
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
沼田町商工会（法人番号 ４２４０００５００１６６８） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

沼田町商工会の管轄する地域は、広島市街地から 10～15㎞の北西部に位置し、伴、大塚、戸山の 3

地区がある。沼田地域発展の牽引役となった伴地区、大規模に住宅開発が実施されインフラが整備さ

れたベットタウンである大塚地区、農村地帯であるが若者の新規就農者等が参入を続ける戸山地区、こ

の 3 地区の特性を地域資源として活用し、相次ぐ大型量販店の出店や目まぐるしく変化する環境に、厳

しい経営環境を余儀なくされる事業者や高齢化に苦慮している事業者、これら小規模事業者の持続的

発展を実現するため、小規模事業者に寄り添いながら以下の目標に向かって邁進する。 

①地域に密着し、自社の魅力に気付き、大型店と差別化を図れる店舗が増え、地域内外を

問わず、新たな販路開拓を常に実施することで、地域内小規模事業者の持続的発展を図る。 

②事業計画に基づく持続的経営を浸透させ、優れた経営人材が生まれ、育ち、円滑な事業承

継を実現させる。 

③外部から参入する創業希望者（若物や女性）を温かく受け入れ、3 年後の安定経営を実現

させる創業支援を実施する。 

④地域内の小規模事業者同士が、協調し合い、町内会等の地域コミュニティ―との連携を深

めながら、まちづくりを含めた地域の活性化を目指す。 

事業内容 

Ⅰ経営発達支援事業 

(1)地域経済動向調査に関すること【指針③】 
事業計画には必須の経済動向調査を定期的に把握し、事業者向けに発信する。また、管内小規模

事業者の実態調査も併せて実施、個社支援に活用する。 

(2)経営状況の分析に関すること【指針①】 
小規模事業者の真の経営状況を判断するため、個別の事業者情報を正確に詳細に入手し、事業者

とともに経営状況の分析を行う。経営分析は持続発展を実現させるための事業計画の基礎となる。 

(3)事業計画策定支援に関すること【指針②】 
経営分析を実施した事業者は事業計画を策定し、持続的発展を実現できる事業者を目指す。事業

計画策定においては経営者のみならず従業員等も参画し、個社全体で共通の認識を持ちながら策

定する。 

(4)事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
個社内でのＰＤＣＡを定期的に実施しながら計画の実現を目指す。計画実現には・専門家派遣・

他の支援機関との連携・必要な情報の収集など必要な支援を実施する。 

(5)需要動向調査に関すること【指針③】 
個社の商品力（サービス）の顧客評価および顧客ニーズを調査・把握し、この評価やニーズに対

応することが売上増加に直結することを基本とした支援を実施するほか、新規顧客を対象に集客

力の高いアンテナショップでのモニタリング調査の実施支援をする。 

(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】 
個社の売上が増加する支援として、ビジネスマッチング・ビジネスフェアなど販路開拓の足掛か

りとなる事業への参画、時代に沿ったアイテム(ＩＴなど)を活用した需要開拓、個社の評価をア

ップさせる取組等、専門化を活用した支援を実施する。 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 
小規模事業者と地域コミュニティとが協調協働し地域活性化事業、サンフレッチェとサンフレッ

チェ来場者が利用する山陽道ＳＡ等を活用した賑わい創りに取り組む。 

Ⅲ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取り組み 
1.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等、情報交換し支援能力を高める 

2.経営指導員は自らの資質向上を常に目指し、支援能力を高める。 

3.事業評価の見直しの仕組みを組織し、評価を受け、支援能力向上を目指す 

連絡先 

沼田町商工会 

〒７３１-３１６４  広島市安佐南区伴東４丁目１８-６ 

ＴＥＬ ０８２-８４８-２８６９ ＦＡＸ ０８２-８４８-２８９５ 
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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 地域の概要 
 

１.管轄地域（沼田地域）について 

沼田町商工会の管轄する地域は、広島市中心部から直線距離約 10ｋｍの北西部に位置し

ており、1994年(Ｈ6)開業の新交通システム＜アストラムライン＞、2001年(Ｈ13)開通の広

島高速 4 号により広島中心部との時間的距離が格段に短縮(45 分→15 分)した。加えて、山

陽自動車道のインターとして開通当初からあった五日市ＩＣ(沼田地区)に加え、西風新都Ｉ

Ｃが新設、インフラ整備が次第に整うにしたがい、全国区企業の支店や流通拠点としての立

地需要が増加した。また、西風新都地区は広島市が「住み・働き・学び・憩う」という住環

境に特化したまちづくりを提言、好環境住宅地としての開発が現在も進み、必然的に住宅地

を囲んでの商業施設の進出が相次ぎ、広島市街地等のベットタウン化が大きく進んだ。 

西風新都開発が進み、沼田は約 67㎢(内森林 51㎢)というさほど広くない土地に、現在、

総合大学が 2校、専門校 1校、高校 2校(公立 1私立 1)が立地しており、学園都市の様相も

持つ多機能な町へと変貌した。 

 

当地域（沼田地域）には、伴、大塚、戸山の３地区があり、地区毎に次のような特性がある。 

 

（伴地区） 

伴地区は、沼田地区の発展の中心的役割を果たしてきた。昭和 40 年代半ばから地区内各

所に住宅団地が造成され、広島市中心部のベッドタウンとしての役目を担いながら、人口が

著しく増加した。また、古くは良質な水が豊富であったことから、酒、醤油、酢の製造が活

発に営まれていた。沼田地域の発展を支えてきたリーディングカンパニーがこの地区に存在

している。 

 

（大塚地区） 

大塚地区は、平成 6年開催のアジア競技大会を契機に西風新都として開発され、インフラ

整備と同時進行で住宅団地、工業団地が整備され、交通網の整備も進み、現在もなお開発が

続いている。後述の戸山地区とは車で 5分の時間距離で、双方の地区の魅力向上に相乗効果

をもたらしている。また広島市が推進している西風新都地区のコンセプト「住み・働き・学

び「憩う」に沿った都市拠点でもあり、好環境住宅用地としての開発が進んでおり、また、

総合大学が２校立地しているのもこの地区の特徴である。 

 

（戸山地区） 

戸山地区は、主として農業と林業で生計を立ててきた地区で、県道が戸山地区の中央を走

り、重要な生活道路、経済道路となっている。信号が１基もない里山で「田舎」の様子を色

濃く残していながら、広島市街地から 15分という時間距離であることから、ここ 10年、レ

ストランやカフェの出店が徐々に増えるほか、若者が農業者としてＩターンするなど、特色

のある変化を見せているものの、人口減少に歯止めがかからない現実を抱えている。 
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＜沼田地域拡大図＞         ＜広島市地図(ピンク色が安佐南区)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広島市街地と 

沼田町各地区の位置関係(概略)＞ 

 

広島市街地           ※トンネルが通るまでは山を避けて 

南か北を迂回(大回り)して 

沼田に入るしかなかった。 

 

２.人口、商工業者の現状と推移 

（地域人口） 

管内人口は、約 38,000人であり、 

10 年前からの推移は表１のとおり 

である。高齢化や人口減少が続く 

戸山地区を除き、人口増加してお 

り、特に大塚地区の増加率が大き 

い。 

（地域の商工業者） 

商工業者数は現在 969 で、地区ごとの業種区分の構成及び増減については(表：2)となっ

ており、それぞれの地区の特性が明確になっている。伴地区については人口増加であるにも

関わらず業種(小売業)によっては事業者の減少がみられ、高齢化による廃業が進行している

と考えられる。大塚地区は住宅団地の開発が続くことでサービス業など人の生活に密接にか

かわる業種が増加、戸山地区は微減であるが人口減少に歯止めがかからない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表：1) 広島市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより作成

人数 割合 人数 割合

伴 17,902 7,149 2,941 16.4% 21,792 9,123 4,916 22.6%
大塚 11,557 3,830 773 6.7% 14,863 4,927 1,459 9.8%
戸山 2,245 873 695 31.0% 1,890 895 833 44.1%
合計 31,704 11,852 4,409 13.9% 38,545 14,945 7,208 18.7%

平成19年6月 平成29年6月

人口 世帯数
高齢者

人口 世帯数
高齢者

（表：2） 商工業者数と小規模事業者数の推移　 資料：総務省統計局・広島県

21年度 26年度 21年度 26年度 21年度 26年度 21年度 26年度

農業 3 2 1 1 1 2 5 5 0.5%

建設業 127 133 37 33 25 21 189 187 19.3%

製造業 61 61 19 21 15 16 95 98 10.1%

卸小売業 138 129 100 106 22 18 260 253 26.1%

不動産業 74 62 27 27 2 2 103 91 9.4%

飲食業 58 56 26 34 4 4 88 94 9.7%

サービス業 202 235 113 142 23 27 338 404 41.7%

商工業者数 663 678 323 364 92 90 1078 1132

21→26伸長度 ＋15件 2.3%増 ＋41件 12.7%増 －2件 2.2%減 ＋54件 5.0%増

21年度～ 24年度～ 26年度～

商工業者数（広島県調整値） 961 945 969

21年度～ 24年度～ 26年度～

小規模事業者数（広島県公開数値） 721 711 710

伴地区 大塚地区 戸山地区 合計 商工業者の
業種割合

(H26)



３ 
 

県内商工会管内の商工業者が減少する中で、沼田地域では大幅な事業者増となった。その

要因については大塚地区にある山陽道のインターチェンジや幹線道路などインフラ整備が

充実した流通環境を活用する支店・営業所の進出、広島市の進める「住み」「働き」「学ぶ」

「憩う」に沿った良好な住環境が整った巨大な住宅団地による人口増加、これらに伴う相次

ぐ大規模小売店舗の進出、小規模事業者の出店により、商工業者が増加したと考えられる。 

一方、中小企業庁の統計調査では小規模事業者数は年 2.5％～3％の減少を続けており、

沼田地域における小規模事業者数も平成 21年の 721が平成 26年は 710と 1.5％減少してい

る。 

以上のとおり、商工業者が増加する傾向の中、小規模事業者は減少するという地域的な特

異性を持った傾向は今後も続くと思われる。 

 

Ⅱ 地区別小規模事業者の現状と課題 

 

１．現状と課題 

 

(表：2)のとおり、沼田町商工会管内の商工業者数の内訳は、サービス業 41.7％、卸小売業

26.1％と、この 2業種で全体の半数を占めている。飲食業や理美容業等のサービス業は新規創

業により増加傾向にあるが、市場情報評価ナビ MieNa（以下「MieNa」と表記）の調査結果に

よると、地域住民の購買力水準は総じて低く、新規創業時の売上目標も達成されにくい環境下

であることが予想され、さらにはショッピングセンターなどの進出が相次ぎ、小売店等を中心

に苦戦を強いられている。 

65 歳以上の人口比率が全体的に高く、地域の高齢化が進んでおり、後継者問題が顕在化す

るなど、多くの小規模事業者にとって事業継承が深刻な問題となっている。 

このように多くの小規模事業者は様々な問題点を抱えているにもかかわらず、明確な相談先

を持っておらず、その場しのぎによるどんぶり勘定、成り行き経営から脱却できていない。 

なお、地区ごとに課題を整理すると以下のとおりである。 

 

（伴地区） 

・当商工会が組織化された頃（昭和 36年）から当地域の発展を牽引してきた地区であるが、

事業主の高齢化が最も顕著な地区であり、事業承継が喫緊の課題である。 

・沼田地域を牽引してきたリーディングカンパニー6社（食品製造業）が存在しており、こ

れらリーディングカンパニーが持つ新商品開発や販路開拓におけるノウハウの活用が見

込まれる。 

（大塚地区） 

・西風新都を中心に人口増加地域であり、インフラ整備も進んでいることから大型量販店、

大手資本の支店営業所の設置のほか、飲食、サービス業を中心とした事業所の開店が相次

ぎ、商工業者数は 5年間で 15.7％も伸長した。 

・今後も大手資本による商工業者の増加が見込まれるが、反面、小規模事業者数は減少して

いる。よって大型店の差別化を図るため、新商品や新サービスの開発など、新たな需要を

見据えたビジネスモデルの構築が課題である。 

（戸山地区） 

・商業地域というより農業地域であり、ご多分に漏れず、人口減少と高齢化が進んでいるた

め購買力水準は低い。一方、市街地から一番近い里山としての魅力を活かした「いちご狩

り農園」や採れたて食材を使った「飲食店」や「パン屋」などの創業事例が増えており、

今後も若者や女性の起業を支援する体制が求められている。 

・行政が積極的に就農支援している地域であり、過去 14 年間で 10 名が新規就農、平均 1
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事業者 1億円の収入がある。昨今の量販店は「顔の見える野菜」を求めていることもあり、

これからも農業関連の新規創業は少しずつ増加すると予測される。よって、農業者と商工

業者の連携を促進する農商工連携の推進が課題となる。 

 
２．広島市基本計画における当地域の位置づけ 

 

＜第 5次広島市基本計画 第 3部 区の計画 沼田地域版＞ 抜粋 

 

 【まちづくりの方向】   

 

(ア) 美しい景観づくり、環境に配慮した住民活動により、快適に暮らせるまちづくりを進める。 

(イ) 出会い、ふれあい、支え合いを大切にし、楽しく安心して暮らせるまちづくりを進める。 

(ウ) 農村環境を生かし、土と農に親しむまちづくりを進める。 

(エ) 農地や里山、森林を生かした都市・農村交流を進め、戸山の活性化を図る。 

(オ) 地域と大学の交流・連携を深め、文化の薫るまちづくりを進める。 

 

  【事業計画】  

 

    ○ 西風新都の都市づくりの推進（西風新都内幹線道路整備） 

    ○ 西風新都の都市づくりの推進（沼田スマートインターチェンジ(仮称)の整備） 

    ○ 新交通西風新都線整備の推進（アストラムライン延伸(市街地への延伸)） 

 

 

Ⅲ 中長期的な振興のあり方と目標 
 

１．中長期的な振興のあり方（１０年後のあるべき姿） 

前述の「地域小規模事業者の課題」及び「第５次広島市基本計画」から当地域の小規模事 

業者の「中長期的な振興のあり方」を次のとおりとする。 

 

 

①地域に密着し、自社の魅力に気付き、大型店と差別化を図れる店舗が増え、 

地域の内外を問わず、新たな販路開拓が常に行われることにより、地域内小 

規模事業者の持続的発展が図られている 

 

②事業計画に基づく持続的経営が浸透し、優れた経営人材が生まれ、円滑な事 

業承継が実現している 

 

③外部から参入する創業希望者（若者や女性）を温かく受け入れ、地域を挙げて 

創業支援する環境が整っている 

 

④地域内小規模事業者同士が、協調し合い、町内会等の地域コミュニティ―との 

連携を深めながら、まちづくりを含めた地域の活性化を目指している。 
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２．中長期的な振興のあり方と目標 

上記の「10年後のあるべき姿」に向けた、今後５年間における地域内小規模事業者の振 

興のあり方及びその目標を次のとおり設定する。 

 

①成り行き経営からの脱却を図るため、経営分析に基づく小規模事業者としての「強み」を

把握し、需要動向を見据えた事業計画に基づく持続的経営の浸透を図る。 

目標①：事業計画策定件数         120件（5年間） 

目標②：黒字企業を 5年間で倍増   現状 黒字企業数 79件（※）  
※現状 79件は、商工会が会計・財務データを把握している企業数 227件のうち黒字の企業数 

 

②計画経営実行により経営者や従業員が確実に成長し、事業承継も円滑に進んでいる。 

目標①：小規模事業者数の現状維持  現状 710件 

 

③新規創業予定者と受入地域・空き家情報とのマッチング環境が整備され、創業が促進され 

ている。また、新規就農者は、リーディングカンパニーのノウハウを活用し、６次産業化 

等による販路開拓や新商品開発に成功し、事業成長している。 

目標①：新規開業数        10件（5年間） 

目標②：新商品開発数       5件（5年間） 

      

３．目標達成に向けた実施方針 

 

①売上拡大に繋がる取組 

個社の特性を活かした新商品開発や役務の提供を実現させ、大型店との差別化を図る。

そのため、個社の強み弱みなどを含めた経営分析の結果に基づき、事業計画を策定し、伴

走型での継続的な支援をしながら事業計画の実現と個社の経営的自立を図る。 

 

②高齢化する事業者の事業継承(事業引き継ぎ)の支援 

高齢事業者だからこそ持っている蓄積された経営資源を次世代に繋ぐことを基本とし

た事業継承を図る。 

 

③創業支援の強化・地域経済の活性化 

商工会は日本政策金融公庫や不動産業者との連携を図り、創業支援の機会を創出する。

当地域では起業を目指す若者や女性が増えており、これら起業希望者層に起業３年後に事

業継続可能な経営状況を実現させ、以後も持続的に成長できるよう支援する。 
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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） 

 

（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】 

（現状と課題） 

当商工会では、これまで経営指導員による巡回指導・窓口相談の中で、小規模事業者の指

導内容に応じた断片的な情報収集を行いながら個社支援を実施してきたが、総合的な経済動

向について情報収集する仕組みが整っておらず、目まぐるしく変わる経営環境に対応しにく

い状況の中で、効果的な事業展開が難しい環境下であった。 

また、管内小規模事業者の現状を把握することは経営支援の基本ではあるものの、事業者

への支援時に聴き取った部分的なデータが更新されるのみで、地域の現状を把握できる総合

的なデータとしての面的な情報収集、情報活用は行われていなかった。 

よって、定期的に情報を収集し、分析結果をレポートし、適宜、会報誌や商工会ホームペ

ージ（以下「ＨＰ」という）で情報公開するとともに、経営支援に積極的に活用する。 

 

（事業概要） 

（1）地域経済動向の既存データなどの調査・分析・活用 

商圏分析レポート MieNa の既存データから地区ごとの各地域の基礎的な指標を、また

日銀等公表資料によりＤＩや各種経営指標などを調査分析し、小規模事業者が地域経済

動向を効果的に把握し、事業展開に活用できるよう情報提供する。 

①情報収集方法・調査項目 

日銀広島支店、日本政策金融公庫のＨＰよりＤＩ調査など景気動向について最新の情

報を収集する。また、各地域動向の人口、世帯数等の主要指標の最新の情報については

MieNa を活用する。活用する統計資料等と収集・分析する項目は以下のとおりとし、四半

期ごと（6月、9月、12月、3 月）に収集する。 

ア．ＤＩ調査により景気傾向把握            ― 日銀広島支店ＨＰ等 

イ．町内地区・安佐南区・県内の経済規模(人口・世帯数)の推移 

ウ．町内地区・安佐南区・県内の消費(項目別消費動向)等      

エ．町内地区労働生産性                    ― MieNa 

オ．町内地区企業規模動向 

カ．町内地区・県内 人口予測 

キ．経営指標（業種別）                ― 日本政策金融公庫ＨＰ 

ク．新商品・流行（トレンド）の傾向把握        ― 日経ＭＪ新聞など 

②分析・活用方法 

調査結果は情報収集項目を商圏別、業種別、規模別で分析し、小規模事業者の活用ニ

ーズに応じて活用しやすいようにまとめる。経営指導員が巡回・窓口指導と併せて情報

提供するほか、四半期ごと（6月、9月、12月、3月）に会報誌やＨＰなどで情報発信す

る。 

地域経済動向情報は、小規模事業者むけ各種セミナーや講習会における経営力向上の 

ための資料として活用するほか、新規創業者への情報提供資料とする。 
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（目標） 

 

 

 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
（現状と課題） 

厳しい経営環境の中で、地域内の小規模事業者が持続的な経営を行っていくためには、個社

それぞれのあるべき姿を描き、目指し、実現させるための経営理念や事業計画が必要となる。

事業計画策定のためには自社の経営分析を実施し、自社の経営状況・経営環境の把握と再認識

を行うことが必要不可欠である。 
しかしながら、小規模事業者の多くは自社の強みや弱み等を含めた経営状況を把握している

とは言えず、自らの経営実態を把握しないまま「どんぶり勘定、成り行き経営」を継続してい

るのが現状である。 
この小規模事業者の現状を、経営分析により、個社が経営状況を正しく理解し、自社の経営

資源やボトルネックを明確に「見える化」を図りながら、あるべき姿とのギャップを知ること、

そしてそのギャップは克服可能であることを事業計画策定により経営者に伝え、個社内の事業

意欲を以って、計画の実行へと繋げ、持続的発展を図る。 
 

（事業概要） 
管内小規模事業者に経営分析の必要性を広く伝え、同時に経営分析に必要な基礎的なデータ

を把握する。当商工会は確定申告からの財務データを現状 227件把握しているが、加えて、巡

回等により新たに小規模事業者の基礎データの把握を図り、経営分析数の拡大を図りながら実

施する。 

実際に経営分析を実施する場合には経済産業省監修のローカルベンチマークを活用し、自社

の経営状況を個社自身で客観的に把握し、改善点改善策を日常的に考えることができる環境を

整備する。また、当商工会は会員の 10％がネット de 記帳を利用しており３期連続決算数値か

らの経営分析も実施できるこのシステムを大いに活用する。 
また、事業者の高齢化が進行する中での事業承継における経営分析のほか、当商工会の地域

的な強みから当地域での創業希望が比較的多いため、こうした創業希望者の経営分析も進めて

いく。 
 

（1）基礎的データの把握 

当商工会の管内には 710の小規模事業者が存在する。しかしながら現状では、主に確定

申告で収集した財務データが 227件あるが、これは地域小規模事業者の３割超に過ぎず、

収集内容および把握件数ともに分析の基礎データとするには完全とは言えない。よって、

さらに多くの事業者から基礎的データとして次の情報を調査・収集する。 

①財務情報…企業の過去の情報を知る 

ア 経営情報…財務諸表 

②非財務情報…企業の過去から現在までの情報を把握、将来の可能性を評価する。 

ア 経営者の着目点 

イ 事業への着目点 

ウ 関係者への着目点 

エ 内部管理体制の着目点 

③事業承継に特化したデータ 

現状
30

年度
31

年度
32

年度
33

年度
34

年度

経済動向 公表回数 未実施 4 4 4 4 4

事業概要
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ア 貸借対照表を中心とした財務情報 

イ 特別な技術やノウハウ、得意先等の非財務情報 

ウ 事業の現状と今後の事業予測となる景気動向のデータ 

④創業希望者に特化したデータ 

ア 経営者の経営理念、事業目標、持っている技術、など 

イ 自己資金、創業資金の借入額、借入先、予定設備、など 

ウ 創業予定地の商圏分析 

 

（2）経営分析対象事業者 

①経営分析を希望する事業者。 

②ネット de記帳により日頃から基礎的データを把握している事業者 

（財務データ把握事業者数：現状 227 件） 

③巡回等により把握した情報、データの中から緊急性、重要性のある事業者 

なお、ここでいう緊急性と重要性とはア～ウに該当する事業者をいう。 

ア 借入金等の返済の遅れが何度かある情報のある事業者 

イ 過去 3年間に急激に売上高が下がった事業者 

ウ 設備投資が活かされず売上が変化しない事業者 

④事業承継を考えている事業者 

⑤創業希望者 

 

（3）経営分析活用セミナーの開催 

当商工会が財務データを持っていない事業者のなかにも経営分析を希望する意欲的な事

業者や経営分析が必要な事業者は多数存在する。よって、そうした意欲ある事業者に対し、

そのために広く広報で「経営分析の必要性」について伝え、「経営分析セミナー」への参加

を呼び掛ける。 

 

（4）経営分析の方法 

経済産業省のローカルベンチマークは、過去３期のレーダーチャートから過去から現状

の推移が分かりやすく表現されるなど、経営分析に縁の無かった事業者にも理解しやすく、

かつ、10 万社のデータが収録されるなど事業者の信頼度においても活用しやすいツールと

なっている。 

また、経営指導員にとってもステップ式になっている点で活用しやすく、さらには、自

社における経営分析も可能であるため、事業者自身による経営分析にも活用できるという

利点がある。 

○財務分析 

ア．分析項目： 

売上増加率（売上持続性）、営業利益率（収益性）、労働生産性（生産性）、 

EBITDA有利子負債倍率（健全性）、営業運転資本回転期間（効率性）、 

自己資本比率（安全性） 

イ．活  用： 

・事業の成長性や持続性を把握する。 

・ローカルベンチマークの基準値と自社の評価値を比較し、改善すべき項目 

（経営課題）を明らかにし、経営者に改善意欲を起こし、事業計画に進み、 

事業の持続的発展を促す。 
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○非財務分析 

ア．分析項目： 

経営理念・経営ビジョン・後継者の有無・保有する技術力 等 

イ．活  用： 

・経営理念やビジョンを明確にすることで、経営者自身について知る。 

・後継者の有無により事業の持続性を推し量るとともに、事業承継の方針を確

認する。 

・保有する技術力や営業力など自社の強み弱みを把握する。 

 

（目標） 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
 

（現状と課題） 
当地域では、自社で事業計画を策定している小規模事業者は少なく、当商工会においても創

業資金の融資や補助金獲得、または経営革新計画承認のため事業計画策定を支援しているもの

の、広く小規模事業者の持続的発展を目指して策定する取り組みはしていなかった。 
経営分析結果を踏まえて、目標を決めその目標を達成するための「やるべきこと」を明確に

することに加え、持続的発展を目指すために、経営者・従業員が一体となった計画策定、計画

推進が必要であり、個社が自立して継続、見直しながら推進することが重要である。 
 

（事業概要） 
経営分析を実施した事業者の事業計画策定を支援する。事業計画は事業主と支援する経営指

導員との間で計画する場合が多くなりがちであるが、従業員がいるような場合には、今後の計

画推進において、その意義を従業員等と共有することが重要であるため、事業計画に関与する

複数人で計画することを努力する。また、従業員等の参画は事業主の目線では気づかない改善

点なども情報として共有でき、計画推進の効果が高まるものと考える。 
            
（1）事業計画策定セミナーの開催 

経営分析から経営者が自社の改善点やより事業伸長させるべき点を判断し、経営者本人及

び後継候補並びに従業員等と事業計画を練るところに大きな意義がある。経営者（後継候補

者）と従業員が一体となって策定することで、より目標達成が可能な計画策定が実現する。 

（年 2回：参加者 24名） 

①狙い…経営理念や目標を明確にしたうえで、実現可能な計画策定する。 
ア 経営者（後継候補者）が事業計画に参画する意義 

経営者（後継候補者）や起業家が計画作りに参画することで、計画自体の論理性、

妥当性が増すといった効果が期待できるほか、事業の進捗状況を確認し、的確な軌

（経営状況の分析に関すること）
現状実績
29年上期

30
年度

31
年度

32
年度

33
年度

34
年度

開催回数 1 1 1 1 1

参加者数 10 10 10 10 10

経営分析数 10 24 24 24 24 24

事業承継分析(内数) (0) (2) (2) (2) (2) (2)

創業計画分析(内数) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

経営分析件数

経営分析セミナー

事業概要

未実施
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道修正をすることが容易になる。  
イ 従業員やスッタフが事業計画に参画する意義 

社員やスタッフが参加することで、会社の新たな方向性を理解することができ、

それぞれが果たすべき役割を確認することで、計画実行時に自分がどうすべきかが

計画に反映される。 
ウ 対外的に自社の計画の理解を得る 

事業計画を実施するにあたり、得意先や金融機関の理解を得やすくなり、計画の

実現性が高まる。 
②対象者 
・経営分析を実施した事業者（後継候補者）及び従業員 

 
（2）事業承継の事業計画への取り組み 

実態調査により高齢事業者が経営者である事業所を抽出・訪問し、今後の事業展開につい

て聴き取る。製造技術等の固有のノウハウ等は聴き取ると同時に、技術承継も視野にいれな

がら事業承継への道筋を模索し、次の点に留意した上で事業計画を策定する。 

・承継の方向性と時期（後継者への承継、他者(社)への承継、廃業） 

・Ｂ/Ｓ状況(資産負債)を踏まえた計画 

・承継する事業の将来展望を踏まえた計画 

・現状の課題を踏まえた計画 

 

（3）創業計画策定支援 

商工会は創業者の目指す事業や思い(経営理念)を詳細に聴き取り、同時に準備できる資

金、持っている技術等の経営資源、創業場所の適合性、利益計画のための単価設定を練り、

次の点に留意した上で計画策定を支援する。 

・経営者の持っている技術や思いなど、事業コンセプトを踏まえた計画 

・立地場所（商圏、競合店舗）を踏まえた計画 

・事業の将来性を踏まえての計画 

・商品の単価設定、利益計画など、採算性を踏まえた計画 

 

（目標） 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
（現状と課題） 

当商工会は、今までも個社支援を実施してきたが、融資や補助金など単発・短期的な事業計

画策定支援に留まっているケースが多かった。本来、商工会は個社に対して伴走型支援が可能

な身近な機関であるべきことを踏まえ、巡回を基本とした持続的発展を意図とし、継続的な支

（事業計画策定支援に関すること）
現状実績
29年上期

30
年度

31
年度

32
年度

33
年度

34
年度

開催回数 2 2 2 2 2

参加者数 24 24 24 24 24

事業計画策定数 11 24 24 24 24 24

事業承継計画(内数) (2) (2) (2) (2) (2)

創業計画(内数) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

事業計画策定セミナー

事業概要

事業計画策定件数
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援を実施する必要がある。 
よって、商工会は事業計画策定事業所に対し、商工会が持っている様々な支援メニューを用

いながら、巡回を中心とした伴走型支援を継続的に実施し、個社が自身で経営力を育て経営基

盤を強化し、自力で持続的発展が可能となるまで支援する。 
 

（事業概要） 
事業計画を策定した 24 社に向けて、事業計画実現に特化した個社向けの支援を実施するた

め、巡回によるフォローアップを四半期に一度以上実施する。 
（1）支援対象 

事業計画を策定した事業者 

（2）支援方法 

①巡回による支援 

・事業計画を実施する場所（現地）に、経営指導員が巡回し支援する。 

・計画どおり進捗し、目標も計画通り達成している場合には、目標を上方修正するなど経 

営者と従業員スタッフとともに計画を見直すことも視野に入れる。 

・計画通り進捗していない場合は、その原因を経営者と従業員ともに調査、考え、計画を 

修正する。 

②専門家派遣による支援 

・経営指導員が計画実行支援をする中、専門家の支援が必要な課題が現れた場合は、専門 

家を活用し、計画の進捗を図るとともに計画の修正を行う。 

③支援機関・支援制度の活用 

ア 専門家派遣の活用（ミラサポ）… 経営上のあらゆる支援(専門家が訪問する) 

イ よろず支援拠点の活用    … 経営上のあらゆる支援(専門家が訪問する) 

ウ 事業引き継ぎ支援センター  … 事業承継、М＆Ａ、引き継ぎ(売却)等 

エ ひろしま産業振興機構    … マッチング支援、産学連携、検査調査等 

オ 中小企業基盤整備機構    … 創業、新規事業展開支援 

カ 日本政策金融公庫      … 設備資金、運転資金等  

（3）フォローアップの頻度 

・既存事業者（事業承継支援を除く）へのフォローアップ支援は、原則、四半期に１回（年 

４回）とする。 

・事業承継を目標とする事業者については、できる限り経営者と後継候補者が同席の上で

２か月に１回（年６回）支援を行う。 

・創業を目指す事業者については、創業後３年以内の廃業が多く見られることから、より 

きめ細かな支援が必要であるため、月１回（年１２回）の支援を行う。 

 

（目標） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（事業計画策定後の実施支援に関すること）
現状実績
29年上期

30
年度

31
年度

32
年度

33
年度

34
年度

フォローアップ回数 29 116 116 116 116 116

事業承継計画(内数) (12) (12) (12) (12) (12)

創業計画(内数) (6) (24) (24) (24) (24) (24)

事業概要

事業計画策定事業者への
フォローアップ回数



１２ 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
（現状と課題） 

小規模事業者が抱える最も大きな課題は「売上の拡大伸長」である。小規模事業者はその規

模ゆえに経営者自身が最前線で従事しているケースや下請け事業がメインとなっているケー

スが多く、需要動向(広い消費者の声)に応じた商品開発や品揃えができていない。 
本事業では、事業計画を策定した事業者の個社ごとの需要動向を調査し、個社が市場とする

消費者がどのような環境下で何を（どのような物・サービス）必要としているか、個社の需要

拡大に資するデータを入手する。 
 
（事業概要） 
（1）顧客（来店客）アンケート調査（既存顧客対象） 

①支援対象者 

事業計画策定事業者（飲食・サービス業）で顧客（来店客）アンケート調査が必要な事

業者 

②調査の狙い 

個社支援における需要動向調査の基本は、顧客（来店客）のニーズの把握である。売上

増加に直結する商品力（サービス）の向上は、顧客ニーズに的確に応えることで達成され

るものであるため、支援対象者ごとに顧客（来店客）へのアンケート調査を実施する。 

③調査方法 

顧客来店時にアンケート用紙を配布し、下記の調査項目について回答してもらう。 

④調査項目 

・顧客属性（居住地域、性別、年齢、家族構成、等） 

・来店理由（商品・サービスの良し悪し、店舗の外観・内装） 

・来店頻度（週または月の来店頻度） 

・品質・サービス内容（見た目、味、手触り感、重量感、満足感、等） 

・価格設定（最も購入しやすい価格、適正価格、等） 

・デザイン（形、色、大きさ、重さ、等） 

⑤活用方法 

個社毎に、顧客（来店客）の商品サービスの満足度について調査分析し、顧客の評価を 

確認するとともに、商品力やサービスの向上に繋げ、リピーターの増加および口コミで 

の新規顧客の獲得を図る。 

 

（2）アンテナショップ等を活用したモニタリング調査（新規顧客対象） 

①支援対象者 

事業計画策定事業者（新商品等を開発した製造業者）で、新規顧客開拓のためのモニタ 

リング調査が必要な事業 

②調査の狙い 

小規模事業者においては、既存の顧客（来店客）に対するニーズ調査は前述（1）のと

おり、自店において実行可能であるが、新聞広告やテレビコマーシャルを利用した新規顧

客開拓は、経費面の問題からほとんど不可能である。よって、商工会が、不特定多数の消

費者の集客が可能なアンテナショップへの出店機会を提供し、モニタリング調査を実施す

ることで、新規顧客の獲得に繋げる。 

③調査方法 

アンテナショップに専任の調査員を派遣し、商品毎に試食等によるモニタリング調査を

行う。その際、１商品について 20人程度から次の調査項目についてモニタリングする。 
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④調査項目 

・モニター属性（居住地域、性別、年齢、家族構成、等） 

・品質評価（見た目、味、手触り感、重量感、満足感、等） 

・価格設定（最も購入しやすい価格、適正価格、等） 

・デザイン（形、色、大きさ、重さ、等） 

・提供方法（遠隔地の場合でＨＰ・Ｗeb等からの購入の可能性、等） 

⑤活用方法 

大消費地である東京銀座の広島アンテナショップ「ＴＡＵ」や広島市内繁華街の「夢ぷ

らざ」において、不特定多数の消費者からモニタリングを実施することにより、より売れ

る商品へのブラッシュアップが可能になるとともに、新規顧客獲得や商圏拡大に繋げるこ

とができる。 

 

（目標） 
 

 

 

 

 

 

 

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】 

 

（現状と課題） 

当商工会の人口は増加傾向にあり、消費需要は見込まれるものの個社の需要開拓には反映さ

れにくい環境下にある。小規模事業者の商品やサービスは認知されにくく、大手事業者の認知

度と比較すると低くなるのが現状で、消費需要を取り込むことが出来ていない小規模事業者が

大多数であるのが現状である。 

また、大手事業者の販路開拓力は様々な現代のアイテム(ＳＮＳやＩＴなど)を活用している

ことに勝因があることも多く見受けられ、一方、小規模事業者にとっては苦戦しがちな現代ア 

イテムであり、それらＩＴ活用した戦略への遅れが目立っている。 

 

（事業概要） 

（1）販路開拓事業参加支援（商談会・展示会等への出展支援） 

①対象 

事業計画策定事業所を中心とした事業者で沼田地域以外に顧客を求める事業者 

新商品等を開発した事業者で、売り先を探している事業者 

②内容 

集客力の高い催事やイベント、展示会は、新たな顧客との出会いの場になるほか、事 

業者同士のマッチングの場ともなり、大きな販路開拓の可能性があると考える。 

◯ビジネスフェア（主にＢtoＢ） 

・しんきんビジネスフェア（広島信用金庫） 

・中四国ビジネスフェア（広島市） 

◯食品に特化した催事（主にＢtoＢ、メディア露出度によるパブリシティ効果） 

・グルメ&ダイニングショー（全国商工会連合会） 

・フードアクションニッポンアワード（農林水産省） 

・食農マッチングフェア（ＪＡ） 

（需要動向調査に関すること）

現状
30
年度

31
年度

32
年度

33
年度

34
年度

10 10 10 10 10

4 4 4 4 4アンテナショップモニタリング調査　情報提供件数

事業概要

顧客アンケート調査　情報提供件数
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◯食品以外可（ＢtoＢ、ＢtoＣ混在、メディア露出度によるパブリシティ効果） 

・ふるさと名物発見全国物産展（全国商工会連合会） 

◯商談会（ＢtoＢ、ＢtoＣ混在） 

・ひろしまブランドショップＴＡＵ販路開拓支援セミナー&相談会（広島県） 

・Ｒｉｎ ｃｒｏｓｓｉｎｇ（中小企業基盤整備機構） 

◯Ｗｅｂ事業（主にＢtoＣ） 

・ＥＣサイト「ニッポンセレクト.Com」（全国商工会連合会） 

 
③工夫 

ビジネスフェアや講習会等は販路開拓に資する事業情報は、商工会が情報を入手したら

即座に該当事業所へＦＡＸ送信する。これらの情報は「参加型」になるため個社のタイミ

ングに沿うには少しでも早い情報提供が肝心である。 

また、これらの催事等の参加の効果を高めることができるよう、プレゼンの仕方や、商

品の見せ方について事前にセミナー等（専門家による個別相談会）を開催するなど、全方

向からの支援を実施する。 

年間催事はカレンダー形式でまとめ、事業者が参加計画しやすいよう工夫するほか、Ｂ

ｔｏＢ、ＢｔｏＣ、どちらの催事であるかも伝えることが重要である。 

催事等参加は、前述の事前の支援のほか、当日では商品に対するアンケート調査等の支

援、事後ではバイヤーとの契約をサポートする等、売上が確実に上がる支援を実施する。 

 

 

（2）ＩＴ活用支援 

①対象 

事業計画策定事業所のうち自社で製造している製造小売事業者 

②内容 

インターネットによる商品の流通が伸長し続けている現代、携帯電話は著しく普及し 

た。特にスマートフォンの伸長はスマートフォンの優れた機能を活用する若年層から中高 

年層まで幅広く支持され大きく伸長している。(下記グラフ参照)。この普及率とスマート 

フォンの機能を活用した需要開拓支援は重要である。 

・スマートフォンを活用した需要開拓の 

研修会等の開催及び専門家派遣の実施 

・専門家を活用したスマートフォン活用 

の年齢層を意識した需要開拓支援 

・専門家を活用したスマートフォンの機 

能を生かした需要開拓支援  

③工夫 

実際にＳＮＳ等に自社の製品等を掲示 

する場合には、見栄えのよい写真の撮り 

方や、検索ワードで上位にくる工夫等、 

フォロアーを獲得、維持するためのノウ 

ハウを調査、活用する 

※戦略的に自分の店舗・企業における 

ＳＮＳの 1軍・2軍・3軍の順位を 

を決めたうえで、活用する、など        一番右側(緑)がｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 
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（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．地域経済の活性化事業 

（現状と課題） 

沼田地域は、新興住宅団地「西風新都」を中心とした人口増加地域であり、インフラ整備

も進んでいることから大型量販店、大手資本の支店営業所などの出店が相次ぐ広島県内でも稀

な地域である。 

また、域内に広島市広域公園陸上競技場（通称：広島ビッグアーチ）を有し、数々のスポ

ーツイベントやコンサートの開催に利用されている。とりわけ、「サンフレッチェ広島」のホ

ームグラウンドとしても知られており、年間 30 万人の集客を誇る新たな地域資源となってい

る。こうしたことから沼田地域においては、現在、広島ビッグアーチの集客力を如何に地域経

済の活性化に繋げるかが課題となっている。 

  

（事業内容） 

（1）地域における関係者間での意識の共有が図られる仕組みづくり 

前述のとおり、「広島ビッグアーチ」はサンフレッチェ広島のホームグランドであると

ともに、多くのスポーツイベントやコンサートが開催され、年間 30 万人を超える集客力

があるなど、沼田地域にとっては貴重な地域資源である。 

また、当地域は古くから地域コミュニティを大事にしてきた地域であり、従来から町内

会組織（沼田町コミュニティー推進協議会）と商工会等が協力し、賑わい創出や伝統行事

の継承に大きな役割を果たしてきた歴史があるため、地域住民との意思疎通は比較的容易

である。 

よって、「広島ビッグアーチ」を地域経済の活性化に有効に活用するため、地域住民・

行政・商工会・関係団体・サンフレッチェ広島など、地域全体を巻き込んだ「仕組みづく

り」を進めているところである。 

現在は、イベント開催時に、各関係機関の代表が会し、イベントの企画・運営について

協議しているのが実態であるが、今後は、商工会がリーダーシップを取り、地域経済の活

性化に資する組織に拡充させるため、「協議会」を立ち上げる計画である。 

 

「沼田町地域活性化協議会（仮称）」の構成員（予定） 

（需要開拓支援に関すること）
現状実績
29年上期

30
年度

31
年度

32
年度

33
年度

34
年度

催事等情報提供事業者数(延数) 102 200 200 200 200 200

催事等参加事業所数(延数) 3 8 8 8 8 8

販路開拓成果事業所数(延数) 0 2 2 2 2 2

新商品開発した事業者(延数) 0 1 1 1 1 1

夢ぷらざ/ＴＡＵ活用事業所数 0 2 2 2 2 2

売上増加事業所数 0 2 2 2 2 2

研修会開催数 1 1 1 1 1

研修会参加事業所数 10 10 10 10

売上増加事業所数 2 2 2 2 2

事業概要

販路開拓事業参加支援

ＩＴ活用支援
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・広島市安佐南区地域起こし推進課 

・沼田町コミュニティ推進協議会 

・ＮＰＯ法人まちづくり協議会 

・沼田町商工会（含 青年部・女性部）他 

 

（2）商工会の役割 

この仕組みの中で商工会が担う役割は、イベントに来られた観客への商品販売やサービ

スの提供である。これまでもサンフレッチェ広島の試合がある時は、「バイオレットサポ

ーターショップ」として約 70 事業所が出店し、地域産品を販売するとともに、ホームチ

ームが勝利した時はビールの無料サービスなどを行い、賑わい創出に貢献してきた。 

さらに今後は、広島ビッグアーチだけでなく、地域外から山陽道を利用して沼田町に来

られる方々に対しても、玄関口である山陽道沼田ＳＡ（30 年度春スマートインター設置

予定）において、沼田をアピールする土産物を販売し、沼田地域のＰＲに貢献できるよう、

青年部・女性部を含む商工会組織を挙げて取り組んでいく計画である。 

 
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み 

 

１．他の支援機間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 

（現状と課題） 

沼田町商工会では様々の支援施策を活用し小規模事業者支援を実施してきた。また、安佐地 

区の近隣商工会との研修会、意見交換会等を行い、地域状況の違い、支援ノウハウの情報収集 

や情報交換を実施、加えて広島県商工会連合会が実施する県下一斉の研修会の機会を活用し指 

導員相互等の情報交換に努めている。しかしながら商工会以外の支援先との関係については、 

日本政策金融公庫とのマル経融資利用促進を目的とした広島支店管内商工会との「マル経協議 

会」での情報交換会に参加しているほかには特段に情報交換は実施していない。 

今後の小規模事業者支援においては、相談内容が多様化することが予想され、他の支援機関

との連携を密にし、支援事業や支援ノウハウを共有し、各支援先との連携を含めた商工会の支

援能力を強化することが必須である。また、商工会窓口では、専門的な相談内容も「ワンスト

ップ対応」での支援により、スムースな支援が可能な状況を備えておくことが必要である。 

 

 

（事業内容） 

（1）商工会組織間の連携、情報交換 

当町が属する安佐地区商工会（祇園町、安古市町、広島安佐、高陽町商工会）との情報

交換は年 1回開催しており、支援ノウハウ等の情報交換には努めている。 

この度の経営発達支援計画を遂行するにあたり、様々な支援ノウハウの情報交換の必要

性が予想される中、商工会間の情報交換の必要性は更に高まる。今まで通りの内容に加え、

経営発達支援計画を見据えた様々なテーマを検討し開催する。 

（2）金融機関との連携、情報交換 

・日本政策金融公庫広島支店（広島支店域・小地域、各年１回以上開催） 

日本政策金融公庫とのマル経融資利用促進を目的とした広島支店管内商工会との「マル 

経協議会」での情報交換会を今後も活用する。 

・〇地域内金融機関（年１回以上開催） 

地域内金融機関は、商工会と同じく地域の繁栄を願っている組織であり、共に情報を共 

有しながら、持続的発展に取り組む。金融機関の融資に対するノウハウは私たち商工会 

も学ぶべきであり、金融機関が関与している経営計画策定事業者の支援にはアドバイス 
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を求める等して、支援を実施することも視野にいれると、金融機関との関係性も構築す 

る必要がある。 

 

（3）その他の支援機関 

近隣商工会との研修会(意見交換会含)の開催時に、各支援機関から担当者を招き、課題 

解決のノウハウ等の情報交換を行うと共に、必要に応じて課題解決等の情報交換を行う。 

―支援機関― 
中小企業基盤整備機構、ひろしま産業振興機構(よろず支援拠点)、広島市産業振興センター、 

広島事業引継ぎ支援センター（広島商工会議所内）、広島県中小企業団体中央会（広島商工会議所 

内）、 など 

 
２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

これまで、当会では地域内事業者に対して、基礎的経改事業（税務・労務・金融・記帳等）

を中心に行ってきた。今後は、事業者が求める利益確保に繋がる経営支援やそれぞれが抱え

る課題解決に力を注いでいく必要があり、経営計画策定や戦略経営の研修会への積極的な参

加、そして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。 

また、専門家との同行により事業所を訪問して現場能力向上に繋げる。 

広島県商工会連合会が開催する研修会や中小企業大学校が開催する研修会に経営指導員

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。 

当会は経営指導員２名体制であるが、伴走型の経営支援をしていくためには経営指導員以

外も経営発達支援計画に参画し、全職員で取り組んでいく体制を作る必要がある。 

組織内の情報共有については、現在行っている朝礼を活用し、受講した研修内容、担当し

た経営支援情報や指導ノウハウを伝達し職員間での情報共有を図る。 

 

（1）広島県商工会連合会が開催する職制（事務局長・経営指導員・補助員・記帳指導員・一     

般職員）ごとの研修に全職員を派遣する。 

（2）職員各自の得意分野や習得してきた内容・情報について、定期的に（月１回の頻度）、原

則全職員での勉強会を実施する。また、その際に使用した教材や資料は業務(分野)別に

保存し、職員がいつでも閲覧できるようにする。 

（3）商工会内での情報共有を徹底するため、経営分析データ等個々の事業所データや商圏分

析レポート等を共有フォルダに整理し保存して、全職員で共有・活用し小規模事業者の

経営発達支援に力をいれる。併せて、経営発達支援の各事業のノウハウをマニュアル化

していき、経営指導員が不在の時、異動による人員交代時にもスムースかつ漏れのない

引き継ぎができる仕組みをつくる。 

（4）中小企業大学校が開催する研修に毎年経営指導員１名を派遣する。 

（5）経営指導員が専門家と同行して事業所を訪問し、現場での分析力、提案力を学ぶ。また 

必要がある場合には、他の指導員や職員も同行させ、事務局全体のスキル向上を図る。 

 

 

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 

 

（1）経営発達支援事業評価委員会の設置 

本委員会は、行政、中小企業診断士など外部専門家と商工会執行部等で構成し、経営発達支 

援計画の進捗度や進捗させて行く上での様々な問題点を抽出し、計画の改善を図り、更なる本 
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計画の成果を目指す評価機関とする。 

＜経営発達支援事業評価委員会の構成＞ 

組織 評価検討委員職名 人数 参加合計 

外部委員 

中国経済産業局中小企業課 商工会担当 １名 

１２名 

広島市経済観光局産業振興部商業振興課 商工会担当 １名 

広島市安佐南区役所地域おこし推進課 商工会担当 １名 

沼田町コミュニティ推進協議会 会長 １名 

ＮＰＯ法人沼田まちづくり協議会 理事長 １名 

専門家（中小企業診断士） 有識者として参画 １名 

広島県商工会連合会 経営発達支援チーム １名 

内部委員 沼田町商工会役員・青年部・女性部 
会長・副会長 

青年部長・女性部長  
５名 

 

（2）経営発達支援事業評価委員会の開催 

・６ケ月に１回の開催とする。 

・計画の進捗度並びに成果について報告し、計画の改善等の意見聴取の場とする。 

○期待していた成果が得られているか（支援件数及び支援先の成果） 

○進捗度について妥当性はあるか  ○実現不可能な無理な計画ではないか 

○クレーム等の有無     …など  

 

       

 

 

 

 

 

 

（3）経営発達支援事業評価結果の報告・公表 

 会長は、経営発達支援事業評価委員会の評価結果を通常総会において報告し、承認を得る 

とともに、その結果をＨＰ等で広く公開する。 

 

ＤＯ 
実行 

ＰＬＡＮ 
計画 

ＡＣＴＩＯＮ 
改善 

ＣＨＥＣＫ 
評価 

スタート 
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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 

（１）組織体制                       （29.6.1 現在）   

①役員会 

会   長 １名 

２５名体制 

副 会 長 ２名 

理   事 １８名 

青年部部長 １名 

女性部部長 １名 

監   事 ２名 

 

   ②事務局体制 

事務局長 １名 

６名体制 
経営指導員 ２名 

補助員 １名 

臨時職員 ２名 

 

事務局長 

事務局内統括 

 

 

経営支援課  総 務 

経営改善普及事業 

認定支援機関業務 

講習会等事業立案実施 

総合振興事業 

 
総会・理事会・三役会運営 

対外均衡 

会計・人事等に関する業務 

 

 

 

 

課長 
経 営 指 導

員 

課の運営/統括  

事務局長 

総務系統括 

経営支援課業務 

総務系業務 課 長 補

佐 

経 営 指 導

員 
経営支援課業務 

 

     

主事 補助員 経理事務・経営支援課業務・庶務 

臨時職員 記帳業務・経営支援課業務・庶務・労働保険業務補助 
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（２）連絡先 
担当事業 職務・役割 責任者 主担当者 担当 

経営発達 

支援事業 

 

〇地域の経済動向調査 

〇地域小規模事業者の実態調査 

〇経営分析 

○事業計画策定 

〇経営革新計画策定支援 

○事業計画実施支援 

・経済動向調査提供支援 

・需要動向提供支援 

・人材育成支援 

・人材マッチング支援 

・高齢事業者支援 

・中小企業大学校受講支援 

・事業引き継ぎ支援 

・経営力向上支援 

（講習会、研修会、専門家派遣） 

・創業・第二創業支援 

・マル経融資支援 

・経済情報活用支援 

〇需要動向活用支援 

○需要促進支援 

〇税務支援 

○労働保険支援 

課長 
課長 

課長補佐 

経営指導員 

補助員 

臨時職員 

支援実施協

力組織 
〇経営発達支援計画実施 

中国経済産業局 

広島市経済局商業振興課 

広島県商工会連合会（ひろしま夢ぷらざ含） 

全国商工会連合会 

ひろしま産業振興機構 

中小企業基盤整備機構 

中小企業大学校 

日本政策金融公庫 

ミラサポ 

管内金融機関（広島銀行・もみじ銀行・広島

信用金庫） 

評価見直し（ＰＤＣＡ） 
経営発達支援事業 

評価委員会 
検討委員１２名 
（含 行政 3名・地域 2名・専門家１名） 

委員長 1名 委員１１名 

 

（３）連絡先 
沼田町商工会    担当 経営支援課（課長：木原弘香 /  課長補佐：中村友則） 

所在地   〒731-3164 広島市安佐南区伴東４丁目１８-６ 

電話番号  ＴＥＬ 082-848-2869  ＦＡＸ 082-848-2895 

E-mail   代表 numata@hint.or.jo 

 

 

 

 

mailto:numata@hint.or.jo
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（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） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 2,000 1,800 2,000 1,800 2,000 

 

＜経営発達支援事業＞ 1,600 1,400 1,600 1,400 1,600 

地域経済動向調査に関する事業費   200 200 200 200 200 

地域商工業者実態調査に関する事業費 400 200 400 200 400 

経営状況の分析に関する事業費 50 50 50 50 50 

事業計画の策定支援に関する事業費 100 100 100 100 100 

事業計画策定御の支援に関する事業費 50 50 50 50 50 

需要動向調査に関する事業費 300 300 300 300 300 

新たな需要の開拓に寄与する事業費 500 500 500 500 500 

      

＜地域経済 

活性化事業＞ 
200 200 200 200 200 

＜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＞ 
200 200 200 200 200 

                               

（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 

商工会自己財源、国補助金、広島県補助金、賦課金 

（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 

 経営発達支援事業 
経営計画策定支援・実施支援 

連携団体  連携事業 

中国経済産業局 ⇒ 計画策定支援、全般支援、国の支援策 

広島県 ⇒ 人材マッチング支援・経営革新 

広島市経済観光局産業振興部商業振興課 ⇒ 産業振興支援 

広島市安佐南区地域起こし推進課  
地域振興支援、安佐南区・安佐北区内大学・商工会

連携(就職支援)事業 

広島県商工会連合会 

⇒ 経営力向上 

・専門家派遣事業 

事業者むけ課題解決支援 

・エキスパート派遣事業支援 

事業者むけ課題解決支援 

・消費税転嫁対策事業支援 

事業者むけ課題解決支援 

・事業者向け研修会支援 

講習会等参加による経営力強化支援 

・ネット環境整備支援 

総合的支援 

・ネット de記帳事業支援 

サポート及び研修会支援 

・アクティブ広島掲載支援 

広報支援 

・ひろしま夢ぷらざ事業支援 

個社販促支援 

・全国連販路拡大支援 

各販路拡大催事支援 

研修事業 

・事務局長（管理者）養成研修会・課長養成研修会 

・経営指導員スキルアップ研修会・指導職員スキル

アップ研修会 

全国商工会連合会 
⇒ 各種国補助金申請支援 

各種販路拡大支援・広報支援・ふるさとサービス支援 

日本政策金融公庫 
⇒ 融資支援 

・マル経融資・普通貸付・シニア、女性起業支援ほか 

ひろしま産業振興機構 
⇒ 各種補助金支援(・創業補助金支援) 

事業マッチング支援 

中小企業基盤整備機構 中国本部 
⇒ よろず支援拠点 

専門家相談支援事業 

広島県事業引き継ぎセンター ⇒ 事業承継に関するノウハウ、情報提供、連携 

管内金融機関 ⇒ 融資支援・融資連携支援・各種補助金支援 

中小企業大学校ほか ⇒ 個社の人材育成支援 

ミラサポ ⇒ 専門化派遣 

沼田町コミュニティ推進協議会 ⇒ 地域振興・アンケート調査支援 

NPO法人沼田まちづくり協議会 ⇒ 地域振興 
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連携者及びその役割 

（平成 28年 1月 31日現在） 
連携者 代表者名 所在地 電話番号 

中国経済産業局 

中小企業課 

波留静哉 中区上八丁堀 6-30 082-224-5661 

○経営発達支援計画策定と推進 

広島県商工労働局 

経営革新課 

湯崎英彦 中区基町 10-52 082-513-3370 

〇経営革新支援 

広島市経済観光局産業振興部商業

観光課 

松井一實 広島市中区大手町 082-504-2236 

○産業振興・商店街振興 

広島市安佐南区役所地域おこし推

進課 

品川弘司 安佐南区古市 1-33-14 082-831-4926 

○産業振興・地域振興・地学地就事業の支援 

全国商工会連合会 
石澤義文 東京都千代田区有楽町 1-7-1 03-6268-0088 

〇経営発達支援事業遂行支援 

広島県商工会連合会 

熊高一雄 中区大手町 3-27-4 082-247-0221 

〇経営発達支援事業遂行支援 ミラサポ/エキスパートバンク/ビジネスフ

ェア/職員の支援力向上研修会/ひろしま夢ぷらざ需要拡大支援 

ひろしま産業振興機構 
深山英樹 中区千田町 3-4-47 082-240-7715 

〇補助金申請支援・事業マッチング支援・新商品等開発支援 

中小企業基盤整備機構中国本部

（よろず支援拠点） 

井上秀生 中区八丁堀 5-7 082-502-6300 

〇経営計画策定支援・新商品等開発支援 

広島県事業引継ぎ支援センター 
平野勝正 中区基町 5-44 082-555-9993 

〇事業承継に関する情報提供・連携 

日本政策金融公庫広島支店 
岸本英司 中区紙屋町 1-2-22 082-244-2231 

〇経営資金融資・事業マッチング支援・情報共有 

広島銀行沼田支店 
相良暢子 安佐南区伴東 5-1-1 082-848-1110 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

もみじ銀行沼田支店 
河内 優 安佐南区伴東 7-34-10 082-848-4331 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

広島信用金庫沼田支店 
宮尾裕史 安佐南区伴東 4-18-19 082-848-6461 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

中小企業大学校広島校 
岡田 俊 西区草津新町 1-21-5 082-278-4955 

〇人材育成支援 

沼田町コミュニティ推進協議会 
桑原一之 安佐南区伴東 2-2-27 082-848-0755 

〇地域振興〇経営発達支援計画推進評価委員会 

NPO法人沼田まちづくり協議会 
原田照美 安佐南区伴東 4-26-22 082-848-0333 

〇地域振興〇経営発達支援計画推進評価委員会 
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連携体制図等 

Ⅰ 経営計画策定支援事業・実施支援、経営改善普及事業・実施支援 

 

 

地域小規模事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関係連携先＞ 
 

＜外部連携先＞ 

中国経済産業局 

広島県 

広島市 

全国商工会連合会 

広島県商工会連合会 

中国経済産業局 

日本政策金融公庫 

管内金融機関 

中小企業基盤整備機構 

ひろしま産業振興機構 

中小企業大学校 

広島県事業引き継ぎセンター 

管内金融機関 

ミラサポ 

広島市産業振興支援センター 

 
 
 

＜行政＞ 

広島県 広島市 安佐南区 

 

 

 

 

 

沼田町商工会 
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