
経営発達支援計画の概要 

実施者名 高陽町商工会（法人番号 9240005001671） 

実施期間 平成３０年 ４月 １日～平成３５年 ３月３１日 

目  標 

第１期計画での評価、反省点を踏まえ、より売上・利益の増加に繋がるアウトカム目
標を設定し、次の中長期的な振興のあり方“10年後のあるべき姿”の実現を目指す。 

 
〈中長期的な振興のあり方“10年後のあるべき姿”〉 

①個社の経営力向上を図り、“儲かる”事業者を増やし、再び活力ある商店街を取り
戻す。 

②すべての世代が活躍し、生き生きと暮らせる街を目指す。 
③地域資源を生かした、地方が主役の“地方創生”を実現する。 

 
〈第２期計画の目標と方針〉 

目標１：個社の経営力の向上を図り、所得増加事業者を増やす 
目標２：事業承継と創業支援の強化による小規模事業者数の現状維持と廃業数減 
目標３：白木地区の地域資源を掘り起こしによるブランド化の推進 

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 

重点支援業種（小売業、飲食業、サービス業）を中心に、外部環境データを収集
するとともに、管内景況調査結果と外部データと比較分析し、広く情報を公表する。 

２．経営状況の分析に関すること 
経営状況を「財務面」と「財務面以外」に分けて分析し、事業者が持つべき将来

ビジョンや自身では気づかない強み・弱みなどを把握する。また、事業承継および
創業者については、上記の分析に加え、創業に向けての準備状況も併せて確認する。 

３．事業計画の策定支援に関すること 
既存の経営者（事業承継者含む）および創業者に対し、事業計画策定の普及啓発

に努め、持続的経営の実現を支援する。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画策定事業者に対して定期的なフォローアップを行い、進捗状況を確認および
状況に応じた伴走型支援で実施する。とくに、事業承継者および創業者については、
より連携を密にとり継続的なフォローを行う。 

５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者が販売する商品や提供する役務について、マーケットインの考えに

立ち、買い手のニーズや市場の動向を掴むことを目的とし、個社にとって有益な情
報提供を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
売上に直結する販路開拓として、展示会等への出展、プレスリリースおよびＩＴ

活用など様々な手法を用いて支援を行う。併せて、あらゆる機会を捉え、管内の企
業間取引を促進する事業にも取り組む。 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

第２期計画では、「①白木地区活性化事業」「②イベント推進事業」「③空き店舗対
策事業」「④人材育成事業」の４つを柱とした事業に取り組む。 
①と②は第１期からの継続事業であるが、③と④については新たに第２期計画にお

いて取り組むものである。よって、地域経済の活性化に繋がる実施体制を構築するた
め、行政、経済団体、自治会、学校など地域のあらゆる関係団体が一堂に会し、地域
が一体となった事業取組みが可能となる仕組みづくりを推進する。 

 
連 絡 先 

 

●高陽町商工会 
〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川５丁目２１番２１号 
TEL（082）842-0186  FAX（082）845-0939 
ホームページアドレス  http://www.koyo-shokokai.com 

 

http://www.koyo-shokokai.com/


（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．当商工会地域の概要 

 

（1）地理的状況 

図１のとおり、高陽町商工会の管轄する地域は、広島市内中心部より約 10km から

25km の北東部に位置している。昭和 50 年頃からベッドタウンとして発展してきた大

規模住宅団地(高陽ニュータウン)を有する旧高陽町地区（住居表示の変更により現在

高陽と言う町名は存在しない）と更に北部に位置し近郊農業地域である白木地区とで

構成されている。 

高陽地区から白木町地区にかけては広島市内から県北地域を結ぶ幹線道路、県道 37

号線が通っており一日平均約 10,000 台の交通量がある。公共交通機関の利用した場

合、広島市内からＪＲ芸備線で高陽地区まで約 20 分、白木町地区まで約 40 分、バス

で高陽地区まで約 25 分、白木町地区まで約 50分というアクセスである。 

なお、本計画においては、地域特性から管内を大きく３つの地区（赤枠）に区分し

ている。 

 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）管内商工業者の状況 

① 商工業者数等の推移 

管内人口は減少傾向にある一方、世帯数は増加傾向にある。これは高齢者や若者

による一人世帯の増加が原因となっていると思われる。また、商工業者数及び小規模

事業者数は平成 26 年まで減少傾向にあったが、現在は横ばい状態である。（表１） 

そんな中、商工会員数は平成 21年以降、13.5％と少しずつではあるが増加してい

る。相談へのきめ細かい対応や様々な支援メニューへの評価が、新規加入会員数増加

に繋がっている。（表２） 

 



 
管内の人口・商工業者数等の推移（表１） 

 管内人口 世帯数 商工業者数 小規模事業者数 

平成 21年 73,130 29,408 2,027 1,622 

平成 24年 74,389 30,321 1,919 1,560 

平成 26年 73,129 31,115 1,936 1,564 

平成 28年 

（対平成 21 年比） 

71,588 

（97.9％) 

31,163 

（106.0％） 

1,936 

（95.5％） 

1,564 

（96.4％） 

※管内人口・世帯数は広島市人口統計、商工業者数・小規模事業者数は総務省経済センサスより 

 

業種別事業者数（会員ベース）（表２） 

年度 建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 合計 

H21年 279 104 186 67 245 124 1,005 

H24年 306 102 199 74 297 147 1,125 

H26年 321 91 193 79 306 151 1,141 

H28年 

（対平成 21年比） 

339 

(121.5％) 

90 

(86.5%) 

184 

(98.9%) 

72 

(107.5%) 

311 

(126.9%) 

145 

(116.9%) 

1,141 

(113.5%) 

※商工会総代会資料より 

 

② 業種別の所得状況 

図２のとおり、当商工会地域の製造業、建設業ともリーマンショックの影響後は

横ばいながらも堅調に推移している。製造業においては大手自動車メーカーの輸出

の増加、建設業においてはマンションや戸建て住宅建設の効果を受けており、平均

所得が 300万円を超えるなど、他の業種と比較をして高水準で推移している。 

一方、飲食業・小売業・サービス業は長年にわたり減少傾向であり、主要５業種

の平均所得額が 212 万円であるのに対し、飲食業は 85万円、小売業は 124万円と平

均所得の半分以下である。 

こうした状況から、第１期計画ではこれらの業種を重点支援先に指定し、様々な

支援を行ってきたところであるが、減少傾向に歯止めがかかっておらず、第２期計

画においても引き続き支援対象業種とする必要がある。 

特に、飲食業は最も平均所得が低い業種であるが、表２のとおり店舗数が 7.5％

伸びており、新規創業などに適した業種であるとともに、高齢世帯や独身世帯の増

加に伴う将来的な需要が見込める業種であることから、新規創業支援や事業承継支

援の面からも支援が必要な業種であると言える。 

 

 

 

 



業種別所得金額の推移（図２） 

        （注）所得金額は高陽町商工会が把握する税務指導データから算出 

 

（3）地区別の特徴と課題（地区別） 

当商工会管内エリアは北側の白木町地区から南側の口田地区の小学校区 10 地区に

分かれている。更に産業別に分類した場合、図１のとおり北部地域の白木町地区、中

央部の狩小川・深川地区、南部の倉掛地区から口田地区までの大きく３つの地区に分

けることが出来る。それぞれの特徴と課題は表３のとおりである。 

 

 

 

 

地区別の現状と課題（表３） 

地  区 特  徴 現  状 今後の取組 

白木町 ・農業、畜産が中心 ・人口減少 

・廃業の増加 

新鮮な葉物野菜や和牛といっ

た地域資源の発掘と情報発信

によるＰＲ、小売・飲食業者と

の取引拡大が必要 

 

 

狩小川 

深川 

・金属加工業 

・自動車関連の製造

業の集積 

 

自動車関連の製造業は大

手自動車メーカーの業績

により影響を受けやすい 

新たな設備投資に向けた制度

融資やものづくり補助金とい

った情報提供が必要 

 

 

倉掛・亀崎 

真亀・落合東 

落合 

口田東 

口田 

・ベッドタウンとし

ての団地集積 

・建設業者が多い 

・飲食業、小売業、サ

ービス業が点在 

・空き店舗の増加 

 

 

急激な高齢化、購買力の

地区外流出へ伴う、サー

ビス、小売・飲食業の売

上減少 

 

高所得水準の高齢者世帯

やファミリー世帯が多い 

サービス、小売・飲食業者の商

品やサービスの向上による、

顧客数、売上の増加が急務 

 

 

起業を目指す女性・若者・アク

ティブシニアが多数存在する

が、創業に繋がっていない 
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（4）行政（広島市）の振興ビジョン 

広島市安佐北区は急速な高齢化の進展により人口減少に歯止めがかからず、総務省の

統計調査によれば 2050 年には限界地域になるといった調査報告書も出されている。 

また、広島市も当地域の振興にかかる将来に向けたビジョンを示しており、当地域に

該当する対策は次の３つの柱で構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が、広島市の掲げる当地域の中長期振興ビジョンであるが、当然のことながら、

商工会が第１期計画及び第２期計画の「地域経済の活性化事業」の中で取り組もうとし

ている事業と方向性は同じであり、これらの実現に向けて、市と商工会が情報を共有し、

連携を図りながら取り組むことが必要不可欠である。 

 

（図３）（広島市安佐北区役所 市民部 地域おこし推進課より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３つの柱＞ 

 

１．人口減少対策…若者の地域定住に向けた住宅取得や二世帯住宅への資金助 

成によるリノベーション支援 

 

２．高齢化対策……団地の巡回バスの整備といった買い物弱者への対応 

 

３．インフラ対策…高速道路から直接住宅街へ抜けるスマートインターの整備、 

それに伴う幹線道路の整備等 

 



２．１度目の事業実施の評価（第１期計画の総括） 

当商工会は、平成 27 年 11 月、１回目の経営発達支援計画の認定を受け、３年間に

わたり地域小規模事業者の経営発達支援事業に取り組んできた。今回、第２期計画の

認定申請に当たり、第 1 期計画の３つの目標に対するそれぞれの評価（総括）は次の

とおりである。 

 

目標 1:「個別小売・飲食業者の経営力の向上をめざす」 

 

小売・飲食業の 30 社を選定し自社の保有する資源の調査、経営分析を行った。そこ

から経営課題の抽出し、事業計画の策定を行った。策定した事業計画は経営革新計画

や持続化補助金申請に活用し、販路開拓・拡大に繋がり 30社中 7社の売上が伸びた。 

飲食店マップを 2 回発行した。当管内の地域資源である葉物野菜を使っている飲食

店を積極的にＰＲした。地域住民へのマップ配布により、一時的な来店客数、売上の

伸びはあったが、リピーターには繋がっていないといった結果となった。 

なお、評価委員会において、アウトプットの目標設定はあるが、アウトカムの目標

設定を行っておらず、評価段階で達成度を測るのが困難であるとの指摘があった。 

 

目標２：「女性・若者・アクティブシニアの創業支援を強化する」 

 

第 1 期計画期間中 3 回の創業セミナーを開催し、女性・若者の創業者を中心に支援

し一定の効果が得られた。他の支援機関とも連携し、創業における事業計画書を 26件

作成した結果、うち 5名が創業した。 

ただし、創業者の大半が女性または若者であり、当初計画のアクティブシニアの参

加は少なかった。 

これについては、シニア層の多くが、所有する技術やノウハウを活かした社会（地

域）貢献の場を求めてはいるが、年齢的なことから創業によるリスクを負うことまで

は考えていないことが原因だと思われる。 

よって、次期計画では、シニア層を創業支援の対象から外し、女性・若者に焦点を

当てた支援を行うこととした。なお、シニア層に対しては、創業よりも人材活用等で

小規模事業者の支援に協力いただく仕組みの方が有効であると思われるので、今後の

検討課題とする。 

 

目標３：「小売・飲食業(特に飲食業)において、白木地区で生産されるフレッシュ葉

物野菜の利用を促進し“地産地消の店”として差別化を図るとともに、白木産「フレ

ッシュ葉物野菜」としてブランド化を推進する」 

 

農業者と小売・飲食事業者との交流会を 2 回実施した。農業者と飲食事業者の新た

なＢtoＢの取引が 6 件成立し、相当の効果が得られた。さらに、葉物野菜のＰＲとし

て『こうよう・しらき産直市』を 3 回開催し、小売・飲食業者の出店を募り、白木産

葉物野菜を使ったサラダ等の加工食品を提供したことで地域住民へのＰＲに繋がった

が、ブランド化という点では、引き続き支援が必要との見解が評価委員会で示された。

また、「道の駅」のような、地域の特産品や観光を活かして交流人口を増やし、地域コ

ミュニティーの場ともなりえる「地域情報発信拠点施設」の開設向けた検討の取り組

みでは、機運の醸成に繋がったものの具体的な計画策定には至っておらず、引き続き、

検討を続けていくこととなった。 

 

 

 

 



３．中長期的な振興のあり方（10 年後の当地域のあるべき姿） 

 

当地域を取り巻く外部環境は、前述の「１．当商工会地域の概要」のとおり大きく

変化しておらず、３年間で基本方針を変更せざるを得ないような大きな変化はなかっ

た。 

よって、第２期計画における「10年後のあるべき姿」は、図 4 のイメージ図のとお

り、第 1 期計画の延長線上にあると考えており、第 2 期計画が目指すべき到達点は前

計画のそれと同じく下記のとおりとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．第２期経営発達支援計画の基本方針と３つの目標 

（1）基本方針 

前述の第１期計画での反省を踏まえ、アウトカム（事業者の成果、実績）に主眼を

置く。特に、事業計画策定→販路開拓・販路拡大→顧客数・売上の増加といった支援

モデルを確立する。 

実施事業については、事業者の販路開拓、販路拡大を重点的に支援し、顧客数、売

上の増加といった目に見える形での成果に繋げ、増収増益、更には事業者の所得増加

による持続的経営を実現することを基本方針とする。 

また、第１期計画では「創業」に力を入れたが、第２期では、創業に加え近年、広

島県において重要課題となっている「事業承継」に積極的に取り組むこととする。 

 

（2）目標と実施方針 

第２期計画では、当初掲げた「10年後のあるべき姿」に向けて、地域の現状と課題

および第１期での取り組みを踏まえ次の３つの目標を立てるとともに、それぞれに実

施方針を定める。また、消費購買力の域外流出等の影響を受け売上向上が急務となっ

ている、小売業・飲食業・サービス業を引き続き重点支援対象として支援する。 

 

中長期的な振興のあり方＜10年後のあるべき姿＞ 

 

①個社の経営力向上を図り、“儲かる”事業者を増やし、再び活力ある商店街を 

取り戻す。 

②すべての世代が活躍し、生き生きと暮らせる街を目指す。 

③地域資源を生かした、地方が主役の“地方創生”を実現する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標１：個社の経営力の向上を図り、所得増加事業者を増やす[継続] 

 

≪目標数値≫ 

事業計画策定件数：年間４８件（うち事業承継５件、創業８件） 

         ５年間で２４０件（うち事業承継２５件、創業４０件） 

売上増加事業者数：事業計画策定事業者の中から年間２４者 

 

≪実施方針≫ 

個社の経営力を伸ばすため、経営計画作成の啓蒙活動と作成支援を行う。具体的に

はセミナー・個別相談会の開催をきっかけとし、経営分析に取り組んだ事業者の中

から計画策定に繋げる。 

また、経営計画策定後は、定期的なフォローアップによって計画に沿った事業を

遂行し、販路開拓、販路拡大を支援し、売上を増加させ、所得の増加に繋げる。 

目標３：白木地区の地域資源を掘り起こしによるブランド化の推進（継続） 

 

≪実施方針≫ 

第 1期計画での「白木産葉物野菜」に加え、白木地区で生産される世界共通のブ

ランドとなりつつある和牛等を新たな地域資源として掘り起こし、白木ブランド

を確立する。 

特に、ブランド化には知名度の向上が最重要課題であるため、賑わい創出の一

環であるイベント開催時に農業者と飲食業者との交流を設け、地元食材を使った

メニューの提供を飲食業者に進めるとともに、「道の駅」のような常設の情報発信

拠点施設を整備し、知名度の向上に努める。 

目標２：事業承継と創業支援の強化による小規模事業者数の現状維持と廃業数減

[新規] 

 

≪目標数値≫ 

承継実績：年間事業計画策定事業者５件の中から３件（５年間で１５件） 

 創業実績：年間事業計画策定事業者８件の中から３件（５年間で１５件） 

 

≪実施方針≫ 

 事業承継については、国が今年度の重点取組みとして「事業承継５カ年計画」を

立ち上げるなど、創業にも増してその重要性が謳われている。よって、第２期計画

においては、円滑な事業承継の実現を目標に組み入れることとした。 

あわせて、新たな開業を目指すための創業については、引き続き支援の対象とし、

空き店舗の増加が目立つ中で創業支援を積極的に行う。具体的には創業セミナーを

開催し、創業希望者を募るが、第 1期においてシニア世代の創業が困難なことが判

明したので、特に女性・若者といった起業支援に力を入れ、創業計画書の作成を支

援する。また、将来の創業者の卵となる地域の小学生や中学生に向けた職場体験を

学校と連携して開催し、事業活動の素晴らしさを伝える。 



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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（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＞ 

事業者の外部環境を調査する目的で、市場情報評価ナビ（ミーナ）等から得たデ

ータを分析、提供した。経営計画策定にあたっての基礎資料として一定の効果は見

られたが、目標数値を経営指導員の巡回および窓口での指導目標回数に合わせた情

報提供回数としたため、本事業で行った調査件数（レポート件数）が把握しにくか

ったので、第 2期では情報提供回数＝レポート件数を目標として設定する。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第 2 期の【目標１】に掲げている「個社の経営力の向上を図り、所得増加事業者

を増やす」ためには、各事業者が経済社会情勢を的確に把握し、その変化に対応し

た自らのビジネスモデルを構築する必要がある。 

今回、重点支援対象となっている小売業、飲食業、サービス業（以下、「重点支援

3業種」という。）を中心に、事業計画策定に当たって基礎資料となる外部環境デー

タについては、引き続きミーナを利用する。また、第１期で必要と感じられた管内

の経済動向については、独自に景況調査を行い、民間シンクタンク等のデータと比

較分析し、事業者の経営力向上に役立てるとともに、併せて組織内で情報を共有す

るため、以下の 3 つの事業に取り組む。 

 

（事業内容） 

１－①：外部データの収集、分析及び提供【継続事業】 

第１期計画においても非常に効果的であった市場情報評価ナビ（ミーナ）等のデ

ータを活用し、重点支援 3 業種を中心とした外部環境等を調査分析、基礎資料とし

て商工会ホームページにおいて公表する。 

 

調査目的 事業計画策定の基礎資料となる外部環境等の情報収集を

目的とする。 

調査項目 （ア）マーケット水準評価（居住者の規模・富裕・流入） 

（イ）マーケット特性（居住者の年代構成・世帯員・消費購

買力構成） 

（ウ）マーケット購買力評価（消費支出額・購買力） 

（エ）人口統計予測 

（オ）地域の競合 等 

調査手順 市場情報評価ナビ（ミーナ）を活用し、重点支援 3業種毎

にマーケット情報を整理し、提供する。 

活用方法 重点支援 3業種（小売業・飲食業・サービス業）共に、比

較的商圏が狭いため、主に管内のマーケット情報に限定した

レポートを作成し、ホームページで年 3回、公表する。 

 

 



（目標） 

事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業１－① 

管内マーケット情報公表回数 
- 3 3 3 3 3 

 

１－②：管内の中小企業景況調査の実施【新規事業】 

従来の広域的な景況調査では掴みきれなかった管内の経済動向や変化等を迅速か

つ的確に把握するため、重点支援 3 業種以外も含めた各業種から 8 者程度抽出し、

四半期ごとに以下の項目について巡回または聞き取り等によるアンケートを実施。

調査結果は、行政等の関係機関からの統計資料と併せて、国および県と管内が比較

できるよう整理し、商工会ホームページ、会報誌等で公表するとともに、組織内で

の情報共有に役立てる。 

調査目的 高陽町商工会管内の身近な情報を業種別に収集し、外部環

境等の情報収集を目的とする。 

調査項目 （ア）景況感 

（イ）売上・利益 

（ウ）資金繰り 

（エ）雇用状況 

（オ）設備投資 等 

調査手順 重点支援 3業種以外も含めた各業種から 8 者を抽出し、四

半期ごとに巡回または聞き取り等によるアンケートを実施。

経営指導員 4名により調査にバラつきが出ないように統一の

ヒアリングシートを作成する。 

（調査対象業種） 

建設業、製造業、飲食業、小売業、サービス業の 5業種 

（調査事業者数） 

5業種×各 8者＝40者（原則 5年間固定） 

 

上記ヒアリングシートから分析した当地域における小規

模事業者の景況感や売上状況と全国及び広島県との比較分

析を行うため、以下の情報提供元ＨＰにある各統計資料から

必要なデータを収集する。 

 

（行政等の関係機関からの統計資料） 

情報提供元 統計資料（時期） 

中小企業庁 小規模企業白書（4月） 

中小企業白書（4月） 

中小企業景況調査報告書 

（6月、9月、12月、3 月）、 

中小企業実態基本調査（7月～8月） 

内閣府 景気動向指数（毎月） 

広島県 経済センサス（3年に 1 度） 

全国商工会連合会 小規模企業景気動向調査（毎月） 

帝国データバンク 景気動向調査（毎月） 

日本政策金融公庫 小企業月次動向調査（毎月） 

中小企業景況調査（毎月） 
 



活用方法  分析結果については、年 4回、商工会報及びホームページ

により公表する。 

 

（目標） 

事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業１－② 

管内中小企業景況調査分析結果公

表回数 

- 4 4 4 4 4 

 

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＞ 

事業計画書の策定および策定後の支援を適切に実施するため、第 1 期では、財務

分析を中心とした診断セミナーを実施した。結果、目標を上回る分析件数を上げる

ことが出来、参加者からは経営課題が抽出できたと好評であった。一方で、創業者

に対する分析支援が少なかったことから、創業者の掘り起こしを含め、ＰＲ方法を

再度検討する必要がある、等の課題が明らかになった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第２期では、経営状況の分析を「財務面」と「財務面以外」とに分け取り組む。 

財務面の分析については、前期で好評であった診断セミナーと併せて、当会が記

帳代行等で保有する会計データを活用し、比較分析等のより深い分析に繋げる。財

務面以外の分析については、事業者が持つべき将来ビジョンや自身では気づかない

強み・弱みなど、独自のヒアリングシートを活用して現状を把握する。 

また、創業者については、上記の分析に加え、創業に向けての準備状況も確認す

るとともに、第１期で事業計画書を作成した事業者に対する見直しはもちろん、新

たな個社支援事業者を増やす事を目的とし、以下の 2つの事業に取り組む。 

 

（事業内容） 

２－①：既存事業者に対する経営状況の分析【継続・拡充事業】 

（１）財務面からのアプローチ 

これまで税務指導にしか活用していなかった記帳代行先等の会計データおよび決

算データを事業所ごとに、ローカルベンチマークを活用して整理分析することで、

事業計画策定の基礎資料とするとともに、業界標準等の指標と比較分析し、経営体

質の改善に役立てる。 

とくに、事業承継を模索する事業者については、B/S に重点をおいた経営分析を

行い、事業承継の可能性を判定する基礎資料として活用する。 

 

事業目的 事業者の内部環境のうち財務面からの現状や課題、強み・

弱みを抽出、分析する。 

調査項目 ローカルベンチマーク主要６項目より 

①売上増加率（売上持続） 

②営業利益率（収益性） 

③労働生産性（生産性） 

④EBITDA有利子負債倍率（効率性） 

⑤営業運転資本回転率（健全性） 

⑥自己資本比率（安全性）等 

 



実施方法 支援先事業所の会計データを３過年程度収集し、各項目の

推移を確認するとともに、業界標準等の指標と比較分析。分

析結果は事業所にフィードバックし、経営体質の改善に役立

てる。 

 

（収集方法） 

・記帳代行先 

当会が保有する会計データおよび決算データを活用する。 

記帳代行先数：101者（平成 29年 8月 31 日時点） 

 

・記帳代行先以外 

経営指導員等が巡回・窓口指導および金融相談の中で、財

務分析の重要性について説明し、理解を得たうえで会計デ

ータを収集する。ほか、「我が社の健康診断セミナー」※１

参加者から収集する。 

 

1講座（2時間×全 3回）目標参加者数：15名 

 
※１「我が社の健康診断セミナー」･･･参加事業所の販売する商品や提

供するサービス、保有する経営資源を明確にして、ローカルベンチ

マークなどの経営診断ツールにより、財務分析・収益状況を分析す

るセミナー 

 

（年間調査数） 

1指導員当たり 20者×経営指導員 4名＝80 者（※） 
 ※この 80者については、２－①（２）と対象者は同じ 

 

（分析方法） 

ローカルベンチマークを活用するとともに、外部専門家を

交えて分析を行う他、ひろぎん経済研究所の「業種別審査

辞典」を活用して分析を行う。 

http://www.hirogin.co.jp/hinet-navi/service.html 

  

 

（２）財務面以外からのアプローチ 

小規模事業者が今後も地域に根付いて持続的に発展していくには財務面が健全で

あることに加え「将来のあるべき姿」を経営者自らが考える必要がある。 

とくに、事業承継を考える場合、事業を引き継ぐ後継者の人物像も重要であり、

経営者および後継者の持つ強み・弱みを整理するために、以下の項目について各事

業者の実態を把握するとともに、指導員および外部専門家による分析を行う。 

 

事業目的 事業者の内部環境のうち財務面以外の現状や課題、強み・

弱みを抽出、分析する。 

調査項目 （ア）経営理念※ 

（イ）経営ビジョン※ 

（ウ）後継者の有無 

（エ）保有する技術 等 

※事業承継の場合は、経営者と後継者が経営理念やビジョン

を共有しているかの確認が重要となる。 

http://www.hirogin.co.jp/hinet-navi/service.html


実施方法 ・当会作成のヒアリングシートを活用し、重点支援 3業種を

中心に経営指導員等が巡回および窓口指導時に収集し、Ｓ

ＷＯＴ分析等による現状の把握を行う。分析結果は事業所

にフィードバックし、経営計画策定に役立てる。 

また、収集した事業所に対して、事業計画作成の重要性を

説明し、「事業計画作成セミナー」への参加を促す。 

・事業承継の場合は、経営者と後継者が一緒にセミナーに参

加するよう促す。 

（年間調査数） 

1指導員当たり 20者×経営指導員 4名＝80 者（※） 
  ※この 80者については、２－①（１）と対象者は同じ 

 

（目標） 

事業区分 
29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 
我が者の健康診断セミナー実施回数

※（）内は参加者数 
1 

(15) 

1 

(15) 

1 

(15) 

1 

(15) 

1 

(15) 

1 

(15) 
事業２－① 

既存の事業者に対する経営分析件数 
－ 80 80 80 80 80 

 

２－②：創業者に対する内部環境の実態把握および確認【新規事業】 

当会が【目標２】に掲げている「創業支援を強化する」ために、上記事業①（２）

での調査項目に加え、創業時に特に重要とされる以下の項目について調査および確

認を行う。 

事業目的 創業後の経営を左右する重要な項目が事前にどのくらい

準備できているのかを明確にし、創業計画作成に繋げる。 

調査項目 （ア）創業動機 

（イ）経験 

（ウ）自己資金 

（エ）セールスポイント 

（オ）売上予測 等 

実施方法 ・当会作成のヒアリングシートを活用し、創業希望者（事業

承継含む）を対象に経営指導員等が巡回および窓口指導時

に収集し、日本政策金融公庫等が提供する創業時の指標を

参考に必要な分析指導を行う。創業希望者の掘り起こしに

当たっては、起業を目指す女性・若者・プラチナ世代が多

数存在すると思われる倉掛～口田地区を中心にＰＲを行

い、併せて、オール広島創業者支援ネットワーク等の創業

者支援機関と連携し、情報を把握する。 

 

日本政策金融公庫ＨＰ（創業の手引） 
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/sougyou03.html 

 

・分析結果は、事業所にフィードバックし、創業計画策定に

役立て、また、積極的に「創業セミナー」への参加を促す。 

 

（年間調査数） 

1指導員当たり 5者×経営指導員 4名＝20 者 

 



 

（目標） 

事業区分 
29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業２－② 

創業者に対する内部環境の実態把握お

よび分析件数 

 

－ 20 20 20 20 20 

 

３．事業計画の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＞ 

事業計画策定件数としては、第 1 期の１年目、2 年目ともに目標の約 9 割とやや

届かなかったものの、計画を作成した事業者においては、今後の経営に関する方向

性が明確になったとの声もあり、その重要性は感じていただけた。また、その後の

展開として各種補助金の申請にも繋げることが出来、一定の成果はあったが、一方

で分析は行ったものの計画の策定までには至らなかった事業者もあり、サポートが

足りなかったとの反省もあった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

小規模事業者が激変する経営環境および経済社会情勢に対応し、今後も持続発展

して行くためには事業者自らが自身の強み、弱みを把握した上で、新たなビジネス

モデルを構築し、その計画に基づいた経営を推進することが必要である。以上のこ

とから、第 2 期においても「地域経済動向調査」および「経営状況の分析」を踏ま

えた事業計画策定の重要性の普及に努めるとともに、より多くの計画策定事業者を

増やす事を目的とし、既存の経営者および創業者に対して、以下の 2 つの事業に取

り組む。 

 

（事業内容） 

３－①：「経営状況の分析」を踏まえた事業計画策定支援【継続事業】 

第１期計画において事業計画策定に取り組んだ事業所は、当会が管轄する小規模

事業者数全体から言えばまだ一部であり、引き続きより多くの事業者に対し、その

必要性および効果について浸透させていく。 

 

支援対象 上記、経営分析事業者の中から重点支援３業種を中心に

“やる気のある事業者”を掘り起こすとともに、事業承継を

予定している事業者を事業計画策定支援対象として選定す

る。 

目標 1指導員当たり年間 10者×経営指導員 4名＝40者 

手段、方法 （1）「伴走型」支援体制の徹底 

第 1 期計画では、経営分析を行い現状は確認したもの

の、その後の接点が少ないという理由で事業計画の策定

までは至らないケースが一部で見受けられた。今回、そ

の点を反省し、経営分析を行った事業者に対して、継続

して定期的な巡回訪問等を行い、次の展開としての事業

計画策定の必要性および重要性の説明を行う。 

また、併せて事業計画策定後の実施支援時に必要とな

る進捗状況を確認する為の“チェックリスト”を作成し、

より実現可能性の高い事業計画書とする。 

 

 



チェックリストの主な項目 

（ア）項目別実施時期（いつまでに） 

（イ）項目別目標値（どれだけ） 

（ウ）目標未達の場合の対策（なぜ、どのように） 等 

 

（2）専門家派遣の活用および外部機関との連携 

   より専門的な事業計画が必要となってくる場合には、

ミラサポ等の専門家派遣制度を活用し、また事業計画実

施にあたって資金繰り計画の実行については、日本政策

金融公庫ほか地元金融機関等と連携し、事業承継予定者

については、広島県事業引継ぎ支援センターと連携し、

より実現可能な事業計画の策定に向け支援を強化する。 

  

（3）事業計画書策定セミナーの開催 

事業計画策定事業者をサポートするため、年 2 回「事

業計画策定セミナー」を開催する。その後、一方的なセ

ミナーに止まることなく個別の事業計画を更にブラッシ

ュアップするための個別相談会も併せて開催する。 

 

（開催計画） 

 ・事業計画書策定セミナー（年 2講座） 

１講座（2時間×全 3日間）目標参加者数：各 15名 

 ・個別相談会（年 2講座） 

   １講座（2時間×1日間）目標参加者数：各 15名 

 

(4) 事業承継セミナーの開催 

 事業承継するにあたっての“承継する側”、“される側”

の心構え、必要なノウハウや知識の習得を目的として年

１回「事業承継セミナー」を開催する。 

 

(開催計画) 

 1講座（3時間×全 2日間）目標参加者数：10名 

 

 

（目標） 

事業区分 29 年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業３－① 

事業計画策定事業者数 

（うち事業承継者数） 

40 

(－) 

40 

(5) 

40 

(5) 

40 

(5) 

40 

（5） 

40 

（5） 

事業３－① 

事業計画策定セミナーの開催回数

（うち参加者数） 

2 

(20) 

2 

(30) 

2 

(30) 

2 

(30) 

2 

(30) 

2 

(30) 

事業３－① 

事業承継セミナーの開催回数 

（うち参加者数） 

－ 
1 

(10) 

1 

(10) 

1 

(10) 

1 

(10) 

1 

(10) 

 

 

 



３－②：創業者に対する事業計画策定支援【継続事業】 

創業者においても、事業計画書を作成する事で事前に不確実性やリスクを分析し、

解決することが出来るうえ、事業開始後においても、事業計画を文書化しておくこ

とで進捗状況の確認や必要な軌道修正も的確に行うことが出来る。創業者に対する

事業計画策定支援を以下のとおり実施する。 

 

支援対象 ２－②：創業者に対する内部環境の実態把握および分析を

おこなった者の中から意欲があり実現性のある策定支援

者を選定する。 

目標 1指導員当たり年間 2者×経営指導員 4名＝8者 

手段、方法 （1）専門家派遣の活用および外部機関との連携 

より専門的な事業計画が必要となってくる場合には、ミ

ラサポ等の専門家派遣制度を活用し、また、創業時に特に

必要となってくる資金調達計画等については日本政策金

融公庫ほか地元金融機関と連携し、より実現可能な事業計

画の策定に向け支援を補強する。 

 

（2）創業塾の開催 

創業希望者の事業計画策定のサポートおよび創業に必

要な基礎知識を習得するため、年 1回「創業塾」を開催す

る。その際、“女性・若者・プラチナ世代”を意識し、参加

者の性別、年齢構成等を踏まえた内容とする。 

 

（開催計画） 

1講座（5時間×全４日間）目標参加者数：10名 

 

 

（目標） 

事業区分 29 年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業３－② 

創業計画策定事業者数 
- 8 8 8 8 8 

事業３－② 

創業塾の開催回数 

（うち参加者数） 

1 

（8） 

1 

(10) 

1 

(10) 

1 

(10) 

1 

(10) 

1 

(10) 

 

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、計画策定事業者に対する総フローアップ回数は、概ね達成でき

たが、事業者の中で回数に偏りが見られた。第１期３年目において、１計画策定事

業者あたり年４回のフォローアップ回数での目標設定に修正するとともに、すべて

の計画策定事業者に対し、充分なフォローが出来るよう支援体制の見直しを図る。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   第１期に引き続いて、策定した事業計画を着実に実施するため、計画策定事業者

に対して年４回以上の定期的なフォローアップを行い、進捗状況を確認し、支援対

象である事業者の状況に応じた必要な支援を伴走型で実施する。特に、事業計画に

遅れ変更等が発生する場合は、専門家等を活用し、早期に問題を洗い出し、解決に

結びつける。併せて売上高増加事業者数等のアウトカムを意識した目標設定を行



う。 

創業者については、特に計画策定後の支援が重要であると認識し、連携を密にと

り手厚くフォローを行う。 

 

（事業内容） 

チェックリストを利用した計画的なフォローアップ【拡充事業】 

   

目標 策定した事業計画を着実に実行するために定期的な巡回

を行い、状況に応じた必要な支援を伴走型で提供する。 

指導内容 事業計画策定時に併せて作成した「チェックリスト」を基

に月に２回程度、職員ミーティングを開催し、進捗状況を確

認する。計画に遅れが見られる事業者に対しては、訪問頻度

を上げるほか専門家を派遣するなど、課題解難易度に応じよ

りきめ細やかな支援を行う。 

具体には、事業計画策定事業者（創業を除く）に対し年４

回以上支援することを基本とするほか、創業者に対しては創

業後３年以内に廃業する割合が高いことから、月１回程度の

フォローを継続し、持続的経営に繋げるよう努める。 

加えて、事業計画の実行に伴って、活用できる補助金制度

（小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等）や融資

制度（小規模事業者経営発達支援融資制度）があれば、積極

的に紹介し、活用を促す。特に狩小川～深川地区においては、

自動車関連の製造業が多く集積しており新たな設備投資に

向けた情報提供は有益だと思われる。（補助金や融資が目的

とならないように留意する） 

 

チェックリストの主な項目（再掲） 

（ア）項目別実施時期（いつまでに） 

（イ）項目別目標値（どれだけ） 

（ウ）目標未達の場合の対策（なぜ、どのように） 等 

 

フォローアッ

プの頻度 

・事業計画策定事業者（創業を除く） 

40者 × 年４回＝160回（四半期に１回） 

・創業計画策定事業者 

   8者 × 年 12回＝96回（月 1回） 

 

（目標） 

事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業計画策定事業者に対するフォ

ローアップ回数 
160 256 256 256 256 256 

上記のうち創業計画策定事業者に

対するフォローアップ回数 
32 96 96 96 96 96 

上記全フォローアップ対象事業者

のうち売上高増加事業者数 
24  24  24  24  24  24 

上記全フォローアップ対象事業者

のうち粗利増加事業者数 
24  24  24  24  24  24 

 



５．需要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期では、民間調査会社を使い、小売店および飲食店に対してアンケート調査

を行った。結果、対象事業者の実態と課題を把握することは出来たが、消費者に対

する調査ではなかったため、顧客の需要動向を掴むまでには至らなかった。目標数

値も経営指導員の巡回および窓口での指導目標回数に合わせた情報提供回数とした

ため、本事業で行った調査件数がわかりにくかった。よって、需要動向調査の分析

結果提供件数を目標とする。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   良いものを作るだけでは売れる時代ではなくなってきた。第１期での反省を生か

し、小規模事業者が販売する商品や提供する役務について、なるべく調査対象を限

定した上で、マーケットインの考えに立ち、新たな販路の開拓や新商品の開発に活

かせるような買い手のニーズや市場の動向を捉えるため、以下の２つの方法により

調査事業を行う。 

 

（事業内容） 

 

５－①個社の商品や提供する役務のマーケティング調査【新規事業】 

 

目標 個社の商品や提供する役務に限定したマーケティング調

査を行う。 

支援対象 重点支援３業種の小規模事業者のうち事業計画策定事業者 

調査項目 （ア）顧客属性（性別、年齢、住所、職業） 

（イ）購入および利用回数 

（ウ）購入および利用頻度 

（エ）購入および利用した理由 

（オ）今後の購入方法（ＷＥＢまたは店頭） 

（カ）満足度 

（キ）満足度の理由 

（ク）満足度の詳細（価格、サービス内容等） 

（ケ）意見・要望 

調査方法 調査対象となる商品や役務を提供する小規模事業者の店

舗での調査に加え、県内では、アンテナショップ「ひろしま

夢ぷらざ」※１、東京では、広島ブランドショップ「ＴＡＵ（タ

ウ）」※２にて専任の調査員を派遣し、直接、消費者に対して

アンケートによるマーケティング調査を行う。ほか、地元で

のイベント等の機会を捉え、調査を行う。 

 

モニタリング数：１商品および１サービスあたり１０人 

※ＴＡＵで行っている広島県商品テストマーケティング方

式による 

活用方法 調査した結果は、支援対象事業者に提供し、事業計画策定

時のマーケティング情報として活用するほか、商品改良・商

品ラインナップの検討等に活用する。 

※１「ひろしま夢ぷらざ」･･･中四国最大の商店街“本通り”のほぼ中央に位置し、広島

県内の市・町のあらゆる旬の情報と特産品を取りそろえ

ているアンテナショップ。（財）広島県市町村振興協会が



運営し、広島県商工会連合会が運営を委託されている。

１日の来客数は約５千人、年商約５億４千万円 

 

※２「ＴＡＵ（タウ）」･･･ 「本物の広島を、銀座で堪能。」をキーワードに広島県ブラ

ンド推進課が銀座に出店した広島ブランドショップ。地

下 1 階から 3 階までの 4 フロアには、広島の様々な名産

品・逸品を集めた売場から地元食材使用の絶品お料理を

ふるまう飲食店、そして工芸品やプロスポーツのグッズ

コーナー、広島の魅力を発信するイベントスペースなど、

本物の広島に触れ合えるモノとコトが揃っている。 

 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業５－① 
需要動向調査結果情報提供・個社支援数 

－ 5 5 5 5 5 

 

５－②商品や提供する役務の市場動向調査【継続事業】 

 

目標 個社の商品や提供する役務が市場の中でどのような動向

にあるかを調査し、新たな販路開拓につながる業界および地

域の特性、トレンド情報を提供する。 

支援対象 重点支援３業種の小規模事業者のうち事業計画策定事業者 

調査項目 （ア）支援事業者の業界動向 

（イ）地域の年代別人口 

（ウ）富裕層世帯数分布 

（エ）単身者世帯分布 

（オ）費目別消費支出額および購買力 

（カ）近隣の競合店状況 等 

調査方法 １－①で活用した市場情報評価ナビ（ミーナ）に加え、地

域経済分析システム（RESAS）による商圏特性情報を収集し、

内容を精査した上で、提供する。 

（分析項目） 

・市場情報評価ナビ（ミーナ）を活用し、比較的商圏が狭い

業種の商圏特性（年齢別・世帯別・収入別）について把握

する。 

・地域経済分析システム（RESAS）の消費マップから日常的な

消費傾向や FROM-TO分析による地域産品の販路拡大先の選

定に役立てる。 

（年間調査数） 

１指導員当たり１２者×経営指導員４名＝４８者 

 

活用方法  実施後のフォローアップ巡回時に、重点支援３業種に対

して、売り出し、新メニュー・新サービスの提供時に、チ

ラシの配布など個社の活動範囲を特定した商圏分析情報

の提供が可能となるほか、地域産品の売り先を選定するこ

とで、売上増加やコスト削減による利益増につなげること

ができる。 

 



 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業５－② 

市場動向調査分析結果提供件数 
48 48 48 48 48 48 

 

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期において、商談会および展示会等への参加を積極的に呼びかけたが、情報提

供が単発的であったこと、また出展時のフォローが弱かったことを受けて１年目、２

年目共に低調に終わった。 

創業者を対象としたホームページ作成セミナーについても参加者は一定数あったも

のの、実際の開設までに至った事業者はなかった。今一度、事業者の求める需要開拓

に対する支援を分析し、計画的な支援方法を検討する必要がある。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

小規模事業者にとって「販路の開拓」は最大の課題でもあり、苦手な分野と言われ

ている。良いものやサービスを作っても、売り方が分からないという悩みは日常の業

務の中でも多く聞かれる。加えて、今後の人口減少等による需要縮小の影響により地

方の小規模事業者の業況はますます厳しくなっていくことが予想される。よって、第

１期計画実施においては、思うような実績が上げられなかったが、「展示会・商談会等

への出展」は新たな需要開拓に有効であることから、支援事業者の選定およびアプロ

ーチの方法を工夫するなどして、継続して実施する。 

また、「プレスリリース支援」についても、第１期計画において本事業によって一時

的ではなく、持続的な売上に繋がった事例もあり、“プレスリリース”という手法を浸

透させるためにも継続事業として実施する。 

「ＩＴを活用した販路開拓支援」については、一般的にＨＰによる広報が浸透した

とはいえ、関心はあるも未だきっかけが無く、ＨＰ作成に至っていない事業者も多い。

セミナー後、専門家との連携を強化し、実際の開設に繋げ、更にＳＮＳ等を活用した

売上増の仕組みづくりまでサポートすることを意識して、継続事業として取り組む。 

新たな取組みとして「管内事業者のマッチング」に取り組む。管内においても、様々

な業種が存在しているものの、お互いが認知されていないことで取引の機会を喪失し

ている。管内の活性化および事業者の輸送コスト削減にも繋がる管内の企業間取引を

促進させたい。 

「白木産葉物野菜の需要拡大」では、第１期計画で開催した地元飲食業者からの聞

取り、および「白木産葉物野菜」の生産者と地元飲食業者との情報交換会から浮き彫

りとなった価格、配送コスト、生産者へのフィードバック等の課題を外部専門家と連

携して解決し、需要の拡大につなげるため、継続事業として実施する。 

中小企業庁ＨＰによると、小規模事業者の販路開拓を行う際の課題として支援を求

められている課題として、「新規顧客へのアプローチ方法」、「販売すべきターゲット市

場の選定」、「商品・サービスの PR」等が挙げられており、それに応えるべく以下の５

つの事業に取り組む。 

 

（事業内容） 

６－①展示会、商談会、イベントへの出展支援【継続事業】 

 

目的 より多くの事業者に出展を働きかけ、多様な顧客のニーズ

に合った新商品・新サービスを提供・発信する機会を増やす



とともに本事業により売上が増加した事業者、取引が成約し

た事業者を輩出する。 

支援対象 新商品の開発に意欲的な事業者 

・想定される業種としては、地元食材を活用した新商品を開

発する食品製造小売業および飲食業で、商圏を地域外に広げ

たいと考える事業者 

成果目標 出展事業者数：10者 

うち売上増加事業者数 10者 

うち商談成立事業者数 10者 

手段・方法 ①出展スケジュールの作成 

県内外の展示会、商談会、イベント情報を年間スケジュール

等にまとめるにあたり、イベントの趣旨やＢｔｏＣまたはＢ

ｔｏＢの観点から対象となる展示会等を分類し、支援事業者

の特性に配慮した上で、計画的・効果的に情報を提供する。 

 

②出展時のフォロー強化 

≪ＢtoＢ対象の場合≫ 

ＢtoＢを対象とした商談会への出展等に際し、事前の支援と

して商品・サービスのブラッシュアップ、バイヤーとの交渉

術や商品提案書（企画書）の作成方法、出展ブースのレイア

ウト・装飾、販促ツールの改善等、経営指導員が専門家およ

び外部機関と連携して支援に取り組む。 

また、出展当日は、専門家および経営指導員が商談に立会い、

バイヤーからの要望や意見を集約するとともに、専門家のコ

メントを添えて出展後のフォローを行う。 

≪ＢtoＣ対象の場合≫ 

ＢtoＣを主体とした展示会・物産展等への出展は、消費者の

要望にいかに対応するかが鍵であり、なるべく多くの意見を

吸い上げるため、試食や試供品の提供を意識した出展を行う

とともにＰＲパンフレットの作成についても指導する。 

また、遠隔地の顧客獲得を目指すものであるため、ＨＰやＷ

ＥＢ等からも受注できる仕組みを予め準備して出展するよ

う事前準備段階から指導する。 

 

 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業６－① 
展示会、商談会、イベントへの出展事業

者数（うち売上増加事業者数） 

3 

（3） 

10 

（10） 

10 

（10） 

10 

（10） 

10 

（10） 

10 

（10） 

 

６－②マスコミ活用（プレスリリース）支援【継続事業】 

 

目的 企業において欠かすことは出来ない商品やサービスの宣

伝活動は、一般的に多くの費用がかかる。ところがテレビや

新聞、雑誌等に取り上げられることで費用をかけることなく

大きな宣伝効果を得ることが出来る。その効果的なプレスリ

リースの作成ポイントを習得してもらうとともに、本事業に



より売上が増加した事業者を輩出する。 

支援対象 地域の特産品や話題性のある商品・技術を持っている事業者

で、メディアを活用することでより効果的に売上増が見込め

る意欲ある事業者 

成果目標 プレスリリース事業者数： 5 者 

（新聞・ＴＶ等メディア掲載数：5者） 

うち売上増加事業者数 5 者 

手段・方法 ①プレスリリース研修会の開催 

 如何にして自社の商品やサービスの魅力をマスコミ等に

伝え、情報として取り上げられるかを目的として、この分野

において実績のある専門家を招き、研修会を開催する。 

少ない投資で短期間に売上伸ばす方法としては非常に効果

的ではあるが、手法としての認知度が低いため第１期計画で

は参加者が伸び悩んだ。今後は成功事例を積極的に紹介する

などして、より多くの参加者を募りたい。 

 

１講座（３時間×全３回）目標参加者数：20 名 

 

②商工会による情報発信 

 経営指導員等も上記研修会を通じて、プレスリリースのノ

ウハウを習得するとともに、成功事例を蓄積し、会員事業者

に紹介することで“プレスリリース”に関心を持ち、取り組

む事業者を掘り起こす。また、日常的にトレンド情報を掴み、

各種メディアの関心を引く分野についての調査研究を重ね

る。併せてメディア関係者との関係を構築し、積極的に地域

の特産品や企業情報を提供していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業６－② 

プレスリリース活用支援事業者数 

（うち売上増加事業者数） 

3 

（3） 

5 

（5） 

5 

（5） 

5 

（5） 

5 

（5） 

5 

（5） 

 

（セミナーで作成し発送したプレスリリース） 



６－③ＩＴを活用した販路開拓支援【継続事業】 

 

目的 今や企業において自社の商品やサービスをＰＲするツー

ルとしてホームページは欠かせないものとなっている。自身

でホームページを作り、運営管理できる技術を習得してもら

うとともに、本事業により売上が増加した事業者を輩出す

る。 

支援対象 自社のホームページを持っていない、作成したが売上に繋げ

るなどの活用が出来ていない事業者 

成果目標 ホームページ作成事業者数：3 者 

うち売上増加事業者数 3者 

手段・方法 ①ホームページ作成セミナーの開催 

 自社のホームページを作ることはもちろん、その後の運営

管理、ＳＮＳや Facebookとの連携、Web上の決済システムの

設置、マーケティング調査で得られた消費者の購買情報を基

にした工夫、また最近のトレンドでは多くのフォロワーを抱

え、ホームページへのアクセス数に大きな影響を持つ“パワ

ーユーザー”に情報を拡散してもらうコツ等、売上を上げる

ための実践的なノウハウの習得を目指し、その分野において

実績のある専門家を招き、研修会を開催する。 

 

１講座（４時間×全３回）目標参加者数： 15 名 

 

②商工会による情報提供 

 会員事業者のうち、ＩＴ関連の相談に対応できる事業者を

データベース化し、経営指導員等で対応が困難な案件につい

ては、速やかに事業者情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホームページ作成支援セミナー） 



 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業６－③ 

ＨＰ作成事業者数 

（うち売上増加事業者数） 

3 

（3） 

3 

（3） 

3 

（3） 

3 

（3） 

3 

（3） 

3 

（3） 

 

６－④管内のマッチング情報の収集と情報提供【新規事業】 

目的 ＢtoＢ（企業間取引）の促進のため、経営指導員等が日常

の業務等の中で得た情報を整理し、データベース化。商品や

サービスを提供したい企業と商品が欲しい企業のマッチン

グを図る。また、独自の会員情報誌を作成し、管内の消費拡

大を目指す。 

支援対象 管内での取引を希望する事業者 

成果目標 マッチング支援事業者数： 10 者 

（新規取引成立事業者数： 3 者） 

手段・方法 ①研修会等の機会を利用した情報収集 

 商工会では、年間を通して多くの研修会や勉強会を開催し

ている。その機会を捉え、アンケート等により事業者が提供

したい、または提供を受けたい商品やサービスの情報を収集

する。 

 

②日常業務での情報収集 

経営指導員等が、巡回および窓口指導の中で、聞取りによ

り事業者が提供したい、または提供を受けたい商品やサービ

スの情報を収集する。 

①および②で収集した情報はデータベース化し、希望がマッ

チングした際には、双方の事業者に情報を提供する。また、

外部支援機関からの照会にも、本データベースを活用し、迅

速に対応する。 

 

③夏季講演会（会員交流会）の開催 

年に１回、企業間取引を意識した異業種間の交流を促進

し、経済動向や業界情報を習得することを目的に各界の学識

経験者を招き、講演会を開催する。より多くの会員が集まる

機会を捉え、事業所名や業種が分かる名刺の着用、取扱品目

等を取りまとめた一覧表の配布など、企業同士のマッチング

を促進するための工夫を加え、実施する。 

 

（過去の開催実績） 

 平成 26年度 「どうなる日本！日本経済の明日を読む!!」 

        経済ジャーナリスト 須田 慎一郎 氏 

 平成 27年度 未開催 

 平成 28年度 「地域から日本を変える！これからの企業 

のあり方」 

        フリーキャスター 伊藤 聡子 氏 

 平成 29年度 「どうなる日本の政治と経済」 

        政治アナリスト 伊藤 惇夫 氏 



 

④事業所紹介リスト「ＢＵＹこうよう・しらき」※１の発行 

会員事業者のうち掲載希望者を業種別に整理した会員情報

誌を毎年発行し、全商工会員および地区内の公共機関に配布

する。 

 

※１「ＢＵＹこうよう・しらき」･･･平成２１年度より毎年発行、掲載企業数：250社発

行部数：1,500部（Ｐ51） 

 

 
 

 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業６－④ 

管内のマッチング支援事業者数 

（うち新規取引成立事業者数） 

2 
10 

（3） 

10 

（3） 

10 

（3） 

10 

（3） 

10 

（3） 

 

６－⑤白木産葉物野菜の需要拡大【継続事業】 

 

目的 白木産特産品のうち第 1次計画よりブランド化を進めてい

る「白木産葉物野菜」について、継続して認知度の向上を図

り、更なる需要の拡大を進める。本事業により「白木産葉物

野菜」を取り扱う飲食業者数を増やすことを目的とする。 

支援対象 白木産葉物野菜の生産者および取扱い飲食業者 

成果目標 支援事業者６者 

（うち「白木産葉物野菜」取扱い飲食業者数： 3 者） 

手段・方法 ①需要の拡大に繋げるための交流会、セミナーの開催 

 生産者、飲食業者、流通業者三者による交流会（意見交換

会）や専門家を招いてのセミナーを開催し、それぞれの立場

からの意見交換を行うことで課題を共有し、問題を解決。需

要の拡大に繋げる。 

（事業所紹介リスト「ＢＵＹこうよう・しらき」） 



  

②アンテナショップでの出展支援 

 広島市内中心部にあるアンテナショップ「ひろしま夢ぷら

ざ」での定期的な出店販売を目指し、必要な情報を集め、調

整を進める。 

 

（目標） 

 事業区分 29年

度見込 

30 年

度 

31 年

度 
32 年

度 
33 年

度 
34 年

度 

事業６－⑤ 

白木産葉物野菜の需要拡大支援事

業者数 

（うち新規取扱事業者数） 

2 
6 

（3） 

6 

（3） 

6 

（3） 

6 

（3） 

6 

（3） 

 

 

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＞ 

第１期では地域の交流人口を増やすことを目的に、地元で開催される各イベントに

事業者の出展を募った。イベントによっては会場の制約等もあり、当初の見込み出展

者数よりも下回ったが、事業に取り組んでみて見えてきた課題もあり、第２期に向け

て関係機関と連携体制を築くことが出来た。 

また、白木地区を活性化する取組みとして、「白木地区総代」との会合を開き、今後

の方針および取組みについて説明を行った。活発な意見交換が交わされる中、地域の

情報発信拠点の開設に向けた機運を醸成することが出来た。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  第２期計画では、地域経済を活性化する取組として次の４つの柱を掲げた。うち「白

木地区を活性化事業」「イベント推進事業」については、継続して取り組み、第１期計

画の中には掲げられていなかったが、地域経済の活性化には喫緊の課題である「空き

店舗対策事業」および長期的な視野で取り組む必要はあるが当地区の将来には欠かせ

ない「人材育成事業」にも商工会内に設置された委員会、関係機関と方向性を共有し、

連携して取り組む。 

 

＜取り組み体制＞ 

  地域の総合経済団体である商工会の役割として、各事業の実現に向け目的にあった

効果的な体制を作るため、まずは商工会内にある部会や委員会が中心となって、協議

を進め、実現には欠かせない行政や地域の関係団体、住民との連携を構築する。次に

関係者間で地域が抱える課題や問題を共有し、意識を合わせることで事業の成功に向

けた良好な環境の整備に率先して取り組む。 

 

（事業内容） 

１．「白木地区」の地域資源の発掘と活用 ～賑わいのある町へ～【継続事業】 

第１期計画の「白木産葉物野菜」ブランド化に継続して取り組み、新たに年１品の

隠れた地域資源の発掘を目標とし、特産品として販路を開拓していく。 

また、広島市から県北の三次市を結ぶ幹線道路県道３７号線とＪＲ芸備線が縦断し、

年間を通じて人の往来があるという利点を生かし、地区内にある休眠施設を活用した

情報発信拠点を整備し、地域の魅力を発信していく事で、”通過するだけの町”から人

が立ち寄る”賑わいのある町”を目指す。 

 



２．空き店舗対策 ～活気ある商店街を取り戻せ～【新規事業】 

高陽町商工会管内においても、消費の流出や商圏人口の減少、店主の高齢化などの

理由により商店の廃業が進み、かつては各集落にあった商店街がいずれも解散してし

まった。第２期計画においても、賑わいの起爆剤となりうる“スマートインターチェ

ンジ”設置に向けて商工会内に設置された「まちづくり委員会」が中心となり、地域

の関係団体と連携し、実現に向けて地元住民を巻き込んだ協議を重ねていく必要があ

る。併せて、商店街の空き店舗情報をとりまとめ、当会が主催する創業塾と連携し、

参加者および相談のあった希望者に情報を提供する。 

 

３．人材育成事業 ～地域の未来を担う“人”を育てる～【新規事業】 

地域の事業を次の世代に引き継ぎ、地域の未来を担う子供たちを育み育てるため商

工業者の集まりである商工会が出来ることとして、管内の９小学校のうち希望のある

小学校と連携し“職場体験”の場を積極的に提供。職業生活に必要な基礎的な知識や

技術・技能の習得への理解や関心、望ましい勤労観、職業観等を培ってもらう。併せ

て、地域で事業を行う事業所をもっと知ってもらい、地元で働くことの魅力を伝え、

将来の地域に根付いた人材および起業家を育成することを目的とする。 

 

４．イベント推進事業 ～交流人口の増加を目指して～【継続事業】 

一時的な盛り上がりとなりがちな地域のイベントではあるが、自治会組織、企業や

団体、行政と意識を共有・連携して、継続的に取り組むことで、取り組みが地域に根

付き、関係者を増やすことが出来る。それにより効果的に地区内外から人を呼びこみ、

地域の交流人口を増やし、賑わいの場を通じて特産品等をＰＲするなど、地域の魅力

を広めることを目的とする。 

 

（主なイベント） 

  ・高陽絆祭り（７月） 

  ・こうよう・しらき産直市（１１月） 

  ・地元のプロフットサルチーム「Ｆ・ＤＯ（エフ・ドゥ）」の主催試合において 

連携して、開催される「フットサルマルシェ」（年４回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白木産葉物野菜の販売ブース） （白木産葉物野菜を使った生春巻）

き）のし） 

（こうよう・しらき産直市） 

 

 

 



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＞ 

近隣の安佐地区５商工会の経営指導員を対象に、商圏分析レポートの利活用勉強会

を開催し、経営支援の裏付け資料としては欠かせない情報の収集方法および効果的な

提供法を学んだ。そのノウハウは、その後の支援にも大いに役立った。 

また、五日市商工会・大野町商工会・広島安佐商工会・高陽町商工会の認定済商工

会と県連から経営指導員等が参集し、経営発達支援事業に関する情報交換と共有を図

り、情報交換と好事例の共有を図った。 

さらに、日本政策金融公庫とマル経融資に関する協議会を開催し意見交換を行い、

その後の融資案件に向けて、連携を強化出来た。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

小規模事業者を取り巻く経営環境は変化し、従前と比べて小規模事業者の支援ニー  

ズも高度化・多様化しており、スピーディーな課題解決が求められている。 

そこで、第１期計画で効果のあった他の支援機関との連携は継続しつつ、必要に応

じて外部専門家を招き、連携を強化。需要動向・経済動向や経営支援ノウハウを共有

し、小規模事業者の支援ニーズへ対応できる商工会を構築するため、以下の連携事業

に取り組む。 

 

（事業内容） 

１－①広島市域商工会経営指導員等及び専門家との連携 

  広島市域商工会の経営指導員等が集まる機会を年に２度設け、ミラサポにおいて支

援実績評価の高い専門家を招き、経営支援事例や経営支援のノウハウ等の情報共有及

びディスカッションし意見を仰ぎ、事業所へフィードバックすることで、課題解決を

行うとともに経営指導員等の支援力向上に繋げる。 

 

１－②日本政策金融公庫等との連携 

  日本政策金融公庫広島支店や地元金融機関と、経営指導員等が集まる機会を年に２

度設け、金融・経済動向の情報交換を行い、融資斡旋及び融資の円滑化に繋げる。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

＜第１期における取組と成果＞ 

広島県商工会連合会が開催する研修会（経営指導員 専門スタッフ研修・経営革新

支援研修参加・指導職員 基本能力研修）に参加し、積極的に支援に必要な情報を収

集、資質向上に努めた。併せて、職場全体の支援能力向上のため、経営指導員および

補助員による職場内研修会を５回開催した。 

加えて、高度な相談案件に関して、専門家と同行することで、ＯＪＴよる支援力の

向上を図った。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

これまで当会では地域内事業者に対して、税務支援・金融支援等の「手続型支援」   

を中心に行ってきた。今後は、現状行っている支援に加え事業者の将来の方向性や課

題について、絵図を描く支援能力「課題発見型支援」が必要となる。 

そこで、毎年４月に管理職者である事務局長及び課長が全職員と面談を行い、職員

が身に付けたいスキル・補っていく必要があるスキル等を把握し、その結果をもとに、

計画的かつ効率的に経営指導員等の資質向上を図っていく。 

 



（事業内容） 

２－①各種研修会への積極的な参加 

広島県、広島県商工会連合会が開催する研修会に経営指導員等が年１回以上参加す

ることで、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

また、経営計画策定や戦略経営の研修会への積極的な参加や、他の支援機関との経

営支援事例の情報共有を図り、経営力向上に役立てる。 

さらに、高陽町商工会で開催する独自のセミナーにおいても、担当職員だけでなく

関係職員も積極的に参加し、知識の習得を図る。研修内容は、各職員が参加した研修

資料を回覧することで情報共有する。 

 

２－②専門家等との同行訪問による職員能力向上 

ミラサポ等による専門家との同行により、事業所を訪問して現場でのヒアリング方

法や、提案力等を学び能力向上に繋げる。 

 

２－③職員ミーティング等による職員同士の情報共有 

朝礼時間に職員ミーティングを実施し、各職員の進捗状況やスケジュールの共有を

行う。各職員のスケジュールについては、スケジュール共有システムへ登録すること

で全職員が行動予定等を閲覧でき把握できる体制にする。 

また、２－①、②で習得した知識や経験・支援ノウハウを、職員間で情報共有し資

質の向上を図る。具体的には、支援事例勉強会を２ヶ月に一度（２時間/１回）開催し、

事務局長をはじめ、経営指導員、補助員、記帳指導職員等職員全員が参加して組織内

の経営指導ノウハウを共有する。共有した支援事例については、全職員がアクセスで

きるサーバ上へ保管し、全職員がいつでも閲覧できる状態にする。 

さらに、１つの案件に対して職員一丸となって小規模事業者を支援することで、支

援・アドバイス内容、情報収集、情報提供などの支援方法を学ぶことができ、支援能

力の向上に繋げる。 

 

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＞ 

広島県商工労働局経営革新課長、広島市経済観光局商業振興課長、広島県商工会連

合会事務局長（参与）、地区内在住の中小企業診断士等の有識者を交えた委員会を年２

回開催し、各事業の進捗状況及び実績について評価いただいた。併せて、実際の成功

事例について映像を交え、分かりやすく委員に説明したところ、非常に好評であった。

委員会での指摘事項は、その後の事業に反映させるとともに、次回の委員会で結果の

報告を行った。年度終了後、委員会での意見を反映し、修正した評価結果は、役員会

にて報告し、会報、ホームページで公表した。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

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、新しいガイドラインに

沿って修正した事業評価シートに基づき事業評価を分析し、下記外部からの有識者等

を交えた委員会で検証、評価を行う。委員会での指摘事項は、その後の事業に反映さ

せるとともに、次回の委員会で結果の報告を行う。評価結果は、毎年度事業終了後に

中国経済産業局、広島県、広島市、役員会へ報告し、会報、ホームページで公表する。 

  

① 広島県職員、広島市職員、広島県商工会連合会職員、地区内在住の中小企業診断

士等の有識者を交えて委員会を開催し、事業進捗状況及び実績、平成２９年度の各

項目のデータを基準値として設定し成果の評価を行い、評価結果について、委員会

において比較検討し見直し案の提示を行う。 

（中間報告１１月、事業実績報告会４月） 



 

② 商工会理事会において、委員会での評価・見直しを報告して承認を受け、方針を

決定する。（理事会４月）その後総代会へ報告する。（総代会５月） 

 

③ 毎年度の事業終了後に、中国経済産業局、広島県、広島市へ報告する。 

（総代会終了後６月） 

 

④ 事業の進捗状況・評価・見直しについては、会員事業所及び地域住民に対して商

工会報・商工会公式ホームページ（http://www.koyo-shokokai.com）にて周知する。

（総代会終了後６月） 

 

⑤ 実施事業に対する事業者・地域住民から意見を、商工会公式ホームページ等で募

集し次年度事業に役立てる。(随時実施) 



【事業評価・見直しのＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•外部有識者を交えた委
員会による本事業の評
価、見直し

•理事会での方針決定

•総代会での報告、承認

•本事業の実施（平成
30年度より）

•本事業の計画策定

ＰＬＡＮ 

（計画） 

ＤＯ 

（実行） 

ＣＨＥＣＫ 

（評価） 

ＡＣＴＩＯＮ 

（改善） 



 

（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 ８月現在） 

（１）組織体制 

 

（外部機関との連携イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高陽町商工会 
会長１名 副会長２名 理事２６名 総代１００名 

 

                              （事務局） 

                               

 

 

         

         

課  長（経営指導員）      主  事  （補 助 員） 

主  任（経営指導員）      記帳指導職員（パート職員）１名 

主  任（経営指導員） 

主  事（経営指導員） 

主  事（補 助 員） 

記帳指導職員（パート職員）３名 

                 （総人員） 

事務局長   １名 

経営指導員  ４名 

補 助 員  ２名 

記帳指導職員 ４名 

計 １１名 

 

 

 

 

事務局長 

本 所 白木支所 

各種連携団体 
（別表４） 

外部有識者・専門家 地域住民 



 

 

経営発達支援事業推進本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施人員  経営指導員 ４名 

 

 

 

各役職員の役割担当 

事業名 役割担当職員名 

当事業に係る統括責任者 大下商工会会長 

当事業に係る事業推進責任者 増田事務局長 

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 

１－①：外部データの収集、分析および提供 堀田経営指導員 

１－②：管内の中小企業景況調査の実施 経営指導員全員 

２．経営状況の分析に関すること 

 ２－①：既存事業者に対する経営状況の分析 熊谷経営指導員 

田窪経営指導員 

 ２－②：創業者に対する内部環境の実態把握および確認 堀田経営指導員 

大上経営指導員 

３．事業計画の策定支援に関すること 

３－①：「経営状況の分析」を踏まえた事業計画策定支援 経営指導員全員 

 ３－②：創業者に対する事業計画策定支援 経営指導員全員 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 チェックリストを利用した計画的なフォローアップ 経営指導員全員 

５．需要動向調査に関すること 

 ５－①個社の商品や提供する役務のマーケティング調査 熊谷経営指導員 

 ５－②商品や提供する役務の市場動向調査 大上経営指導員 

 事務局長 

増田 隆文 

課長 

（経営指導員） 

堀田 良助 

 

主任 

（経営指導員） 

大上 恵子 

主任 

（経営指導員） 

熊谷 典行 

主事 

（経営指導員） 

田窪  尊 



 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ６－①展示会、商談会、イベントへの出展支援 大上経営指導員 

 ６－②マスコミ活用（プレスリリース）支援 熊谷経営指導員 

 ６－③ＩＴを活用した販路開拓支援 田窪経営指導員 

 ６－④管内のマッチング情報の収集と情報提供 堀田経営指導員 

 ６－⑤白木産葉物野菜の需要拡大 堀田経営指導員 

熊谷経営指導員 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．「白木地区」の地域資源の発掘と活用 堀田経営指導員 

熊谷経営指導員 

２．空き店舗対策 大上経営指導員 

３．人材育成事業 大上経営指導員 

４．イベント推進事業 田窪経営指導員 

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 

 １－①広島市域商工会経営指導員等及び専門家との連携 経営指導員全員 

 １－②日本政策金融公庫等との連携 増田事務局長 

経営指導員全員 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 ２－①各種研修会への積極的な参加 経営指導員全員 

 ２－②専門家等との同行訪問による職員能力向上 経営指導員全員 

 ２－③職員ミーティング等による職員同士の情報共有 増田事務局長 

経営指導員全員 

補助員全員 

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評価委員会の開催 評価委員（外部、内部） 

増田事務局長 

経営指導員全員 

補助員全員 

 ②理事会および総代会への報告 大下商工会会長 

増田事務局長 

 ③中国経済産業局、広島県、広島市への報告 大下商工会会長 

増田事務局長 

 ④商工会報・商工会公式ホームページでの広報 堀田経営指導員 

田窪経営指導員 

 ⑤事業者・地域住民からの意見募集 堀田経営指導員 

大上経営指導員 

 

 

 

 



 

 

（２）連絡先 

●経営発達支援事業推進本部 

 高陽町商工会 本所 

〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川５丁目２１番２１号 

TEL（082）842-0186  FAX（082）845-0939 

ホームページアドレス  http://www.koyo-shokokai.com 

 

    事業統括責任者：事務局長 増田 隆文 

    本所担当：経営支援課長  堀田 良助    主  任  大上 恵子 

         主  事  田窪   尊    主  事  永田 八千代 

         記帳指導職員  平田 智子    記帳指導職員  石田 夫知永 

         記帳指導職員  森田 ヒトミ 

 

白木支所 

〒739-1414 広島県広島市安佐北区白木町秋山２３１９番地４ 

TEL（082）828-0703  FAX（082）828-1764 

 

支所担当：主  任  熊谷 典行    

主  事  上田 良子 

     記帳指導職員  沖   美香 

 

 

http://www.koyo-shokokai.com/


 

（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） 

 
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

必要な資金の額 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 

 

Ⅰ.経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画の策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関す

ること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組

み 

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 

２．経営指導員等の資質向上に関する

こと 

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 

 

54 

614 

1,166 

 

 

100 

2,156 

 

458 

 

 

 

 

 

 

53 

 

51 

 

54 

614 

1,166 

 

 

100 

2,156 

 

458 

 

 

 

 

 

 

53 

 

51 

 

54 

614 

1,166 

 

 

100 

2,156 

 

458 

 

 

 

 

 

 

53 

 

51 

 

54 

614 

1,166 

 

 

100 

2,156 

 

458 

 

 

 

 

 

 

53 

 

51 

 

54 

614 

1,166 

 

 

100 

2,156 

 

458 

 

 

 

 

 

 

53 

 

51 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金及び会費、手数料、特別賦課金収入（受益者負担）を 

以って本事業費に充当する。 

 

 

（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。 



 

 

（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 

① 事業計画の策定支援 

② 事業計画策定後の実施支援 

③ 新たな需要の開拓に寄与する支援 

④ 地域経済の活性化事業 

連携者及びその役割 

 

連携者名 役割 効果 

中小企業基盤整備機構 

中国本部 

本部長 村松 清孝 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀 5-7 

℡082-502-6555 

・経営計画の策定・実施支   

援 

・経営力向上に関する専門的な

知識、情報の収集が期待できる 

ひろしま産業振興機構 

（広島県よろず支援拠点） 

理事長 深山 英樹 

〒730-0052 

広島市中区千田町 3-7-47 

℡082-240-7715 

・経営計画の策定・実施支援 ・経営力向上に関する専門的な

知識、情報の収集と共有に役立

てることが出来る 

公益財団法人広島市産業支

援センター 

理事長 皆本 也寸志 

〒733-0834  
広島市西区草津新町 1-21-35 

℡082-278-8880 

・経営計画の策定・実施支援 ・経営力向上に関する専門的な

知識、情報の収集と共有に役立

てることが出来る 

広島県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者 平野 勝正 

〒730-8510 

広島市中区基町 5-44 

℡082-555-9993  

・創業者の受け皿となる「後

継者人材バンク」の紹介によ

る創業促進 

・創業の促進と廃業の減少に繋

がる効果が期待される 

 

広島県商工会連合会 

会長 熊高 一雄 

〒730-0051 

広島市中区大手町 3-3-27 

℡082-247-0221 

・ミラサポやエキスパートバ

ンクを活用した指導と助言 

・ビジネスマッチングフェア

商談会 

・事業評価 

・販路開拓支援 

・経営力向上に関する知識、情報

を専門家からの支援により受

けることが出来る 

・商談会へ参加することにより、

販路拡大が期待出来る 

・“ひろしま夢ぷらざ”を活用し

た特産品のアンケート調査お

よび販路の拡大が期待される。 
 



 

 

連携者名 役割 効果 

日本政策金融公庫広島支店  

支店長 岸本 英司 

〒730-0031 

広島市中区紙屋町 1-2-22 

℡082-244-2231 

・事業実施に係る資金的支

援 

・「小企業の経営指標」の情

報提供 

・創業支援に係る制度融資等の

活用を図ることが出来る 

・事業実施に係る融資を受ける

ことが出来る 

広島銀行 高陽支店 

支店長 岩畔 忠 

〒739-1742 

広島市安佐北区亀崎 1-2-20 

℡082-842-3825 

・事業実施に係る資金的支

援 

・販路開拓等の事業実施に係る

融資を受けることが出来る。 

・地元金融機関として保有する

情報の共有が出来る 

もみじ銀行 高陽支店 

支店長 髙藤 誠至 

〒739-1734 

広島市安佐北区口田 4-6-15 

℡082-842-2323 

・事業実施に係る資金的支

援 

・販路開拓等の事業実施に係る

融資を受けることが出来る 

・地元金融機関として保有する

情報の共有が出来る 

広島信用金庫 高陽支店 

支店長 藤田 淳二 

〒739-1734 

広島市安佐北区口田 3-1-35 

℡082-843-2511 

・事業実施に係る資金的支

援 

・販路開拓等の事業実施に係る

融資を受けることが出来る 

・地元金融機関として保有する

情報の共有が出来る 

フジグラン高陽（商業施設）
テナント会 会長 斉藤邦男 

〒739-1742 

広島市安佐北区亀崎 1-1-6 

℡082-843-5111 

・地域経済の活性化事業『こ

うよう・しらき産直市』 

・商業施設周辺の店舗情報の共

有が図れる 

地域活性化事業『こうよう・し

らき産直市』開催へ向け連携が

図れる 

特定非営利活動法人中国フ

ットサルプロモーション 

代表理事 河野 貴志 

〒739-1732 

広島市安佐北区落合南 1-3-

12 

℡082-845-0015 

・地域経済の活性化事業Ｆ

リーグ公式戦及び関連イ

ベント 

・スポーツイベント（Ｆリーグ）

開催に伴う誘客の増加を連携

して図ることができる。 

 地域経済の活性化事業「Ｆリー

グ公式戦及び関連イベント開

催に向け連携が図られる。 

高陽地区コミュニティ交流

協議会 会長 梅田 千秋 

〒739-1732 

広島市安佐北区落合南 1-

17-3 

℡082-845-2060 

・地域経済の活性化事業『高

陽絆祭り』 

・連携してイベントを開催する

ことにより、地域の賑わいを創

出することができる 



 

 

 

管内小学校９校 
深川小学校 

 狩小川小学校 

 倉掛小学校 

 亀崎小学校 

 真亀小学校 

 落合小学校 

 落合東小学校 

 口田小学校 

 口田東小学校 

・地域経済の活性化事業 

 

 

 

 

・連携して職場体験事業を行い、

地域の事業者を知ってもらい、

地元で働くことの魅力を伝え、

将来の人材および起業家を育

成する。 



 

 

連 携 体 制 図 等 

 

 

 

 

高 

陽 

町 

商 

工 

会 

中小企業基盤整備機構 

ひろしま産業振興機構 

広島銀行 高陽支店 

日本政策金融公庫広島支店 

もみじ銀行 高陽支店 

広島信用金庫 高陽支店 

フジグラン高陽テナント会 

広島県商工会連合会 
（ひろしま夢ぷらざ） 

広島市産業支援センター 

広島県事業引継ぎ支援センター 

高陽地区コミュニティ交流協議会 

 

特定非営利活動法人中国フッ

トサルプロモーション 

 

管内小学校９校 
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