
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
沼隈内海商工会（法人番号 9240005007297） 

実施期間 平成 31年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

目標 

第 1期計画での評価、次期に向けた改善点を踏まえ、次の“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、「稼ぐ力を有する」事業者を増やし、持続的発展と活力 

あふれる地域の創造。 

②地域の小規模事業者の事業承継と創業の支援により、安心して生き生きと暮らせる町

を目指す。 

 

〈第 2期計画の目標と実施方針〉 

目標 1：既存事業者の「稼ぐ力」を増加させるための事業計画策定。 

目標 2：事業承継と創業支援を強化し、小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

2．地域の経済動向調査に関すること 

海苔製造業者に加え、サービス業・小売業等を対象とし、当地域における景況調査 

及び事業承継の実態調査を行い、情報を分析して公表する。 

3．経営状況の分析に関すること 

経営分析セミナーを開催し、ローカルベンチマークによる分析手法を取り入れ、自社

のポジショニングを明らかにし、より有効な事業計画策定に繋げる。 

4．事業計画の策定支援に関すること 

経営者・専門家・経営指導員による 3 者懇談会を実施し、より実効性のある事業計画

策定に繋がるよう個別指導を行う。また創業意欲のある女性・若者等に向け創業セミ

ナーを開催し、創業に結び付けられるよう支援する。 

5．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フォローアップを行い、事業承継や創業に関する支援は特に

きめ細かな支援を行う。 

6．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、マーケットインの概念に基づき、

新商品開発に活かせる顧客ニーズや市場動向を把握するための需要動向調査を実施する。 

 また新規に開催する地域特産即売会で、新商品・主力商品の完成度を高めるテストマーケ 

ティング調査を実施し、商品のブラッシュアップに活用する。 

7．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

売上に直結する支援として展示会・商談会等への出展を継続して行い、新規に地域特

産即売会「沼隈内海おみやげ市場」を開催する。また、ＳＮＳ等のＩＴツール活用に

よるセミナーを開催し、販路開拓支援を実施する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

第 2期計画では、「①民泊推進事業・空き家対策事業の移管後の支援」、「②沼隈内海の

地域資源の発掘と活用」、「③イベント推進事業による交流人口の増加」の 3 つを柱と

した事業に取り組む。②と③は第 1 期からの継続事業であるが、①は新たな第 2 期計

画において取り組むものである。地域経済の活性化に向け、行政や地域の関係団体と

連携をより深めることで、関係者間が抱える課題や問題を共有化し、事業運営に向け

た体制構築を行う。 

連絡先 

沼隈内海商工会 

 本  所：〒720-0311 広島県福山市沼隈町草深 1891-6 

      TEL（084）987-0328 FAX（084）987-0984  

 内海支所：〒722-2632 広島県福山市内海町ロ 2407 

      TEL（084）986-2240 FAX（084）986-3291 
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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 

 

1．経営発達支援事業の目標 

 

＜第 1 期における取組と評価等＞ 

 

 

（1）3 つの目標に対する評価 

  第１期計画の 3つの支援目標に対する経営発達支援事業評価委員会（以下「評価委

員会という」）の各事業の評価及び第 2期の取組方針は次のとおりである。 

 

①海苔製造業者等の 6 次産業化支援 

第1期計画において、海苔製造業者等について6次産業化へ繋げるよう支援を行う 

ことにより、海苔製造業者全体の売上を3年間で5億円にすることと、更に海苔を活用

した新商品開発（3年間で20品目）により安定的な収入確保を目指し、これにより周

辺商業者への経済的波及効果を向上させることを目標とした。 

その結果、平成 28年度・29年度は 2カ年連続で売上 5億円を達成し、平成 27年度

の 1.35倍となった。（表 1） 

また、専門家派遣や福山市の補助金を活用することにより、新商品を 8品目開発し

た。 

 よって、海苔製造業者の 6社中 5社が売上増加したことや 8品目を開発する等一定

の成果が上がったとして評価委員会の評価も高く、本事業については第 2期計画にお

いても継続することとする。 

 

（表 1）海苔事業所（6事業者）の年度別売上高の推移 （単位 万円） 
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※売上高は沼隈内海商工会が把握する税務指導データより算出 

 

②民泊事業による小規模事業者の収益拡大 

内海町内の民泊事業を確立することで、修学旅行等交流人口を 3 年間で 1,600 人の

受入れを行い、経済効果として約 3,000 万円を生み出すことと、更に受入先のうちか

ら民泊事業者 10 件の創業を目標とした。 
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その結果、受入数 1,500 人と 2,048 万円（「福山まるごと体験推進協議会」平成 29

年度資料）の経済効果を生み出したが、残念ながら本事業を通しての創業に至ってお

らず、評価委員会において、民泊支援事業は商工会の事業としての範疇を超えており、

今後は行政に任せるべきであるとの指摘を受けた。 

（註：「福山まるごと体験推進協議会」は、体験型修学旅行受入れ誘致に向け推進する組織） 

    

③空き家対策事業による創業と定住人口増加支援 

地域内の団体と連携して空き家情報を積極的に発信することにより、創業10件・定

住人口増加（3年間で30世帯100人）を目指し、経済効果として7,500万円を生み出す

ことを目標とした。 

その結果、空き家情報（所有者の意向調査、事業に適した物件と定住向け物件等）

をデータ収集するとともに、内海町内の空き家対策について活動する「内海町の将来

を考える会」と連携し、近隣住民及び地域内へ情報提供を随時行い、移住希望者への

情報発信も併せて行った。 

しかし、空き家情報のデータについては、個人情報保護の問題があるため当初予定

したホームページによる公開が難しく、空き家の斡旋は町内の支援団体に協力を依頼

している状況である。また、町内移住者及び創業についても、現状は問い合わせ等相

談までに至っておらず、評価委員会より商工会の事業として創業に繋げるのは困難な

状況であり、今後は行政に任せるべき事業であるとの指摘を受けた。 

（註：「内海町の将来を考える会」は、内海町内の空き家対策について活動する組織） 

 

 

（2）第 2 期に向けた改善点 
 

①海苔製造業者等の 6 次産業化支援 

海苔製造業者の 6次産業化支援については、一定の成果を挙げることができた。 

よって、今後も継続して海苔を活用した新商品開発を行い安定的な収入確保を目指

すとともに、次期計画以降は、その経済効果を更に地域経済に波及にさせるべくサー

ビス業・小売業等へも対象を広げ、個社支援を行うものとする。 

 

②民泊事業による小規模事業者の収益拡大 

第 1期計画の目標に定めていた民泊推進事業については、評価委員会において、今

後は地域行政に任せるべき事業であるとの指摘を受けた。よって本事業については、

推進団体の「福山まるごと体験推進協議会」と「内海町の将来を考える会」に移管し、

商工会は関係団体の連携強化等、側面的な支援に留めるものとする。 

 

③空き家対策事業による・創業と定住人口増加支援 

上記②と同様、空き家対策事業についても行政に任せるべき事業であるとの指摘を

評価委員会より受けたため、空き家情報の発信等については「内海町の将来を考える

会」に移管し、商工会は創業希望者が事業化を計画する場合の支援を行うこととする。 
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＜今回の申請における取組＞ 

 

（1）沼隈内海商工会地域の現状と課題 

 

①当商工会地域の概要 

当商工会のある福山市は広島県の南東部に位置し、人口は 47 万人である。東は岡

山県と近接し、南は瀬戸内海に面し、田島、横島、走島等の島々を有する。西は観光

地として知名度のある尾道市と隣接する。 

管内の交通網として、沼隈地域と福山市中心部を結ぶ主要地方道県道 72 号福山沼

隈線があり、福山市内から当地域まで車で 30 分の距離である。通行量は 1 日平均

15,300台であり、町内に本社を構える常石造船の通勤及び貨物輸送のトラック等が通

行する。また西の尾道市と東の鞆町を結ぶ県道 47 号鞆松永線があり、島嶼部である

内海町と沼隈町を結ぶ区間は 1989 年（平成元年）10 月に完成した内海大橋で沼隈半

島と結ばれ本土と一体化している。 

また当管内は古くから尾道市等と海路を通した繋がりがある港湾常石港と阿伏兎

港がある。常石港は、現在でも尾道市と沼隈町を結ぶ定期旅客船の港となっている。 

 
 

（図 1）福山市位置図（広島県ＨＰより）        （図 2）管内位置図（赤枠内の青色部分） 

 

②管内人口及び商工業者等の推移 

当商工会の管内は福山市の南西地域にあり、平成 18 年の旧沼隈町商工会と旧内海

町商工会の合併により、沼隈町・内海町の 2 町で構成される。平成 29 年 3 月末現在

の管内人口は沼隈町 11,293人、内海町 2,539 人の合計 13,832人であり、福山市全体

の人口が減少する中、当地域も同様に人口は減少傾向にある。ただ表 2のとおり、管

内の世帯数については増加傾向にある。これは昔から当地域に住む 2・3 世代家族の

住民が他地域へ移動する一方、常石造船関連企業に勤める独身社員、外国人労働者が

単身で居住することによる一人世帯の増加が原因と思われる。 

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、平成

26年以降は横ばい状態である。そのような中、平成 29年における商工会員数は、 

沼隈地区 

内海地区 
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平成 21年に比べ 11事業者増加している。相談指導へのきめ細やかな対応と様々な支

援メニュー提案が新規加入会員数増加に繋がっているものと推察される（表 3）。 

  

（表 2）管内人口・商工業者数等の推移 
 管内人口 世帯数 商工業者数 小規模事業者数 

平成 21年 15,467 5,893 542 442 

平成 24年 14,915 5,918 498 415 

平成 26年 14,362 6,216 494 418 

平成 29年 13,832 6,367 500 415 

増減 

（増減率） 

△1,635 

（89.4％） 

  474 

（108.4％） 

△42 

（92.2％） 

△27 

(93.8％) 

※管内人口・世帯数は福山市住民基本台帳、商工業者数・小規模事業者数は経済センサスより 

  増減・増減率は、平成 21年と平成 29年との比較 

 

（表 3）業種別事業者数（会員ベース）  

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 

平成 21年  52 101 113 17 70 72 425 

平成 24年  48 108 113 19 64 91 443 

平成 27年  55 110 122 24 79 56 446 

平成 29年  56 107 122 22 84 45 436 

増 減 

（増減率） 

4 

(107.6%) 

  6 

(105.9%) 

  9 

(107.9%) 

5 

(129.4%) 

14 

(120.0%) 

△27 

(62.5%) 

11 

(102.5%） 

※商工会総代会資料より その他には特別会員を含む 

増減・増減率は、平成 21 年と平成 29年との比較 

 

③観光客の推移 

平成 29年度の広島県における総観光客数は、前年度より 212万人（3.1％）増加し、

6 年連続で過去最高を更新したものの、当地域の「みろくの里」においては 8 万人

（11％）減少している（表 4参照）。 

 

（表 4）総観光客数                      （単位 万人） 
区分 

年度 
広島県 福山市 みろくの里 

（遊園地・山南地区） 
鞆の浦 

平成 24年 5,893 635 48 185 

平成 25年 6,109 653 57 196 

平成 26年 6,181 676 62 199 

平成 27年 6,618 727 55 151 

平成 28年 6,777 729 73 137 

平成 29年 6,989 725 65 130 

増 減 

（増減率） 

      212 

( 3.1％) 

△4 

(0.6％) 

      △8 

(△11.0％) 

△7 

(△5.2％) 

※総観光客数は広島県ホームページ観光客数の動向より  

増減・増減率は、平成 28 年と平成 29年との比較 
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④業種別事業者数の他地域との比較 

  図 3 のとおり、当会業種別事業者数（平成 29 年度実績）を基に全国及び広島県と

の事業所別割合を比較すると、全国・広島県の平均と比較して卸小売業は低いものの、

製造業及び飲食サービス業の比率が高い。 

当地域は基幹産業である沼隈地区の造船業（船舶製造業）と内海地区の海苔製造業の

経済的影響力も強く、従事する労働者が多い製造業の比率が高く、それに付随し飲食

サービス業の割合も高いと考察する。 

 

(図3）他地域との業種別割合の比較
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※全国・広島県のデータは経済産業省・広島県の地域経済分析より引用 

   沼隈内海地域のデータは、当会が把握する資料より算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28％ 14％ 31％ 27％ 

15％ 17％ 48％ 20％ 

21％ 46％ 17％ 16％ 
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⑤業種別特徴と経営上の課題 

当地域における業種別の特徴と課題は表 5のとおりである。 

 

（表 5）業種別の特徴と課題 
業種 特 徴 経営上の課題 今後の方策 

製 造 業 

・沼隈町の基幹産業である 

造船業（船舶製造業）は、

常石地域に集中 

・造船関連（艤装品等）製造 

業は、点在 

・海苔製造業は、内海町田島

地区に集中（広島県内最大

の海苔の生産地） 

・造船業は、常石造船

グループの業績に

よる影響が大きい 

・後継者不足 

・海苔製造業は、天候

等により水揚げが

変動（好不調の波が

激しい） 

・海苔製造業の高付加

価値化、生産性向上

及び新規販路の拡大

支援 
・事業承継支援 

・事業計画支援 

・新規設備投資に向け

た制度融資、補助金

制度の情報提供 

建 設 業 

・両町内全域に点在 ・入札による公共工事

受注難 

・後継者不足 

 

・事業承継支援 

・経営改善のための制

度融資、補助金制度

についての情報提供 

 卸小売業 

・沼隈町草深地域に大型店・ 

道の駅「アリストぬまくま」 

自由市場等の商業集積があ

る 

・両町内全域に点在してい

るが、特に沼隈町草深地域

に集中している 

 

・地域内大型店への購

買集中と購買力の

地区外流出 

・廃業・空き店舗の増 

 加 

・家族労働力に依存し

た零細事業所が多

い 

・後継者不足 

・顧客確保 

・商品構成やサービス

向上支援 

・事業承継支援 

・事業計画支援 

・経営改善のための 

制度融資、補助金 

制度についての情報

提供 

飲食・ 

サービス業 

・沼隈町及び内海町は、瀬戸 

内海の景勝地であり宿泊飲

食業が点在 

・観光業として沼隈町山南

地区に年間 65 万人が来場

するレジャー施設「みろく

の里」、また内海町にクレ

セントビーチ・横山海岸・

シーパーク大浜の海水浴

場を有する 

・観光客の減少による

売上減少 

・後継者不足 

・観光客集客への仕組

み作り及び情報発信

（ＰＲ）による知名

度向上支援 

・地元食材を生かした

メニュー開発支援 

・事業承継支援 

・事業計画支援 

・経営改善のための制

度融資、補助金制度

についての情報提供 

 

 

その他 

（農業・漁業） 

・瀬戸内の海が広がる島嶼

部の内海町は、漁業も盛

んである。 

・沼隈町山南地域は、県内有

数のぶどうの産地 

・漁獲、収穫量の減少、

市場変動による売上

の減少 

・後継者不足 

 

・6次産業化への支援 

 

  

※第 1 期計画において実施した景況調査において、15 事業所中 10 事業所（全業種）が今後の重要

課題として事業承継支援を上げている。 
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⑥福山市（沼隈内海地区）の振興ビジョン  

福山市は、「第 5 次総合計画」を平成 29 年度～平成 33 年度を計画期間として施

策を示しており、その中で当地域に関連のある施策は、次の 3つの柱で構成されて

いる。 

 

 
 

※福山市ホームページを参照し作成 

 

  以上が福山市の推進する当地域に関連のある施策であるが、これについては、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。 
 

（2）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方（10 年後の当地域のあるべき姿） 

当商工会の経営発達支援計画において、第１期計画では「中長期的な振興のあり方」

について具体的に 10 年後のあるべき姿を示していなかったが、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は変化していない。 

また、第 5次福山市総合計画で記載されている「当商工会に関連のある施策体系」

とも密接に関連するため、「10 年後のあるべき姿」を俯瞰した上で、小規模事業者に

対する中長期的な振興あり方（第 2 期計画が目指すべき到達点）は、下記①～②の

とおりとする。 
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（3）第 2 期経営発達支援事業の目標と実施方針 

 

第 2期計画では、上記に掲げた「10 年後のあるべき姿」の実現に向けて、地域の

「現状と課題」および「第 2 期に向けた改善点」を踏まえ、次の 2 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。 

 

①既存事業者の「稼ぐ力」を増加させる事業計画策定支援 [継続・拡充] 

≪目標数値≫ 

・事業計画策定件数： 5 年間で 180 件（年間 36 件） 

・売上増加事業者割合：フォローアップ対象事業者の 50％が売上増加 

≪実施方針≫ 

・地域の主要産業と販路開拓・販路拡大が急務である海苔製造業者を含めた製造業

及びサービス、小売業を重点支援対象とする。 

・個社の経営力を伸ばすため、事業計画作成の重要性の周知と作成支援を行う。 

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。 

・事業計画策定後は、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、販路拡大を支援することで「稼ぐ力」を有する事業者を増加させる。 

 

②事業承継と創業支援 [新規] 

≪目標数値≫ 

・事業承継実績：5 年間で 5 件の事業承継を実現 

・創業支援実績：5 年間で 5 件の創業を実現 

≪実施方針≫ 

・全業種に共通する課題である「事業承継」を重点的に支援するため、第 2 期計画

において管内小規模事業者の事業承継に関する実態把握を行うとともに、要支援

者に対する個別ヒアリングを通じて円滑な事業承継を実現する。 

・創業については、女性・若者等の創業支援に力を入れるとともに、創業セミナー

を通じて創業計画書の作成支援を行う。 

 

 

 

 

 

 
 

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、「稼ぐ力を有する」事業者を増やし、持続的発展と活

力あふれる地域の創造 

②地域の小規模事業者の事業承継と創業の支援により、安心して生き生きと暮らせ

る町を目指す 
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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 31 年 4月 1 日～平成 36 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 

 

2．地域の経済動向調査に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①海苔製造業者 8 社への景況調査 

海苔製造業者 8 社に対して売上額・生産量・品質・今後の生産見込み等 12 項目

の内容で調査を行い、その調査結果を当該海苔製造業者にフィードバックすること

により、次年度以降の品質向上・資金調達等の事業計画作成に活用できた。ただし、

有効回答が 5社に止まったことから、評価委員会では回答率の向上を求められた。 

 

②中小企業景況調査・重点的支援事業所付加価値調査 

5業種（製造業・サービス業・建設業・飲食業・小売業）から 15社を選定し、売

上額・客単価・利用客数・資金繰り等 15 項目について四半期ごとに調査を行うと

ともに、任意に抽出した 5社を対象に重点支援事業所付加価値調査に実施した。景

況調査については年 4回に事業所へ情報提供するとともに、重点支援事業所付加 

価値調査は職場内で情報共有し、県への報告資料として活用した。 

 

③民泊受入れに係る調査 

民泊受入れに係る調査を「福山まるごと体験推進協議会」及び「内海町の将来を

考える会」との連携により実施したが、受入先を創業に導くことはできなかった。

よって、評価委員会の評価も低かったため第 2期において本調査は実施しない。 

 

④町内空き家数実態調査 

「内海町の将来を考える会」との連携により、町内人口・戸籍数・空き家の実数・

地域事業所数・経営状況の 4 項目とそれに係る調査・分析を行い事業の基礎資料の

収集を実施したが、個人情報等の関係から調査結果の公表には至らなかった。評価

委員会においても当該事業は行政に任せるべきとの指摘があり、第 2 期において本

調査は実施しない。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

第 1期は、海苔製造業者 8者を中心とした調査を行ったため、対象が限定的とな

っていた。よって、第 2期においては、海苔製造業者に加えサービス業・小売業等

も調査対象に加え、当地域における「事業承継の実態」を把握するため、以下の調

査を実施する。 
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（1）事業内容 

①海苔製造業者の景況調査【継続】 

海苔製造業者に係る経済動向調査を引き続き巡回訪問により実施するとともに、

外部環境調査を田島漁業協同組合と連携して行う。 

また、経営指導員等が巡回及び窓口指導時に中小企業景況調査を行い、四半期ご

との情報共有化により収集した情報の分析結果を反映し、新商品の開発や品質向上

を図る。 

調査対象 前回どおり海苔製造業者 8社を対象とする。 

調査項目 （ア）海苔の基礎評価（売上額・生産量・品質） 

（イ）海苔業者景況（経営環境・資金繰り・設備稼働率） 

（ウ）海苔のマーケット評価（全国海苔生産量・1戸当たりの平均

生産枚数及び販売額・入札額・海苔の流通経路） 

（エ）事業所の事業承継の状況（事業主年齢・後継者の有無） 

調査手段 田島漁業協同組合及び海苔事業所を訪問し、直に聞き取ることで回

収率 100％を目指す。 

活用方法 調査を継続することで、生産量・入札時期の平均単価など田島海苔

の市場価値の推移を把握し、当地域の海苔製造業者の生産面・品質

面での課題を把握する。また各製造業者間での比較検討を行うこと

により、個社の事業計画作成等にも活用。 

 

②管内の中小企業景況調査【継続】 

  当管内の中小企業を対象に、四半期ごとの景気動向を全国及び広島県の業況と 

比較し、各業種の景況動向の判断を行うため実施する。 

調査対象 前回どおり 15者を対象とする。 

調査項目 （ア）売上額      （イ）資金繰り   

（ウ）原材料仕入単価  （エ）採算（経常利益）   

（オ）従業員      （カ）業況（自社） 

（キ）新規設備投資   （ク）直面している経営上の問題等 

※（ア）～（ク）は主な調査項目 

調査手段 調査事業所に経営指導等が訪問面接調査を実施する。調査結果

報告は、全国及び広島県内の状況等が分析され、広島県商工会連

合会を通して提供を受ける。 

（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 業種から 

3者を抽出 

（調査事業者数） 

5 業種×各 3者＝15 者（原則 5 年間固定） 

活用方法 分析結果については、年 4 回、調査事業所へ情報提供を行うと 

共に、商工会報にて管内小規模事業者に提供する。 

 

③地域経済分析システム（RESAS リーサス）からの分析情報抽出【新規】 

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等を活用して地域の産業動向・人口動態 

などを調査する。地域の調査結果は、行政等の関係機関からの統計資料と併せて 
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整理し会報誌等で公表するとともに、当管内の特性を掴み、指導力向上のための情報

共有に役立てる。 

 

調査項目 農林水産業マップ、消費マップの活用による農林水産業の販売金

額、卸・小売・飲食料品業の POSデータ等の抽出等。 

活用方法 分析結果については、管内小規模事業者に提供する。 

 

④管内小規模事業者の事業承継に係る実態調査【新規】 

目  的 事業承継を目的に掲げているため、事業承継の前提となる実態を

把握する。 

調査対象 管内小規模事業者 

調査項目 経営者年齢、後継者有無、事業承継見込み 等 

調査手段 郵送によるアンケート調査を実施 

活用方法 調査結果により事業承継の緊急性等を判断するとともに、要支援

者に対する個別ヒアリングに活用する 

 

（目標） 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①情報公開回数 1 1 1 1 1 1 

②中小企業景況調

査（公表回数） 
未実施 1 1 1 1 1 

③RESAS による分析

情報（公表回数） 
未実施 1 1 1 1 1 

   ※公表について内容を商工会報へレポートを入れ、新聞折込により行う。 
 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

④事業承継実態調査 

実施回数 

（対象事業者数） 

未実施 
1 

（450） 
 － － － － 

   ※H31年度のみ実施（情報公表回数 1 回） 

 

3．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①経営分析セミナー・経営力向上計画策定セミナーの開催 

セミナー参加者からは、経営課題について見えていなかったものがはっきり分か 

ったと好評であり、2社が経営力向上計画の認定を受けるなど、評価委員会の評価も

高かった。よって、第 2期においては、ローカルベンチマークも活用し、さらにサー

ビス業・小売業等へ対象を拡大し、継続実施する。 

 

②民泊受入手引きとして活用するための調査 

手引き作成が民泊事業者の創業へ繋がっておらず、第 2期は実施しない。 
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③空き家を活用した事業所への訪問聞き取り調査 

実際に創業した事業所がなかったことから未実施、第 2期は実施しない。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

第１期計画において、海苔製造業者を中心とした小規模事業者の経営状況の分析を

行ったが、対象業種が限定的であった。よって第 2 期では対象事業者をサービス業・

小売業等に対象範囲を広げ分析を行う。また、分析結果は、商工会内で情報の共有を

図り、円滑な個社支援に繋げるものとする。 

 

（1）事業内容 

①経営分析セミナーの実施【継続・拡充】 

本商工会管内の小規模事業者数は 450程度あるものの、第 1期で取組んだ事業者を

除いて、その殆んどが経営分析を行っておらず、必然的に事業計画策定にも至ってい

ない。よって、引き続き経営分析の必要性や手法を学ぶためのセミナー開催や巡回指

導により、小規模事業者の意識啓発を図る。 

また、第 1期では実施していなかったローカルベンチマークによる分析手法を取り 

入れ、業界標準指標との比較分析を追加することで、自社のポジショニングを明らか

にし、より有効な事業計画策定に繋げるものとする。 

 

②経営指導員による掘り起こし 

経営指導員により、①の経営分析セミナーの実施要領に基づき、目標分析数を到

達させるため、商工会で事業内容等を把握済みの下記事業者１６者の経営分析を、

巡回・窓口支援により実施する。 

 

事業対象 製造業・サービス業・小売業を営む管内小規模事業者 

経営分析セミナー参加者 20名 

分析項目 ・財務分析 

（ア）売上増加率（売上持続） 

（イ）営業利益率・損益分岐点（収益性） 

（ウ）労働生産性（生産性） 

（エ）EBITDA有利子負債倍率（効率性） 

（オ）営業運転資本回転率（健全性） 

（カ）自己資本比率（安全性） 

・非財務分析 

（ア）経営理念 

（イ）経営ビジョン 

（ウ）事業承継の有無 

（エ）ＳＷＯＴ分析 

募集方法 管内小規模事業者全員へ周知し、参加者を募集する。方法は新聞 

チラシ折込による。 

開催回数 1回 
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（ア）①の経営分析セミナー参加者で完了していない事業所 

（イ）持続化補助金獲得事業所 

（ウ）マル経融資利用事業所 

（エ）記帳機械化利用事業所・青色申告事業所 

（オ）労働保険事務委託事業所 等 

 

（目標） 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析セミナー開催数 

（分析件数） 

1 

(18) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

経営指導員による分析件数 14 16 16 16 16 16 

経営分析件数 32 36 36 36 36 36 

 

4．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

＜第1期における取組と評価等＞ 

①3 者懇談会の開催 

海苔製造業者等の6次産業化支援に伴い小規模事業者10社（延22回）が3者懇談会を

活用し、経営力向上計画や新商品開発や販路開拓について専門家のアドバイスを受け

た。また事業計画策定に伴いより効果をもたらし、2社が新商品開発に着手し、3社が

商品パッケージのリニューアルに取り組む事ができた。 

加えて、経営指導員の巡回等により小規模事業者持続化補助金、創業補助金、 

マル経融資申請に伴う事業計画策定支援等を行う事ができるなど、本事業については

評価委員会の評価も高く、第2期においては海苔事業者だけでなく他の業種に対しても

拡充して行うこととする。 

 

②民泊事業者の受入れ計画策定支援 

事業計画策定に至っておらず、民泊事業の創業へは繋がっていないため、第 2期は 

実施しない。 

 

③空き家活用による起業・定住支援 

空き家を活用した起業はなかったため、第2期は実施しない。 

  

＜今回の申請における取組＞ 

（1）支援に対する考え方 

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適応し、今後も持続的に

発展するためには、事業者自身の強み、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事業運営を行う必要である。 

このことから、既存事業者については「地域経済の動向」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を認識してもらうため、経営者・専門家・経営指導

活用方法 分析結果は、当該事業所にフィードバックし、事業計画策定に活用

すると共に、事務局内に蓄積し、経営指導員等に共有する。 
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員の3者が一堂に会する3者懇談会で個別指導を行う。とくに事業承継が課題となって

いる事業者については、現経営者と後継者（予定者を含む）が3者懇談会に同席する中

で、より実効性のある事業計画策定に繋がるよう工夫する。 

また、福山市が実施する創業セミナー等において、当地域は女性や若者等の創業を

後押しする環境が整っていることを対外的にＰＲし、当地域での創業に繋げてもらう

よう努める。 

 

（2）事業内容 

①事業計画策定懇談会（3者懇）の開催【継続】 

第1期の取組を踏まえ、既存事業者が抱えている事業継承等の課題を解決するため

に、広島県商工会連合会、中小企業診断士、ミラサポ等を活用し、経営力向上へ向け

た事業計画作成支援に繋げ、個社への伴走型支援を徹底し、事業所の持続的な発展を

図る。 

 

事業対象 経営分析を行った事業者に対し支援を行い、販路開拓・販路拡大により

売上増と経営分析後事業継承へ課題のある事業所について支援を行う。 

実施目標 3者懇談会 36回実施 

実施方法 経営分析を基に事業計画策定支援を行い、直面する経営課題を踏まえ、

適切な指導支援を、経営者と専門家と商工会職員との3者合同による懇談

会を行う。とくに事業承継が課題となっている事業者については、現経

営者と後継者予定者が3者懇談会に同席してもらい課題解決に繋げられ

るよう工夫するとともに、専門家との連携により指導助言をすることに

より、経営指導員のスキルアップと事業計画に基づいた実効性のある個

社支援が行えるよう実施する。 

 

 

②創業セミナーの開催【新規】 
 

新規創業の創出・育成は、福山市の第5次総合計画の重点的に取組むプロジェクト

で、当会の第2期の目標でもある。町内で創業を希望する意欲のある女性・若者等に 

向け、隔年で創業セミナーを開催し、参加者をターゲットに毎年創業事業計画策定に 

結び付けられるよう支援する。 
 

事業対象 町内で創業を希望する意欲のある女性・若者等 

実施目標 隔年で 1回 

参加者 10名（うち、創業は 1名） 

実施方法 （ア） 講師：中小企業診断士 

（イ） 募集方法：管内全体に新聞チラシ折込 

（経営分析セミナーと合同で周知） 

（ウ）内容：創業の心構え、創業事業計画書、資金調達等 

（エ）空き家・空き店舗情報の活用 
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（目標） 

内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

3者懇談会（回数） 30 36 36 36 36 36 

事業計画策定件数 30 35 35 35 35 35 
事業承継計画策定件数 － 1 1 1 1 1 

創業セミナー 

開催回数（参加者数） 
－ 

1 

（10） 
－ 

1 

（10） 
－ 

1 

（10） 

創業計画策定件数 － １ １ １ １ １ 

 

5．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

＜第1期における取組と評価等＞ 

①事業計画策定後の事業者フォローアップ 

海苔製造業者等の事業計画策定後のフォローアップとして、経営指導員により85回

行った。また、専門家による支援は、ものづくり補助金、特許取得申請、福山ブラン

ド認証にかかる申請等について、中小企業診断士・社会保険労務士・弁理士等の専門

家を依頼し、課題解決を行った。第2期では、業種を拡大して実施するため、より広範

囲の支援が可能となるよう専門家の確保に努めるとともに、事業承継や創業に関する

支援はとくにきめ細かな支援を行うよう配慮する。 

 

②民泊事業による小規模事業者の収益拡大 

民泊事業による小規模事業者の収益拡大に対する支援は、希望者の相談は受けてい

るものの創業には至っていないため実施できなかった。評価委員会指摘を受け、今後

は民泊推進団体の「福山まるごと体験推進協議会」に移管することとする。 

 

③空き家対策事業による創業と定住人口増加支援 

空き家対策事業による創業と定住人口増加支援は、会報誌等への掲載により問い 

合わせはあったものの創業には至っていないため実施できなかった。評価委員会指

摘を受け、今後は「内海町の将来を考える会」に移管することとする。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

既存小規模事業者は、激変する経営環境や社会情勢に的確に対応することが困難な 

状況にあり、事業計画策定後のフォローアップが最重点課題である。第1期の取組み 

を踏まえ今期も継続して持続的発展に繋がるよう取り組むこととする。 

事業承継や創業に関する支援については、よりきめ細かな支援が必要であるため、

支援頻度を高めに設定し2カ月毎に支援を行うこととする。 

 

（1）事業内容 

支援対象 事業計画策定事業者に対し、個社の進捗状況に応じてフォローアップを

行う 

支援頻度 

（延回数） 

既存事業者 35 者×4 回＝140 回 

事業承継者  1 者×6 回＝  6 回 

創業者    1 者×6 回＝ 6 回 
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実施方法 既存事業者については、経営指導員の巡回を中心とするが、状況に応じ

て専門家を派遣するなど、原則四半期に 1回の頻度で支援を行う。また

必要に応じて各種制度融資・補助金等を活用した支援を行う。 

また、事業承継や創業間もない事業者については、少なくとも 2か月毎

に進捗状況を聞き取りし、継続指導を行う。 

 

（目標） 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ延回数 85 152 152 152 152 152 

 

6．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜第1期における取組と評価等＞ 

①海苔製造業者等の 6 次産業化支援 

海苔製造業者等の支援については、田島漁業協同組合及び全国海苔貝類漁業協同組

合連合会の協力により項目内容の需要動向調査を行った。また、広島市内本通りにあ

るアンテナショップ「ひろしま夢ぷらざ」に対して聞き取り調査を行い、商品開発及

び販路開拓支援に活用することができた。 

また農林水産省発行の「6次産業化総合調査」「6次産業化をめぐる情勢」の情報収

集、ビジネススクエア「Hinet－Navi」の活用により、事業計画策定時に基礎資料の提

供ができ個社支援に繋がった。このことを踏まえ、第2期においても継続して行うこと

とする。 

 

② 民泊事業による小規模事業者の収益拡大 

民泊事業については、受入校（学校）向け及び学生へのアンケート調査は、目標以

上に調査ができた。また、アンケート結果は、民泊体験に対する満足度は98.0％、民

泊家庭との交流の満足度も99.1％で、民泊体験は「交流が第一」を基本方針に受け入

れていることから、民泊家庭が高い評価を得ているが、評価委員会指摘を受け、今後

は民泊推進団体の福山まるごと体験推進協議会に移管することとする。 

 

③空き家対策事業による・創業と定住人口増加支援 

空き家対策事業については、空き家情報収集及び所有者意識調査により創業支援に 

伴う情報提供は、個人情報等に関わる課題により調査が行えなかった。評価委員会指

摘を受け、今後は内海町の将来を考える会に移管することとする。 

 

  

＜今回の申請における取組＞ 

  第Ⅰ期での調査結果を踏まえ、小規模事業者が販売する商品や提供する役務につい

て、マーケットインの概念に基づき、新商品の開発に活かせる顧客のニーズや市場の

動向を把握するための需要動向調査を「ひろしま夢ぷらざ」において実施する。 

  また、第2期において今期より新規に開催する地域特産即売会で、新商品・主力商

品の完成度を高めるテストマーケティング調査を実施し、商品のブラッシュアップに

活用する。 
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（1）事業内容 

①商品開発及び販路開拓支援に係る需要調査【継続】 

  海苔製造業者については、第Ⅰ期に引き続き、「ひろしま夢ぷらざ」において海苔

の新製品等、新商品の試食及び普及活動を行い、来場者に対して聞き取り調査を行う。 
 

事業目的 商品開発及び販路開拓を実施するためには、消費者の意見とニーズをい

かに汲取るかが重要である。そのために消費者に対して聞き取り調査を

行う。 

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・頻度 

（ウ）購入および利用した理由（価格帯、容量、デザイン、機能等） 

（エ）今後の購入方法（ＷＥＢまたは店頭） 

（オ）意見・要望 

実施方法 アンテナショップ「ひろしま夢ぷらざ」へ調査員を派遣し、直接、消費

者に対して、上記調査項目によるマーケッティング調査を行う。 

① サンプル数は、1アイテムについて 20件を目標とする。 

② 集計分析は、よろず支援拠点等の販路開拓の専門家の意見を聞き、

経営指導員が分析する。 

分析結果

の活用 

調査結果は、該当する海苔製造業者等に提供し、商品開発（改良・商

品ラインナップを含む）及び事業計画策定に活用する。 

 
 

（目標） 

内容 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

夢ぷらざ調査における 

 調査対象事業者数 

（アイテム数） 

5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

 

②地域物産即売会での需要調査【新規】 

 

第二期計画より新規で開催する地域物産即売会「沼隈内海おみやげ市場」（注1）に

おいて調査ブースを設置し、当即売会に出店する事業者の新商品・主力商品の試食に

よるマーケティング調査を実施する。調査結果を分析・活用することにより、新商品

開発・既存商品のリニューアルに反映させる。 

 

注1：地域物産即売会「沼隈内海おみやげ市場」とは、新たな需要の開拓に寄与する事

業として新規に開催する臨時即売会である。当管内に訪れる修学旅行生を訴求対

象としており、年間約3回開催する予定である。 

 

 

事業目的 即売会で販売する新商品・主力商品について、即売会に来場した修学旅

行生・修学旅行生と同伴で訪れる民泊受入家庭（地元一般消費者）に商

品を提供し、商品・消費者ニーズ等の調査を行う。 
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調査項目 （ア）顧客属性（性別、年齢、住所、職業） 

（イ）外観評価（デザイン、色、形状、容量、ネーミング、表示） 

（ウ）食味評価（味、食感、香り） 

（エ）許容価格帯 

（オ）購買意欲 

（カ）意見・要望 

実施方法 地域物産即売会「沼隈内海おみやげ市場」会場に調査ブースを設置し、

経営指導員等が、直接消費者に対して新商品の情報提供を行い、上記調

査項目によるマーケティング調査を行う。（サンプル数は 1 アイテム当

たり 20件を目標とする） 

集計分析は、よろず支援拠点等の販路開拓の専門家の意見を聞き、 

外部に委託する。 

・開催回数   3回（年間） 

・出展事業者数 5者（年間） 

・来場予定者数 約 300人（年間） 

分析結果

の活用 

調査結果は、新商品開発事業所、支援対象事業者に提供し、商品開発

（改良・商品ラインナップを含む）及び事業計画策定に活用する。 
 

（目標） 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

地域物産即売会での需要調

査対象事業者数 

（アイテム数） 

― 
5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

 

③ビジネススクエア「Hinet－Navi」の活用【継続】 

事業内容 広島銀行が提携するメガバンク等のビジネス価値の高い情報提供が可

能であり、海苔製造業者等に、各種経済指標・マーケット指標・調査分

析レポート等を経営上の基礎資料として提供する。 

調査項目 （ア）各業種の市場の特性 

（イ）収益性 

（ウ）消費者動向 

（エ）価格動向 

（オ）輸入動向 

（カ）商談会情報 

分析結果

の活用 

事業計画策定時の経営資料として活用。また、商談会情報として小規模

事業者へ提供し、販路開拓に繋げる 

 

（目標） 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査結果の提供事業者数 6 6 6 6 6 6 
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7．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期における取組と評価等＞ 

①展示会、商談会、イベントへの出展支援 

小規模事業者に対する需要開拓支援について、ビジネスフェア中四国に出展し、

新規取引先3社、ひろしま夢ぷらざ等への常設販売に繋がった。また、田島海苔のPR

チラシを10,000部作成し、ひろしま夢ぷらざ・県内道の駅及び福山市関連施設へ配

布しPRに努めた。本事業については、評価委員会でも高評価を受けたが、当地区か

ら100㎞離れた広島市内での出展は事業所の負担が大きいため、第2期においてはビ

ジネスフェア中四国への出展を重点的に行うこととする。 

 

②民泊事業における販路開拓支援事業 

民泊推進事業においては、新たな需要を開拓するためのエージェント営業・学校

営業を関西・北陸エリア・九州エリア・関東・首都エリア・中部エリア（1都・2府・

23県）の39社・226事業所の旅行エージェントへのプロモーション活動、大阪市立中

学校21校へ修学旅行誘致学校訪問し、当地域の知名度アップと新たな需要開拓を行

ったが、評価委員会指摘を受け、今後は民泊推進団体の「福山まるごと体験推進協

議会」に移管することとする。 

 

③空き家対策事業における情報発信事業 

  空き家対策事業の需要開拓支援に伴う情報発信は未実施であり、今後は支援団体

へ委託することとする。評価委員会の指摘を受け、今後は「内海町の将来を考える

会」に移管することとする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

小規模事業者にとって「販路の開拓」は苦手な分野と言われ、事業者にとって未

来永劫の課題である。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

悩みは指導業務の中でも多く事業者より耳にする。 

したがって、第１期計画実施において「展示会・商談会等への出展」は新たな需

要開拓支援に効果が認められたことから、ビジネスフェア中四国出展については継

続して行い、新規に地域物産の即売会「沼隈内海おみやげ市場」の開催を加え継続

する。支援対象が拡大していること、更に飲食・サービス業では今後の方策として

「観光集客への仕組み作り及び情報発信（ＰＲ）による知名度向上支援」としてい

ることもあり、ＳＮＳ等のＩＴツール活用による販路開拓支援を新規に実施する。 

 

（1）事業内容 

①ビジネスフェア中四国出展【継続】 

商工会が「ビジネスフェア中四国」(注1)においてブースを借り上げ、事業計画を

策定した事業者を優先的に出店し、新たな需要の開拓を支援する。 

支援対象

者 

事業計画策定事業者、及び新商品の開発や改良等に取組んでいるが、

単独では販路開拓が困難な小規模事業者。 

訴求対象 ・中四国及び首都圏からのバイヤー（ＢｔｏＢ） 

・こだわり商品に関心を持つ消費者（ＢｔｏＣ） 
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支援内容 ・販路開拓を目指す小規模事業者を事前に把握し、参加を促す。 

・出展の効果を上げるため、出展商品の魅力を最大限にＰＲする工夫を

行い、レイアウト・チラシ・商談シート・アンケート・簡易提案書の

作成等の事前準備のため専門家を活用する。 

出展後の

フォロー

アップ 

・商談先への提案書作成等の営業支援を行う。            

・アンケートを取りまとめ、新たな改良・改善の検討を行い、必要と 

判断されれば専門家を活用する。 
注1：ビジネスフェア中四国は毎年2月に開催され、2日間にわたり、中四国９県の事業所が 

出店し、県内外から延3,000人来場する展示会であり、130程度の展示ブースがある。 

 

②地域物産即売会「沼隈内海おみやげ市場」の開催【新規】 

 新商品の開発や改良に取り組んでいる製造業・飲食業・小売業等の小規模事業者

の多くは、本格的に製造・販売に至るまでのテストマーケティングの場を必要とし

ている。しかし、市外・県外でのテストマーケティングの単独実施、展示会への出

展等は、コストや時間がかかり容易ではない。これらの小規模事業者が新商品等を

試験的に販売する場を設けることを目的に、当管内に民泊体験として訪れる修学旅

行生を対象とした地域物産即売会「沼隈内海おみやげ市場」を開催する。一般消費

者への試験販売の機会を提供することにより、新商品のブラッシュアップ、新たな

需要の開拓を支援する。 

 

支援対象者 新商品の開発・改良、販路開拓に取組んでいる飲食料品製造業・飲食業・

小売業等の小規模事業者。 

訴求対象 民泊に訪れる修学旅行生を中心とした一般消費者（ＢｔｏＣ） 

支援内容 ・民泊事業を推進する「福山まるごと体験推進協議会」と連携し、修学

旅行生が訪れる日程に合わせた地域物産の即売会を開催する。開催は

年間約３回、いずれも 1日（３時間程度）の臨時的な即売会とする。

即売会の開催情報等は、「福山まるごと体験推進協議会」から修学旅

行生を受け入れる民泊家庭、修学旅行生に周知し、来場を促す。 

・テストマーケティングを希望する小規模事業者を事前に把握し、即売

会への参加を募る。 

・出展の効果を上げるため、出展商品の魅力を最大限にＰＲする工夫を

行い、チラシ・POP・出展事業者紹介パネルの作成等の事前準備の支

援を行う。 

出展後の 

フォロー 

アップ 

指針③の需要動向調査分析を活用し、新商品開発・リニューアルに活用 

する。またパッケージデザイン等の新商品開発にかかる経費について 

も、各種補助金等の申請支援等により推進する。 

 

(目標) 

内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ビジネスフェア中四国 

出展事業者数 
 2 2 2 3 3 3 

契約成約件数／社   2 1 1 2 2 2 

地域物産即売会 

出展事業者数 
 - 5 5 5 5 5 
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上記のうち売上増加 

事業者数 
 - 2 2 2 2 2 

 

③ＩＴ活用による販路開拓支援【新規】 

一般消費者の情報入手はインターネットが主流であり、ホームページやＳＮＳで

の情報発信は事業者にとって今や欠かすことができない。そこで、自社の商品・サ

ービスの特徴を効果的に伝え、集客・売上拡大に繋げるための「ＩＴ活用セミナー」

を実施する。またＩＴツールを導入するだけでなく、定期的な効果測定を行い、必

要に応じたＩＴツールの見直し、情報の整備ができるように支援を行う。 
 

支援対象

者 

・小売業・飲食業・サービス業等 

・自社の製造する商品の販路拡大を希望する小規模事業者 

（食品製造業等） 

訴求対象 当管内及び広島県東部の一般消費者並びに観光客 

支援内容 

・手間や費用をかけずにリスティング対策、アクセス解析ができる

「Googleマイビジネス」、情報の拡散が期待できる「Facebook」 

「Twitter」などのＳＮＳを活用しての支援。 

 

・セミナーの実施／ＩＴツールを実際に活用することを目的に、セミナ

ー当日に登録作業等も行う実践的な内容とする。参加者一人ひとりへ

の個別対応を行うため、各回５名程度の少人数制での開催とする。ま

たより効果的なＩＴツールの選択、情報の発信方法等は業種により異

なるため、業種別での開催とする。 

 

・セミナー参加者を対象に、導入後のアクセス解析や情報の整備につい

ても継続支援を行い、アフターフォローセミナーを隔年で開催する。 

 

・より高度なＩＴツールを必要とする事業者については、補助金の活用

なども含めた情報提供、専門家の派遣を行い、ＩＴ化促進を支援する。 

 

・開催回数／年２回（各 5名） 

・講  師／ＩＴ専門家 

周知方法 管内の小規模事業者へ新聞チラシ折込(3,800部)により、周知する。 

 

(目標) 

内容 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催回数 2 2 2 2 2 

参加者 10 10 10 10 10 

売上増加事業所 5 5 5 5 5 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

8.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

＜第1期における取組と評価等＞ 

①海苔製造業者等の 6 次産業化支援 

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。地域の特性を活かした多様な事業が開催され、地域の魅力の

発信、交流人口の増加に繋がり、関係機関と連携体制を築くことが出来た。このこと

を踏まえ、第2期においても継続して行うこととする。 

  

②民泊事業による小規模事業者の収益拡大 

  第 1 期では、地域経済の活性化に資する民泊事業に伴う小規模事業者の収益拡大へ

の取組は、創業者がいないためできなかった。このことを踏まえ第 2 期においては商

工会事業としては実施しないこととするが、主体的な事業は福山まるごと体験推進協

議会へ移管し、団体との連携により側面的に支援を行うこととする。 

 

③空き家対策事業による・創業と定住人口増加支援 

空き家対策事業において、創業者がいないため定住人口増加へも繋がらなかった。 

このことを踏まえ第 2 期においては商工会事業としては実施しないこととするが、主

体的な事業は内海町の将来を考える会へ移管し、団体との連携により側面的に支援を

行うこととする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

地域の総合経済団体である商工会の役割として、各事業実行に向け課題にあった

効果的な体制を作るため、先ずは商工会内の部会が中心となって、協議を進め、行

政や地域の関係団体、住民との連携をより深めることで、関係者間が抱える課題や

問題を共有化し、意識統一することで事業運営に向けた体制構築を取り組むことと

する。 

 

（1）事業内容 

①民泊推進事業・空き家対策事業の移管後の支援【新規】 

第 1 期計画において実施した民泊事業、空き家対策事業について、民泊事業は、事

業計画において目標を達成したが、事業評価委員会において、商工会の事業としての

範疇を超えており、今後は支援団体に任せるべきであるとの指摘を受けたため、第 2

期においては民泊事業は「福山まるごと体験推進協議会」に、空き家対策事業は「内

海町の将来を考える会」に移管して事業を行うこととし、民泊事業を活用したおみや

げ市場などの販路拡大支援と、空き家を活用した情報提供などの創業支援については、

側面的に支援するため関係団体と四半期ごとに定期的な協議会等を開催し情報共有を

行う。 

 

②沼隈内海の地域資源の発掘と活用 【継続】 

沼隈地区で製造・生産されている特産品と地元食材等、新たな地域資源を掘り起こ

し、新商品・メニュー化を図る。新商品開発には顧客・市場ニーズが最重要課題であ

るため、賑わい創出の一環であるイベント等積極的に出展させ交流機会を増やす。そ
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のため地域の情報発信拠点施設である「道の駅」、「アンテナショップ」等を活用し、

市場テストを重ねた上で新商品・メニュー開発の推進に努める。 

第１期計画において海苔製造業者等の6次産業化支援によって産み出した新商品と

併せて次期計画も地域特産品の発掘を行い、各事業所の主力商品を継続的にイベント

出展させ、販路拡大と地域産品の情報発信を行い新たなビジネスチャンスを生み出す

こととする。また地域事業者のために「沼隈内海おみやげ市場」など出展の機会を広

げ、需要の開拓を促す。 

 

③イベント推進事業による交流人口の増加【継続・拡充】 

当地域のイベントは、地域特性に溢れた各種団体の連携により継続的に行われてき

たものである。行政、自治会組織、各種団体、企業との協賛により20年以上の歴史を

もつ継続事業であり、継続的に取り組むことで、地域の魅力の情報発信となり、地域

の交流人口を増やし、賑わいの場を形成しているものと考え、第2期はイベントを活用

して新商品・既存商品のＰＲ等情報発信を行い、これらのイベントを地域経済に貢献

するための地域振興事業に進化させる。 

 

（主要イベント） 

・うつみ大漁まつり（5月）       来場者数  6,000人 

・阿伏兎祭花火大会（8月）       来場者数  3,000人 

・炎と響きの祭典 ひびきまつり（8月） 来場者数  8,000人 

 

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期における取組と評価等＞ 

近隣の7商工会の経営指導員が地域の特産品の販路拡大を図る地域物産展の委員 

会に参加し、販路開拓に係る情報収集及び効果的な取組法等ノウハウを学ぶことが 

できた。また福山市の産業支援機関との経営発達支援事業に関する情報交換と共有 

化を図った。また、金融支援については、日本政策金融公庫との協議会を開催し 

支援体制の連携強化を図ることが出来た。このことを踏まえ、第2期においても継続 

して行うこととする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

既存の小規模事業者を取り巻く経営環境は、めまぐるしく変化しており、益々多様

化・高度化している支援ニーズに対して迅速な対応が求められている。 

ついては、第1期計画でも成果のあった他の支援機関との連携を継続し、更なる強化

を図る必要がある。各種の経営支援情報を共有し、適切で迅速な対応をするため、 

以下の連携事業に取り組む。 

 

（1）事業内容 

①福山市商工会経営指導員等との連携 

福山市域商工会の経営指導員等の意見交換機会を年に2回設け、経営支援事例や経営

支援のノウハウ等の情報共有を行い、事業所へのフィードバックにより、効率よく軌

道修正でき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。 
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②日本政策金融公庫等との連携 

日本政策金融公庫福山支店や地元金融機関との意見交換機会を年に2回設け、金融・

経済動向の情報交換を行い、融資斡旋等の円滑化に繋げる。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

＜第1期における取組と評価等＞ 

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、個社支援に必要なノウハウや情報

収集、資質向上に努めた。併せて個社支援に伴い専門家と同行することで、ＯＪＴよ

る支援力の向上に繋がった。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

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、更に事業者の将来の方向性や課題についても提案でき

る支援能力「課題発見型支援」が必要となるものと考察する。事業者の抱える課題は

多岐にわたっており、業種ごとに専門性も求められる。個社支援を円滑に実施するた

め、事業者から求められる問題の解決のための資質向上が今後ますます求められる。 

そのため職員の経営支援能力の向上のため、課題解決能力やコミュニケーション能

力、プレゼンテーション能力の向上を図り、全職員のスキルアップを図っていく必要

がある。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の面談を行い、

職員が補う必要のあるスキル等を把握し、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。 

 

（1）事業内容 

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3回以上参加 

ることで、経営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。更に、沼隈内海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、知識の習得を図り、その他の各職員が参加した研

修内容についても、研修資料を常に回覧することで情報共有を心掛けることとする。 

 

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、事業所へのヒアリング方法や、提案力等

を学びスキルアップに繋げる。 

 

③職員ミーティング等による職員同士の情報共有 

週毎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、①、②で習得した知識や経験・支援ノウハウを共通データベースに蓄積し、

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
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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。さらに、職員が一丸となっ

て小規模事業者を支援することで支援能力の向上に繋がり、地域支援機関としての期

待にこたえられるものと考える。 

 

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期における取組と評価等＞ 

広島県商工会連合会、福山市経済環境局、観光協会、漁業協同組合、中小企業 

診断士等、地区内在住の有識者で組織した委員会を年2回開催し、各事業の進捗状 

況及び成果について評価を頂き事業への課題や今後の方向性をご提案頂いた。こ 

のことを踏まえ、第2期においても継続して行うこととする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

今年度も事業計画の進捗状況及び成果については、外部からの有識者等で組織した

委員会にて検証、評価を行い実効性のあるものとする。前期と同様に委員会での提案

及び指摘事項は、その後の事業に反映させ当会理事会にて承認を得るものとする。 

また、事業報告は、事業終了後に中国経済産業局、広島県、福山市、役員会へも 

報告し、当会報にて情報公開する。 

 

①広島県商工会連合会、福山市、観光協会、漁業協同組合、中小企業診断士、地区内

の有識者で組織した委員会において事業進捗状況及び実績を報告し、年度の事業項

目と目標値と比較検討し、その成果について評価を行い、見直し案等の提示を行う。 

（中間報告11月、事業実績報告会4月） 

②当会理事会において、委員会での評価・見直し等を報告して、承認を得て事業計画 

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、福山市へ報告する。 

（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 

会報にて周知する。（総代会終了後6月） 
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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 

（平成 31年 4月現在） 
（１）組織体制 

  

 

 

 

 

 

 

                   会長 1名 副会長 2名 理事 27名 総代 100名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 沼隈内海商工会 本所 

 〒720-0311 広島県福山市沼隈町草深 1891-6 

  TEL（084）987-0328 FAX（084）987-0984 

       

   

 内海支所 

 〒722-2632 広島県福山市内海町ロ 2407 

 TEL（084）986-2240 FAX（084）986-3291 

 

 

 

沼隈内海商工会 商工会役員 

各連携団体 

（別表 4） 

地域住民 

組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        総人員 

                         事務局長         1 名 

                         経営指導員       3 名 

                         補助員           1 名 

                         記帳指導職員    3 名 

                                   計  8 名 

                          

事業推進責任者：篠原事務局長 

本所 

主任 （経営指導員） 

主任主事（経営指導員） 

主事（経営指導員） 

主任主事（補助員） 

記帳指導職員 2名 

 

内海支所 

記帳指導職員 1名 

総括責任者：三谷会長 

外部有識者 

事業評価委員会 
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各職員の役割分担 
事業名 役割担当職員名 

当事業に係る統括責任者 三谷商工会会長 

当事業に係る事業推進責任者 篠原事務局長 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

2．地域の経済動向調査に関すること 

2－①：海苔製造業者の景況調査 藤田経営指導員 

2－②：管内の中小企業景況調査 内藤経営指導員 

2－③：地域経済分析システム（RESAS）からの分析情報抽出 藤田経営指導員 

2－④：管内小規模事業者の事業承継に係る実態調査 内藤経営指導員 

3．経営状況の分析に関すること 

3－①：経営分析セミナーの実施 三谷経営指導員 

3－②：経営指導員による掘り起こし 藤田経営指導員 

4．事業計画の策定支援に関すること 
4－①：事業計画策定懇談会（３者懇）の開催 内藤経営指導員 
4－②：創業セミナーの開催 藤田経営指導員 

5．事業計画策定後の実施支援に関すること 
5－①：事業計画策定後の事業者フォローアップ 経営指導員全員 
6．需要動向調査に関すること 
6－①商品開発及び販路開拓支援に係る需要調査 藤田経営指導員 
6－②地域物産即売会での需要調査 三谷経営指導員 

6－③ビジネススクエア「Hinet－Navi」の活用 内藤経営指導員 

7．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
7－①ビジネスフェア中四国出展 内藤経営指導員 
7－②地域物産即売会「沼隈内海おみやげ市場」の開催 三谷経営指導員 

7－③ＩＴ活用による販路開拓支援 藤田経営指導員 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①民泊推進事業・空き家対策事業の移管後の支援 内藤経営指導員 
②沼隈内海の地域資源の発掘と活用 三谷経営指導員 
③イベント推進事業による交流人口の増加 藤田経営指導員 
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福山市商工会経営指導員等との連携 経営指導員全員 

内部体制 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施人員 経営指導員 3 名 

 

 

 

 

 

主任（経営指導員） 

内藤 雅国 

事務局長 篠原 裕之 

主任主事（経営指導員） 

三谷 真奈 

主事（経営指導員） 

藤田 恭輔 
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1－②日本政策金融公庫等との連携 篠原事務局長 

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 篠原事務局長 

経営指導員全員 

補助員・記帳専任職員 

・記帳指導員 
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事業評価委員会の開催 評価委員（内部・外部） 

篠原事務局長 

経営指導員全員 

②理事会及び総代会への報告 三谷商工会会長 

篠原事務局長 

経営指導員全員 

③中国経済産業局、広島県、福山市への報告 三谷商工会会長 

篠原事務局長 
④商工会報にて周知・報告 藤田経営指導員 

⑤事業者・参加者からアンケートを行い、満足度及び改善点を検証 内藤経営指導員 
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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） 

 
H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

必要な資金の額 3,200 2,900 3,150 2,950 3,150 

 

Ⅰ．経営発達支援事業 

 2．地域経済動向調査 

 3．経営状況分析 

 4．事業計画策定支援 

 5．事業計画策定後実施支援 

 6．需要動向調査 

 7．新たな需要の開拓に 

寄与する事業 

Ⅱ． 地域経済の活性化に 

資する取組 

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 

 

 

200 

200 

1,600 

400 

200 

600 

 

100 

200 

1,400 

400 

200 

600 

 

100 

200 

1,600 

400 

200 

650 

 

100 

200 

1,400 

400 

200 

650 

 

100 

200 

1,600 

400 

200 

650 

（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・会費収入・手数料収入・事業受託料収入 

使用料収入 

 

（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 

①事業計画の策定支援   

②事業計画策定後の支援  

③新たな需要の開拓に係る支援   

④地域経済活性化事業  

⑤当事業に関する評価・見直し等について 

連携者及びその役割 

①事業計画の策定支援について 
連携者名 役割 

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 

①ミラサポやエキスパートバンクを活用した指

導と助言 

②ひろしま夢ぷらざを活用した調査・需要開拓 

③商品開発について 

福山市 市長 枝広 直幹 

〒720-8501 福山市東桜町 3-5 

℡084-921-2111 

①6次産業化支援 

日本政策金融公庫福山支店 

支店長 林 武志 

〒720-0814 福山市光南町 2丁目 2-7 

℡084-922-6550 

①事業実施に係る資金的支援 

中国銀行千年支店 支店長 大坪 亘 

〒720-0311 福山市沼隈町草深 1865-3 

℡084-987-1225 

①事業実施に係る資金的支援 

広島銀行千年支店 支店長 加計 巨樹 

〒720-0311 福山市沼隈町草深 1861-2 

℡084-987-1333 

①事業実施に係る資金的支援 

②需要動向・経済動向・消費動向等の情報提供 

田島漁業協同組合 組合長 兼田 雅彦 

〒722-2643 福山市内海町 236 

℡084-986-2304 

①需要動向・経済動向・海苔販売経路・消費動

向等の情報提供 

②大漁まつり等の地域活性化に係ること 

全国海苔貝類漁業協同組合連合会 

代表理事会長 西田晴征 

〒272-0014 千葉県市川市田尻 3-4-21 

℡047-379-4433 

①海苔養殖・海苔生産動向・消費動向等の外部

環境に係る情報提供 

全国商工会連合会 会長 森 義久 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目 

7 番 1 号有楽町電気ビル北館 19 階 

℡03-6268-0088   

①むらからまちから館を活用した需要調査・販

販路開拓 

広島ブランドショップ TAU  

商品担当  村上・松村 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 

Tel：03-5579-9952 

①銀座 TAUを活用した需要調査 
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②事業計画策定後の支援  

連携者名 役割 

ひろしま産業振興機構福山支所 

理事長 深山 英樹 

〒720-8511 福山市三吉町 1丁目 1-1 

℡084-926-2670  

①商品開発について 

②助成金制度について 

③マーケティング戦略について 

日本政策金融公庫福山支店 

支店長 林 武志 

〒720-0814 福山市光南町 2丁目 2-7 

℡084-922-6550 

①創業に係る資金的支援 

②需要動向・経済動向・消費動向等の情報提供 

中国銀行千年支店 支店長 大坪 亘 

〒720-0311 福山市沼隈町草深 1865-3 

℡084-987-1225 

①創業に係る資金的支援 

②需要動向・経済動向・消費動向等の情報提供 

広島銀行千年支店 支店長 加計 巨樹 

〒720-0311 福山市沼隈町草深 1861-2 

℡084-987-1333 

①創業に係る資金的支援 

②需要動向・経済動向・消費動向等の情報提供 

横島漁業協同組合 組合長 渡辺 冬彦 

〒722-2641 福山市内海町 1102-1 

℡084-986-2008 

①需要動向・経済動向・消費動向等の情報提供 

田島漁業協同組合 組合長 兼田 雅彦 

〒722-2643 福山市内海町 236 

℡084-986-2304 

①需要動向・経済動向・消費動向等の情報提供 

広島ブランドショップ TAU  

商品担当  村上・松村 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 

Tel：03-5579-9952  

①銀座 TAUを活用した需要調査・販路開拓 

 

③新たな需要の開拓に係る支援 
連携者名 役割 

広島県知事 湯崎英彦 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

℡082-513-3328（経営革新課） 

①新規需要開拓に係る情報収集・情報発信支援 

 

福山市 市長 枝広 直幹 

〒720-8501 福山市東桜町 3-5 

℡084-921-2111 

①新規需要開拓に係る情報収集・情報発信支援 

 

広島ブランドショップ TAU  

商品担当  村上・松岡 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 

℡03-5579-9952 

①銀座 TAUを活用した販路開拓 

ひろしま夢ぷらざ 

所長 倉岡達志 

〒730-0035 広島市中区本通 8-28 

℡082-544-1122 

①ひろしま夢ぷらざを活用した販路開拓 
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④地域経済活性化事業  

連携者名 役割 

沼隈町観光協会 会長 三谷 省吾 

〒720-0311 福山市沼隈町草深 1891-6 

℡084-987-0677 

①ひびき祭り・阿伏兎祭花火大会等イベント事業 

内海町観光協会 会長 三谷 忠 

〒722-2632 福山市内海町ロ 2407 

℡084-986-2240 

①うつみ大漁まつりに係る運営について 

 

広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会 

広島商工会議所会 会頭 深山英樹 

〒730-8510 広島市中区基町 5-44  

℡082-222-6651  

①学校関係への営業活動 

②民泊事業に係る指導及び助言 

ＪＴＢ中国四国 代表取締役 大小田博之 

〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-1-22  

広島興銀ビル 11階 

℡082-543-6710  

①修学旅行生誘致推進 

㈱体験教育企画 代表 藤澤 安良 

〒144-0034 東京都大田区西糀谷 3-8-15 

℡03-5705-3211  

①体験プログラム企画に係るインストラクター

養成関係 

②民泊受入家庭に対する研修 

内海町の将来を考える会 

会長 村上設雄 

〒722-2641 福山市内海町 453-1 

℡084-986-2788  

①空き家所有者に係る情報収集 

②貸主と借主の調整 

③空き家情報を活用した起業希望者の募集に 

関する情報発信 

 

⑤当事業に関する評価・見直し等の連携先 

 

 

 

 

 

 

連携者名 役割 

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 

①当事業に係る評価・見直しについて指導助言 

一般社団法人中小企業診断士協会 

会長 米田 英二 

〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

〒℡082-569-7338 

①当事業に係る評価・見直しについて指導助言 

中国税理士会福山支部 

支部長 髙橋 正倫 

〒720-0067 福山市西町 2丁目 10-1 

℡082-246-0088 

①当事業に係る評価・見直しについて指導助言 

②財務分析等に係る指導助言 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業計画の策定・新たな需要開拓に係る支援について 

沼隈内海商工会  

【外部評価】 

広島県商工会連合会 

中小企業診断士協会 

中国税理士会 

小規模事業者の経営力ＵＰ 

地域経済効果の向上 

 

【意見収集】 

支援先事業所 

参加者 

地域住民 

〇地域経済活性化事業について 

・福山市 

・日本政策金融公庫福山支店、金融機関（3行） 

・ひろしま産業振興機構 

・横島漁業協同組合 

・田島漁業協同組合 

・全国海苔貝類漁業協同組合連合会 

・広島ブランドショップ TAU 

・ひろしま夢ぷらざ 

・全国商工会連合会 

・広島県商工会連合会 

 

・福山市 

・沼隈町観光協会 

・内海町観光協会 

・福山まるごと体験推進協議会 

・広島湾ベイエリア 

・体験教育企画 

・ＪＴＢ中国四国 

・内海町の将来を考える会 

・広島県商工会連合会 
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