のとおり。 

 

（２）とっとり創業塾、移住・創業セミナーの開催 

今年度は、若者や女性、移住者などの創業を重点支援対象とし、「とっとり創業塾」を５日

間のコースで開催、３３名の受講生に対して、創業のノウハウを提供した。受講生は、創業

を目指す方のみならず既に事業を始められている方も含め、創業に対する思いや考え方はそ

れぞれであったが、今回の開催ではカフェ経営を事例にしたシュミレーションゲームをカリ

キュラムに取り入れ、創業構想の計画化を実体験し理解を深めた。 

さらに、今年度は首都圏と関西圏において鳥取市への移住・創業希望者を対象にした移住・

定住セミナー（東京開催「とっとり起業ナイト」、大阪開催「ふるさととっとり移住・創業セ

ミナー」）を鳥取市と連携し企画・開催した。これは鳥取暮らしの情報を提供することと県内

移住・創業者の掘り起しを目的にしたものであり、年度内の移住・創業には至らなかったが、

交流を通じた情報発信や鳥取暮らしの良さや魅力を感じてもらう機会を提供できた。 

 

（３）創業者の計画策定支援 

新規創業では、鳥取県創業支援資金（創業スタートアップ利息補助事業）による資金調達

や、鳥取市新規開業支援補助金を有効に活用し、創業へ向けての資金環境を支援するととも

に、創業動機と市場の認識状況、活かすべき強みなど客観的な創業計画書の作成を支援した。 

また、当会議の相談体制および他機関(日本公庫、保証協会など)との連携等により創業支

援体制を構築し、速やかな創業につなげた。 

（４）国・県・市等の補助金施策の活用支援 

７月に施行された中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の策定を支援し、人

材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資等により、事業者の生産性向上をサポ
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ートした。法施行から３月末までに４社の製造業事業者の国認定に至り、認定後の県版経営

革新計画（生産性向上型）、鳥取市の設備投資資金補助金の申請へつなげて、実施計画をバッ

クアップした。経営革新計画の策定支援では、法認定計画(成長・拡大型)を３件、県版経営

革新(スタート型)では５２件（３回公募）の承認を得て、事業者の新たな取に組みのチャレ

ンジを支援した。 

 

（５）小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

 日本政策金融公庫国民生活事業と連携しながら、黒キクラゲ、ひらたけ、しいたけの栽培・

販売を手掛ける企業の設備投資を支援し、生産・販売体制を構築した。 

 

【評 価】 

今年度は、従来の県版経営革新支援補助金制度の見直しに対応し、申請エントリーの初期

段階では事業分析を徹底し、審査では計画の妥当性をスクリーニングした。昨年度に比べ予

算枠が大幅に減少したため承認件数は減ったものの、事業者とのコミュニケーションを密に

し、事業計画策定に十分な時間をかけた支援ができた。 

さらに、国の中小企業等経営強化法施行に伴う「経営力向上計画」の支援施策方針に応じ

て、計画認定へ取り組む企業への支援と、国認定後の県版経営革新生産性向上型への申請に

よる設備投資計画策定など幅広く支援を実施した。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

【目 的】 

鳥取市における企業経営者の経営維持・発展を促進し、地域経済の活性化を図るため、創

業塾の開催等により創業者を掘り起し、①創業後においては事業が軌道に乗るまでフォロー

アップを図る。さらに、既存の事業者に対しては、②経営改善計画の策定後のモニタリング

等による継続した支援を行う。 

 

【目標及び実績】 

支援内容 H28実績 H27実績 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標 

新規創業フォローアップ ５９ ２７ ９０ １１０ １２０ １３０ 

経営改善計画策定後フォロー ５１ ２６ ６０ ７５ ８５ ８５ 

 

【実施した事業内容】 

（１）創業間もない事業者への支援 

創業者の成功率を高めるため、創業後間もない事業所には、３ヶ月に１回程度の巡回訪問

により定期的なフォローアップを行っている。フォロー支援で計画と現状に乖離が見られる

場合は差異分析を十分に行い、その要因を明確にしたうえで更なる修正計画を策定し、実効

性を高めることとしている。 
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（２）経営改善計画策定後の進捗管理 

前項の「２．経営状況の分析に関すること」の「（２）緊急性の高い事業再生支援の課題対

応・取り組み」の記述のとおり。 

 

【評 価】 

フォローアップ件数は目標数値を達成できなかったが、前年度に比べ伸びた。改善計画作

成や創業支援後の実行フォロー支援が従来からの課題であり、計画作成や改善提案の実施状

況を検証し、定点的に継続して業績成果が見えるまでの能動的行動を求める。 

創業フォロー件数が目標値に達していないのは、創業自体が少ないのか、そうでなければ

管理や方法、取り組み方を再検討すべきである。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

【目 的】 

地域における小規模事業者の販路開拓を支援するため、保有する製品やサービスに関する

情報収集を拡充し、効果的に発信する。商工会議所のネットワークを活用し、小規模事業者

が関西圏や海外の販路を開拓できるような支援を展開する。 

 

【目標及び実績】 

支援内容 H28実績 H27実績 H28目標 H29目標 H30目標 H31目標 

交流による商談成立件数 １(16) １ １０ １２ １５ １５ 

フェスティバルの商談件数 ８ １０ １５ １５ ２０ ２０ 

展示会による商談件数 １４(22) １３ １０ １５ １５ １５ 

海外展開支援件数 ７ ６ １５ １５ ２０ ２０ 

※( )は、展示会等出展機会の延べ提供件数または出展企業数 

 

【実施した事業内容】 

（１）商工会議所のネットワークを活用した商談会の実施 

新たな需要の開拓へ向け商工会議所のネットワークを駆使し、当所と姫路商工会議所機械

金属工業部会との交流を通じて、自動車道等のインフラ整備に伴うビジネスマッチングに取

り組んだ。姫路との交流は、中国横断道路・姫路鳥取線の開通を見込んで平成１２年度から

始まり、相互に訪問しながら今年で９回目となる。姫路からは１１社、当会議所からは１６

社が参加し交流を深め、それぞれ参加企業が自社技術の強みや保有設備、製品等を紹介した。 

 

（２）県内事業者の商品、技術の展示会出展を支援 

 とっとり産業技術フェアに８社の出展があった。また、国内に止まらず海外でも販路を確

保できる商品力・商品価値を高め、自社商品のブランディングを確立し、市場を開拓、売上

増加させる目的で販路開拓セミナー・ワークショップを３回テーマ別に開催した。 
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（３）全国ベースの展示会等への出展支援 

 全国展開へ向けての展示会へ３社（延べ２２回）を支援した。出展に際しては、補助金を

活用することで自社の負担を軽減しながら１４件の商談の機会を得た。 

 さらに、「国内外の販路拡大＆セミナー＆ワークショップ」事業では、国内や海外に向けた

競争力のある商品を目指し、商品開発からブランディング、計画策定、商談プレゼンテーシ

ョンまで実践形式で行い、商品のブラッシュアップ、販路拡大計画の再構築を経て、商談会

等へ臨んだ。 

 

（４）海外展開支援 

〇セミナー等の開催による情報提供と機会創出 

・『アジアアライアンスパートナージャパン』平成 28年 4月 27日 鳥取県商工労働部 

・『中小企業の海外展開支援・海外事業再編セミナー』平成 28 年 6 月 1 日 ジェトロ鳥取貿

易情報センター・鳥取銀行共催 

・『海外販展開支援事業 食品輸出入門セミナー』平成 28年 9月 26日 ジェトロ鳥取共催 

食品の輸出にスポットを当て、輸出計画の立て方から、海外バイヤーとの商談に必要なも

の、実際の商談の流れ、継続的な取引に向けて必要なことなど、食品輸出に必要な基本的な

項目を説明した。 

・『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定特恵関税活用セミナー』平成 28 年 10 月 5 日 ジェ

トロ鳥取共催 

・『インバウンドから考えるタイビジネスセミナー』平成 28 年 10 月 14 日 鳥取県、（後援） 

 

〇個別企業に対する支援 

 海外展開に意欲ある７社を支援。そのうち１社（印刷業.㈱ＴＳＰ、和紙によるｱｸｾｻﾘｰ）で

は、初めての海外市場へ進出のためのノウハウの提供や、海外展示会・パリメゾンドオブジ

ェへの出展へ向けての展示方法やプレゼンテーション手法など経験不足を補うため専門家の

助言・指導を得て、海外事業展開へ向けての市場開拓を支援した。 

 

【評 価】 

小規模事業者の国内外の販路確保へ向けて出展・商談の機会を提供した。会議所ネットワ

ークを活かした交流事業では、それぞれ参加企業が自社技術の強みや保有設備、製品等を紹

介し、具体的な商談に機会を見出した結果、具体的な商談が１件あった。 

海外展開支援では、事業所数や事業規模から、海外へ目を向ける企業が限られる中で目標

値が大きい。まずは海外展開を身近に感じてもらい一次的な対応、ジェトロ等との連携によ

り専門的な知識を集団的、個別的に支援することが必要である。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）中心市街地活性化事業 

※ 別紙① 

（２）鳥取市観光大学 

   ※ 別紙② 

（３）巨大砂時計の設置 

   ※ 別紙③ 

 

【評 価】 

地域活性化という大きなテーマであることから、観光振興および中心市街地活性化に向け

た地道な事業を官民連携により、今以上に進めていく必要がある。 

 

 

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 

【目 的】 

 行政、地域金融機関、信用保証協会、産業支援機関等と連携し、各地域の小規模事業者の

経営実態や動向、支援ノウハウ等を情報交換・共有することで、より効果的な支援の実施に

役立てる。 

 

【実施した事業内容】 

行政や経営支援機関、金融機関等すべての機関が一堂に会す「とっとり企業支援ネットワ

ーク連携推進会議」により支援ノウハウ等の情報交換を行った。また、行政や関係する機関

等との意見交換会では、小規模事業者の現状や課題、新たに創設された施策、補助金支援等

について共有を図った。 

 

参加した連携を伴う会議・意見交換会等 

・4/22 第 1回日本政策金融公庫経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

・5/24 とっとり企業支援ネットワーク全体連携推進会議 

・6/6  経済団体と鳥取市との意見交換会 

・7/6  第 1回鳥取県知財連携推進会議 

・9/2  起業・創業に係る支援機関の意見交換会 

・9/5  中小企業庁との企業支援に係る意見交換会 

・9/7  とっとり企業支援ネットワーク東部圏域連携推進会議 

・10/14 とっとり企業支援ネットワークに係る意見交換会 

・10/18 鳥取県経営革新計画推進会議 

・11/9  第２回日本政策金融公庫経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

・2/20 第 2回鳥取県知財連携推進会議 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【目 的】 

中小企業大学校の専門研修や日本商工会議所、中小機構開催の研修に参加することで経営

分析や企業診断能力の強化を図るとともに、内部研修を充実させ、小規模事業者への経営支

援能力の向上を目指す。 

 

【実施した事業内容】 

外部研修（ＯＦＦ－ＪＴ） 

(1)日本商工会議所、中小企業大学校、中小機構等開催研修会の受講 

 日商主催の全国研修会参加のほか、中小企業大学校の経営指導員基礎研修、中小機構主催

の小規模事業者の伴走型支援研修会などを支援レベルに応じて受講した。 

○7/7～8 日商主催の商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国ﾌｫｰﾗﾑ） …１名 

○8/17～9/14 中小企業基盤整備機構中小企業大学校広島校 税務・財務診断  …１名 

○10/4～5 中小企業基盤整備機構主催の小規模事業者支援研修（個社支援型） …２名 

○11/16～12/14 中小企業基盤整備機構中小企業大学校広島校 経営診断基礎(商業)…１名 

 

(2)鳥取県内経営支援専門員等が一堂に会する研修会 

鳥取県商工会議所連合会と鳥取県商工会連合会主催による経営支援専門員等研修会を開催。 

○7/26 パーソナル・サービスによる経営支援研修（伴走型経営支援の成果を上げるために

は、経営支援の更なる成果を上げるには…）  …５名 

 講師： 有限会社Ｃ³ 代表取締役 田中義郎氏 

○12/1 先進企業視察研修  …８名 

  視察先： 鳥取市内２社（今井航空機器工業㈱鳥取工場、㈱吉谷機械製作所） 

 

内部研修（ＯＪＴ） 

○事業所管理システム（TOASカルテ）による情報共有とＯＪＴ 

 経営支援専門員等ごとに支援状況・経過を入力する個別支援カルテデータを全支援員が共

有し支援に役立てるとともに、必要に応じて、支援内容の助言を行った。 

○社内研修（経営支援事例）開催による事例・ノウハウの共有 

経営支援事例研修を毎月１回開催し、８名の経営支援専門員の支援事例を研究、事例ノウ

ハウを共有し、経営支援能力のスキルアップにつなげた。 

 

【評 価】 

小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、事業者に寄り添い、経営改善計画や

経営革新につながる提案型支援・指導ができるよう、経営支援員等の段階に応じた研修カリ

キュラムの受講やＯＪＴに取り組んだ。経験の浅い支援員の底上げに幾分か成果も見られ、

経営支援の幅が広がった。 

 


