
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
「福山あしな商工会（法人番号 9240005009888）」 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目  標 

１．小規模事業者に対し受動的経営支援から積極的経営支援   

２．基幹産業である繊維工業への支援 

  繊維産業の持続的発展に向けて「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証」の取得支援 

３．商業・サービス業の振興支援 

４．創業者等が育つ環境づくり 

関係機関・近隣商工会等と連携した創業塾の開催と創業計画の策定支援 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１.地域の経済動向調査 

・各種統計資料や経営指導員による聴き取り調査等により地域経済の動向を

調査分析し、その結果を指導助言に活用する。 

２.経営状況の分析 

・「経営分析・事業計画策定セミナー」を開催し、自主分析を行うと共に必

要に応じ、専門家との連携により経営分析を行う。 

・小売店・サービス業関係の店舗の経営状況の分析支援を、事業主の年齢等

によりグループ化して行う。 

３.事業計画の策定支援 

・経営分析を行った事業所に対し事業計画策定支援を行う。 

・「経営分析・事業計画策定セミナー」・「経営分析・事業計画個別相談会」

を開催し事業計画策定支援を行うと共に、必要に応じ、専門家の支援を受

ける機会を設ける。 

・小売店・サービス業関係の店舗の事業計画策定は、平成31年度より平成33

年度の3年間で半数を行う。 

・近隣商工会と連携しながら創業塾を開催し創業を支援する。 

４.事業計画策定後の実施支援 

・事業計画策定後は、3ケ月に1回程度巡回訪問を実施し、必要に応じて支援

機関や専門家と連携したフォローアップを実施する。 

５.需要動向調査 

・業種別市場規模や需要動向について各種情報機関の情報を収集し活用する。

６.新たな需要の開拓に寄与する事業 

・H.P.を活用し繊維産業の需要開拓を支援するネットワークを構築する。 

・製造業の新規取引先拡大のため商談会への参加支援を行なう。 

・アンテナショップ等を活用し新商品等テスト販売を行う。 

・経済情報誌等を活用しユニーク商品・サービス等の情報発信を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

・基幹産業である繊維産業の小規模事業者の経営力強化のため、「Ｊ∞ＱＵＡ

ＬＩＴＹ認証事業」の取得支援を行う。 

・商業・サービス業の振興 

・観光振興及による地域のブランド化  

連絡先 

福山あしな商工会 

〒729-3103 広島県福山市新市町新市 820-1 

TEL(0847)52-4882 FAX(0847)52-7177  E-mail：f-ashina@hint.or.jp  
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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．当地域の概要 

福山市は、広島県の東端に位置する中核

市である。広島県内では広島市に次ぎ 2番

目となる約 46 万人の人口を擁する。隣接し

地理的歴史的にも関係の深い岡山県井笠地

方を含む備後都市圏の中心都市でもある。

また、大正 5年の市制施行以来 10 回にわた

って周辺市町村との合併を行っている。 

福山あしな商工会は、平成19年4月１日、

旧新市商工会と旧芦田町商工会の合併によ

り設立。この地域は、福山市の北西部にあ

り、備後地域のほぼ中央にある。旧新市町

には、ＪＲ福塩線・国道 486 号線が通り、更に一級河川芦田川が流れている。旧芦田町は、旧新

市町の南部に位置している。 

 

【管内の状況】 

   管内の人口は、表１の通り、平成 18 年の 29,458 人から平成 24 年は 27,914 人へ 1,544 人（▲

5.2％）の減少、世帯数は、平成 18 年の 10,057 世帯から平成 24 年は 11,204 世帯へ 1,147 世帯

（11.4％）増加している。 

   総事業所数は、平成18年の1,374事業所から平成24年は1,194事業所へ180事業所(▲13.1％)

の減少となり、小規模事業者数は、平成 18 年の 1,084 事業所から平成 24 年は 963 事業所へ 121

事業所（▲11.1％）の減少となっている。 

業種構成は、小規模事業者の中で多い順に、製造業、サービス業、卸・小売業、建設業と続く。

平成 18年から平成 24年の 7年間の推移を見ると、その他▲21.2％を除き、卸・小売業の▲15.6％、

製造業の▲10.8％が減少率の大きい業種である。製造業の内訳として繊維工業以外の製造業が▲

3.4％に対して繊維工業の▲13.4％が目立つ。 

 

   〈表１〉管内人口・世帯数及び従事者数・総事業所数・小規模事業者数 

区  分 H18 年 
H24 年 

増減 
H18年に対する

H24年の増減率
 旧新市 旧芦田町

管内人口 29,458 27,914 20,952 6,962 ▲1,544 ▲5.2％

世 帯 数 10,057 11,204 8,437 2,767 1,147 11.4％

従事者数 9,323 8,488 7,008 1,480 ▲835 ▲8.9％

総事業所数 1,374 1,194 921 273 ▲180 ▲13.1％

小規模事業者数 1,084 963 743 22 ▲121 ▲11.1％

 建設業 110 108 79 29 ▲2 ▲1.8％

 製造業 349 311 209 102 ▲38 ▲10.8％

  繊維工業 261 226 158 68 ▲35 ▲13.4％
その他の製造業 88 85 51 34 ▲3 ▲3.4％

卸・小売業 275 232 201 31 ▲43 ▲15.6％

サービス業 284 260 211 49 ▲24 ▲9.6％

 その他 66 52 43 9 ▲14 ▲21.2％

（管内人口・世帯数は、福山市統計データより。従事者数・総事業所数・小規模事業者数は、

工業統計・商業統計・経済センサスより） 

 

広島県
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【管内の産業の状況】 

 1．地場産業である繊維産業の状況 

当地域産業として芦田町を発祥の地とする備後絣は、我が国の三大絣の一つと称せられ、全国

に販路を広げた。その後、新素材の誕生、流行の変化により絣の需要が激減し、絣に代わってワ

ーキングウェアを中心とする衣服縫製事業者が台頭し、絣が保有していた全国一円の販路に乗り

順調に拡大した。しかし、1990 年代には低コストを求め人件費の安い中国をはじめとする東南ア

ジアへ生産基地の移転（国内空洞化）が進み、当地域の小規模下請け加工業者では、受注量の低

下に加え、低工賃・短納期等、厳しい対応を迫られる状況が起きはじめ、廃業が増え、関連事業

者及び売上も大幅に減少している。 

   表２は、広島県アパレル工業組合の組合員数と年間生産額の推移である。同組合は、福山市新

市町にあり、当会地域を中心に県東部のアパレルメーカーが組合員を構成している。平成 5年の

204 社から平成 27 年には 85 社へ 58.3％の減少、年間生産額も 281,420 百万円から 132,340 百万

円へ 53.4％の減少といずれも大きく減少している。当会の小規模事業者も同様といえる。 

      

〈表２〉広島県東部のアパレルメーカー組合員数・年間生産額 

年号 組合員数 年間生産額（百万円） 

H 5 年(1993 年) 204 281,420 

H10 年(1998 年) 165 240,670 

H15 年(2003 年) 127 189,760 

H20 年(2008 年) 101 151,150 

H25 年(2013 年) 90 126,460 

H27 年(2015 年) 85 132,340 

H5 年に対する 

H27 年 の増減 

▲119 

（▲58.3％） 

▲151,780 

（▲53.4％） 

 

 ２．繊維工業以外の製造業及び建設業の状況 

   繊維工業の他に、製造業としては家具関連・機械加工・金属製品製造業が点在している。大手

製造業は好転が報じられているが、小規模事業者は不安定な受注や原材料及び経費の値上がりな

どで依然として厳しい状況が続いている。また、建設業は、近年は公共事業が減少し、また民間

建築も競争の激化とニーズの多様化により小規模事業者には厳しい経営環境となっている。 

   表３は、当会管内製造業（繊維工業以外）の事業者数と年間製造品出荷額の推移であり、平成

18 年度から平成 24 年度の 7年間で、42 事業所（従業員 4人以上）から 39 事業所へ 3事業所（▲

7.1％）の減少、年間製造品出荷額は 979,613 万円から 928,431 万円へ 51,182 万円（▲5.2％）

の減少である。 

 

〈表３〉当会管内 製造業事業所数（繊維工業以外）・年間製造品出荷額の推移 

H18 年度 H24 年度 増  減 

事業所数 
年間製造品 

出荷額(万円) 
事業所数

年間製造品 

出荷額(万円)
事業所数 

年間製造品出荷額 

(万円) 

42 979,613 39 928,431 ▲3(▲7.1％) ▲51,182(▲5.2％) 

（福山市統計データより ※従業員 4人以上の事業所） 

 

 

 

 ３．小売業及び卸売業の状況 

  表４は、当会管内の商店数と年間販売額の推移であり、平成 18 年度から平成 24 年度の 7年間で、

336 店舗から 245 店舗へ 91 店舗（▲27.0％）の減少、年間販売額は 7,762,135 万円から 6,173,516

万円へ 1,588,619 万円（▲20.4％）の減少である。小売業(商店数▲29.6%、年間販売額▲25.8%)、

卸売業(商店数▲20.0%、年間販売額▲18.9%)ともに減少しているが、小売業の減少率が特に大きい。
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〈表４〉当会管内 商店数・年間販売額の推移 

  

  

H18 年度 H24 年度 増  減 

商店数 
年間販売額 

(万円) 
商店数

年間販売額 

(万円)
商店数 

年間販売額 

(万円) 

小売業 246 1,694,972 173 1,256,592 ▲73(▲29.6％) ▲ 438,380(▲25.8％)

卸売業  90 6,067,163  72 4,916,924 ▲18(▲20.0％) ▲1,150,239(▲18.9％)

計 336 7,762,135 245 6,173,516 ▲91(▲27.0％) ▲1,588,619(▲20.4％)

（福山市統計データより） 

 

 

Ⅱ．当地域の課題 

 

ほとんどの商工会地域は、人口の減少・少子高齢化、地域経済衰退等の構造変化に直面して

おり、当地域もこのような状況に変わりはなく経営環境が悪化している。小規模事業者は、地

域に根差し地域の特長を生かした事業活動を行っており、地域全体にとって重要な存在であ

る。しかしながら、小規模事業者の実態は、資金・人材・技術力・雇用確保・情報収集等に遅

れをとり、売上の減少・利益の確保に苦労を強いられ、後継者不足、廃業等の問題を抱えてい

る。 

これらの小規模事業者が持続的に経営を行うための支援や施策適用が必要不可欠であり、商

工会として小規模事業者に寄り添い、課題を共有して経営支援を行うことが課題である。 

 

 １．基幹産業である繊維工業の課題 

近年、大手・中堅繊維企業の殆んどが生産基地を海外にシフトしているものの、緊急性のあ

るものや小ロットの製品等については国内生産を続けており、当地域の小規模事業者がメーカ

ーとの取引、メーカーの下請けとしてその製造工程の一部を担っている。しかし、受注量の減

少、低工賃・小ロット・短納期等の厳しい条件を余儀なくされていることが現状で、繊維工業

が生き残り、持続できる事業者への転換を進めることが望まれる。 

 

２．建設業の課題 

小規模事業者は下請的業務が多く、自らが提案し売上を獲得しにくい経営体質である。親会

社や公共工事の発注度合いによって、自社の売上状況が大きく左右される。小規模事業者自身

の強みを活かした新たな施工技術・施工方法の創出により、売上を維持・拡大することが望ま

れる。 

 

３．小売業・卸売業の課題 

近年、地域小売業は廃業する店舗も多く、新市本通り商店街、戸手地区、宮内地区をはじめ

とし路面店は総じて疲弊している。今後は、高齢化社会における地域住民の利便性を確保し、

地域のコミュニケーションの場となるよう、持続的発展を目指すことが望まれる。 

 

４．創業等の課題 

事業所の減少は、経営者の高齢化と慢性的な後継者不足による廃業があげられる。当地域の

振興発展のためには、創業支援と後継者育成への取組みが望まれる。 

 

Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

Ⅰ.の【管内の産業の状況】、Ⅱ.の当地域の課題を踏まえて、当会地域の中長期的な振興のあ

り方として、福山市北部で備後地域の中央部に位置し地勢も良いことから、繊維産業を中心とし

て各種商工業が元気で持続でき、生まれ、育ち活躍できる地域を目指す。また、福山市の第四次

福山市総合計画の後期基本計画（平成 24 年～平成 28 年）に、「大手メーカーから伝統的な地場
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産業まで多種多様な製造業の集積したものづくりに強いまちづくり」が明記されている。当会も

この総合計画に呼応し、特に繊維工業をはじめとする製造業は、技術の高度化、付加価値化、新

たな商品開発といった一層の強化を図る。  

そのために、今後は小規模事業者には、個社の課題を解消すべく、自社の事業計画策定を行い、

計画に基づいての経営を実践し、売上の拡大・収益の確保ができる元気な事業所を本計画に沿っ

て増やしていく。   

 

１. 当地域は県東部の繊維の町であり、○注Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業（地域経済活性化に記載）
を実践すること等により、優れた縫製技術を持つ事業所を育て、独自技術・差別化された強み

を磨き、受注を確保して、小規模でも活力ある事業所を多く創造する。 

 

２. 建設業は、多様な消費者ニーズに対応することができ、高い技術力を有し、新築からリフォー

ムに至る需要にも提案力を磨き対応すると共に、今後は人手不足が想定されることから、従業

員育成・福利厚生にも力を注ぎ、地域で信頼され安心して任せられる事業者を多く創造する。

 

３．小売業及びサ－ビス業（飲食業を含む）は、消費者ニーズに応えられ、地域住民の日常生活に

利便性とコミュニケーションを提供する店舗として、安全安心の品揃えとサービスをモットー

にし、地域と共生することで持続的発展を目指す。加えて観光客に地域資源を活用した商品・

サービスの提供も行えるような店舗を創造する。 

 

４．事業者の新陳代謝は行われているが、廃業者数が創業者数を上回る等、小規模事業者数の減少

が続いている。起業家が生まれ・集まり・育っていく地域となるよう、商工会として創業者を

応援し、関係機関とも協力していく。   

 

Ⅳ．経営発達支援事業の目標 

基本的に事業計画を策定し、計画に基づく事業に沿って経営し、経営指導員が伴走者のごとく

小規模事業者に寄り添い支援することにより、利益の確保がきる個社を年々増やしていく。 

 

１．繊維工業・建設業の経営力向上 

当会のこれまでの取組みの一例として、繊維工業では 1990 年代後半に生産拠点の移転によ

る地場産業空洞化への対応、また建設業界では、公共事業の縮小や新市町の福山市への編入に

伴う入札制度の変更等、いずれの場合も行政への要望活動や集団講習会等を実施することに留

まり、個社と向き合った課題解決への取組みは行っていない現状である。 

今後、繊維工業では、Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業等で付加価値を生み、収益を産み出す個

社を多く創出し、建設業では、技術水準の向上・短納期に対応すると共に、若手人材育成に取

組み、地域に根差した事業者を多く創出する。そのため、地域経済動向、経営分析を踏まえ、

需要動向を見据えた事業計画を策定し、事業者に寄り添いながら伴走型の経営支援を行い、小

規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

２．小売店・サービス業関係の店舗（理髪店・美容院・飲食店等）の持続的発展 

当会としては、小売店・サービス業関係に対する支援は、地域大売り出し、販売促進のため

に広島県商工会連合会が事業運営している「ぽっぽカード事業」への参加ぐらいで、個店の経

営支援を行っているとは言えない。今後は、全店舗の実態調査を行い、事業主の年齢や後継者

の有無によりグループ化し、グループ別に地域経済動向、経営分析を踏まえ、消費者ニーズを

掴み、持続的発展に向けた事業計画策定を行うことが適切と考える。地域で活き活きと元気に

活躍する店舗づくりに向けた支援を目的とする。 
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３．創業者等が育つ環境づくり 

当地域は創業を応援する地域として、関係機関（地域内金融機関：広島銀行新市支店、中国

銀行新市支店、両備信用組合新市・金丸支店、備後信用組合新市・宮内・芦田支店）と連携し

創業塾を開催する。また、参加者の交流にも繋げる目的で、近隣商工会等（広島県商工会連合

会東部支所・福山北商工会・神辺町商工会・沼隈内海商工会）と連携した創業塾とし、他地域

からの参加者を迎えると共に他地域の塾への参加も行う。 

創業塾では、創業の心構え・ビジネスプランの作成ポイント等について学習した上で、創業

事業計画の策定支援を行う。 

 

Ⅴ．目標達成に向けた方針 

 

１． 地域の経済動向や企業の経営内容を把握し、事業計画策定及び実施支援を行うことで、企業と

事業が継続し、利益が増収拡大することを目指す。 

２． 経営課題を解決するため、小規模事業者の経営資源及び経営環境分析により、小規模事業者の

独自性、強みを掘り起こし、売れる商品・サービスの開発を行い、売上拡大及び販路開拓を支

援する。 

３． 福山市と近隣商工会等が連携する産業競争力強化法に基づく「創業支援事業」を活用して、地

域内における創業支援を実施することで、創業者及び雇用の創出を図る。 

４． 国・県等の小規模事業施策を商工会ホームページ・商工会だより等で情報提供し、小規模事業

者の施策活用機会を増大する。 

５． 小規模事業者へ地域を挙げて支援を行うため、行政・金融機関・専門家・他の支援機関等との

連携を強化する。 

６．全職員での情報及びノウハウの共有体制整備、研修参加による支援スキルの習得により、職員

の資質向上を図りながら事業を実施する。 

 

 

○注 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」 

・Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ制度とは、織り・編み、染色整理加工、縫製の 3工程を日本国内で行っているアパレル

商品を対象として、企業から申請のあった商品に対し認証ラベルを付すもの。 

・実施主体は、日本ファッション産業協議会 

 ・「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ」ラベルを活用し、国内外の消費者に対し国産品の魅力・価値を分かりやすく情報発

信。消費者が高品質で感性豊かな商品を選ぶための一つの指標になるものとして期待。 

・認証を受けるためには、企業認証と商品認証、二段階の認証が必要。 

・企業認証では、織り・編み、染色、縫製、企画・販売の各工程において、事業者としての安全・安心に配慮

し、コンプライアンスを遵守する企業（安全・安心・コンプライアンス企業認証）、優れた縫製技術を持つ

企業（縫製企業認証）を認証。 

・商品認証では、作り手の深いこだわりなどがある商品を認証。また、認証を受けた商品の生産工程は原則公

開。 

※繊維産業をめぐる現状と課題 H27 年 3 月 23 日 経済産業省繊維課 資料より抜粋編集 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

経営発達支援事業の実施期間 

平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

 

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）  

福山あしな商工会管内の経済動向については、 

①経営指導員等の巡回指導や窓口相談時での聴き取り 

②各部会(商業・サービス・建設・工業・繊維・青年部・女性部)の会議等での聴き取り 

③行政や関係団体との会議等での説明や配布資料からの読み取り等 

による把握に留まっており、データに基づいた的確な把握ができていない。 

今後は、地域経済や業種別動向、景況感などを定期的に把握し情報提供する。 

 

（事業内容） 

当商工会地域の経済動向の調査と業種別の景況調査を行う為、福山あしな商工会総代 130 名と

商工会が携わっている個人の決算指導事業者約 200 件及び景況調査 15 事業所のデータより、毎

年業種ごとに（①繊維工業 ②繊維工業以外の工業 ③建設業 ④商業 ⑤サービス業）売上高・営

業利益等の傾向を把握し、「業種別地域経済動向」としてとりまとめる。分析結果は、全国商工

会連合会が公表する景況調査報告書や日本政策金融公庫が公表する景気動向調査などのマクロ

的なデータとも比較検討した上で、小規模事業者に対する事業計画策定・策定後の事後指導にお

けるデータとして提供する。 

商業部会・工業部会・建設部会・繊維部会・サービス部会（以下 5部会という)で業種毎に「地

域経済動向説明会」を毎年開催し、説明を行う。また、地域経済情報として、年１回商工会報に

掲載し全会員に提供すると共に商工会の窓口及び当会ホームページで閲覧できるようにする。 

 

(１)目的  

福山あしな商工会管内小規模事業者の経営実態・地域経済動向・ニーズ・課題等を把握して、

小規模事業者に対して事業計画策定・策定後の事後指導の資料として情報提供できるようにす

る。 

 

(２)種類別の分析及び提供を行う項目 

①全国商工会連合会の中小企業景況調査を活用する。福山あしな商工会では 15 社（製造業 6社、

建設業 2社、小売業 3社、サービス業 4社）の景況調査を行っている。四半期ごとに公表され

ている「中小企業景況調査報告書」は商工会地区の約 8,000 企業の小規模事業者を対象にして

いる。 

ａ．売上額の実績（3ヶ月）と見込み（1ヶ月）。 

ｂ．売上額・仕入単価・借入難度など前年同期と比較した経営状況と来期の見通し。 

ｃ．今期と来期（予想）の新規設備投資の状況。 

ｄ．今期直面している経営上の問題点。 

ｅ．業況判断の背景について感じていること（記入自由）。 

 

②福山あしな商工会の総代（130 名）を対象にしたアンケートによる「地域景気動向調査」を行

う。収集後、業種別（製造業・建設業・繊維業・小売業・サービス業）に整理して分析する。

ａ．現在と前年同期を比較した景気状況と今後の見通し 

ｂ．前年度、今年度、次年度の売上高・利益の状況 

ｃ．直面している経営上の問題点（資金繰り・仕入単価・経費・人材確保など） 
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③福山あしな商工会が携わっている決算指導事業所（平成 26 年度 201 件）の中から統計的処理

が可能な約 100 社を対象に下表の経営数値を算出して整理・分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)収集・整理・分析方法  

①情報収集の方法 

以下の方法で情報収集を行う。 

調  査 第１四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期 調査件数 

①景況調査 ○ ○ ○ ○ 15 社 

②総代調査 ○    130 社 

③決算指導    ○ 100 社 

 

②整理・分析方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年情報収集し、「福山あしな商工会地域動向調査報告書」としてデータベース化し整備する。

 

(４)提供・説明・活用方法 

①「福山あしな商工会地域動向調査報告書」により、業種別説明会（5部会）を毎年 1回開催す

る。また、商工会報・商工会窓口・ホームページにて広く閲覧できるようにする。 

②巡回・窓口指導時に、必要に応じて説明する。 

③事業計画策定並びに事業計画策定後の実施支援に活用する。 

 

 

 

分 析 項 目 単 位 

ａ．収益性 

経営資本対営業利益率 ％

経営資本回転率 回

売上高対営業利益率 ％

売上高対総利益率 ％

ｂ．生産性 

従業員１人当た月均人件費 千円

従業員１人当たり年間売上高 千円

売上高対人件費 ％

従業員１人当たり年間総利益高 千円

ｃ．安全性 

総資本対自己資本比率 ％

固定長期適合率 ％

流動比率 ％

当座比率 ％

調  査 回収方法 活用方法 

①景況調査 
四半期ごとに調査票

を回収する。 

･全国商工会連合会の景況調査纏めを基に、業種

ごとに前年同期との景況の変化を分析して、総

代調査の結果と合わせて業種別の必要な支援

策を導き出す。 

･業種別の課題を導き出して、小規模事業者向け

の各種セミナー及び事業計画策定に活用する。

②総代調査 

総代会開催時（年 1回）

に調査票を配布し、回

収する。 

③決算指導 

2 月～3月の決算時期

終了後数字を集計す

る。 

福山あしな商工会地区と全国の経営指標を比較

して業種別の課題を導き出。各小規模事業者へ

の経営支援を行う上で活用する。 
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（目  標） 

①各調査件数及び地域経済動向説明会の年間目標は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

２－１繊維工業、繊維工業以外の工業、建設業、卸売業を対象に小規模事業者の経営状況分析 

（現状と課題） 

経営状況分析は、個人事業者の確定申告時経営指標をもとにした説明は行ってきたが、決算に

時間がとられ中途半端でしかも極少数に留まっている。その他マル経及び普通貸付等の融資相談

時、最近では持続化をはじめとする各種補助金申請時などにも行っている。 

今後は、自社の経営状況を分析することにより経営実態を客観的に見つめ、持続化に向けた事

業計画策定に繋げていくよう支援する。 

 

（事業内容） 

(１)分析する項目 

①財務状況 

②製造～販売する商品、提供するサービス内容 

③保有する技術、ノウハウ 

④従業員等経営資源の内容他  

⑤外部環境 

 

(２)実施方法 

①経営指導員４名を小規模事業者の支援する地域等で割り当てを行う。 

②経営指導員が小規模事業者と多く面談が出来る確定申告指導時・金融相談時・労働保険年度 

更新時を活用し、経営分析を行う事業者の掘り起こしを行う。 

③掘り起こした事業者のリストを作成し、順次巡回訪問により経営分析を行うと共に事業計画策

定へ繋がるよう支援する。 

④経営分析の意義及び事業計画策定の説明をしたチラシを作成し、巡回訪問等に活用する。 

⑤全体への周知も必要であり、全会員を対象に「経営分析・事業計画策定セミナー」を開催する。

  ※事業計画策定セミナーは次の 3.「事業計画策定支援に関すること」に記載 

⑥セミナー出席者は、自ら自社の経営分析を行い、支援が必要であれば経営指導員が助言し更に

専門家の支援を必要とする案件は、広島県よろず支援拠点等より専門家を招聘して対応する。

⑦小規模事業者で、小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）の経営分析は、

「２－２の経営状況の分析支援」で実施することとする。 

 

(３)活用方法 

経営状況の分析資料を指導履歴が分かり事務局全員が閲覧できるよう整理する。事業計画策

定に結びつけ、策定後の事後指導へと繋がり、成果があがることを目的としており、問題があ

れば「経営分析・事業計画個別相談会」で専門家を交えて対応を検討する。 
※経営分析・事業計画個別相談会は次の 3‐1（2）③（実施方法）に記載 

 

 

 

調  査 目標数 

①景況調査 60 件(15 件×4回) 

②総代調査 130 件 

③決算調査 100 件 

④地域域経済動向説明会開催 150 人（5部会×30） 
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（目  標） 

 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

経営分析・事業計画策定ｾﾐ

ﾅｰ開催回数 
未実施 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回

経営分析・事業計画策定ｾﾐ

ﾅｰ受講者数 
未実施 60 人 60 人 60 人 60 人 60 人

経営分析件数 15 件 48 件 48 件 48 件 48 件 48 件

 

２－２小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）の経営状況の分析支援 

（現状と課題） 

小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）の経営環境は、昭和 50 年代か

ら食品スーパー、家電量販店、ホームセンター、新業態のサービス店舗等の出店が相次いだこと

により疲弊している。過去には、大型店対策セミナー・商店街診断・店舗診断・イベントの実施・

スタンプカード等の取組みは行ってきたが、個店の経営状況を客観的に分析することの支援は行

っていない。小売業関係事業者の廃業が多く、緊急を要する課題であるため、優先的に事業所の

課題を洗い出し、持続的発展に向けての事業計画策定を行う方針である。そのための前提として

経営状況の分析を行うものである。 

 

（事業内容） 

    小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）の事業主の大半が高齢化してい

る現状を踏まえ、事業主の年齢や後継者の有無によりグループ化して、経営分析並びにその後の

事業計画策定支援を行うこととする。 

 

（グループ化の実施方法） 

①当商工会会員事業者－小売店（98 店）・サービス業関係（飲食店 23 店・理髪店 11 店・美容院

12 店・その他 68 店）－の名簿の整理をする。 

②小売店・サービス業関係の全店舗（212 店）に対し、経営実態調査を行い（アンケート方式と

巡回を併用）、事業主の年齢、後継者の有無等により三つにグループ化する。第１グループの

70 歳以上で後継者無しの店舗については事業継続の意欲が強い事業者を除いて、原則として経

営分析を行わない。 

  ③高齢で後継者のいない事業者に対しては、事業の引き継ぎを希望している場合は広島県事業引

き継ぎ支援センターを紹介したり、計画的な廃業の支援を行うなどをする。 

 

  《グループ化》 

 事業主の年齢 経営分析 事業計画 

第１グループ 70 歳以上で後継者なし 意欲の強い事業者

だけ実施 

意欲の強い事業者

だけ実施 

第２グループ 60 歳以上 7歳未満で後継者無し 経営分析を策定 策定 

第３グループ 60 歳未満または、事業主の年齢に

は関わらず後継者有り 

経営分析を策定 策定 

  

（経営分析の項目） 

①販売する商品または提供するサービスの内容 

②年間売上状況 

③店舗の自己所有の有無 

④財務状況 

⑤店舗従事者数または従業員数 

⑥経営実態（後継者への事業承継予定・店舗改装の有無） 

⑦外部環境 
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  （経営分析を行う事業者） 

     対象店舗の内、優先順位を付けて、6分の１ずつ 3年間（平成 30 年度～平成 32 年度）かけて

分析を行う。残りは次の 3年間で行う。 

（活用方法） 

   小売店・サービス業関係（飲食店・理髪店・美容院等）の全店舗の実態を整理し、経営状況の

分析を行った事業者については、事業計画策定を促し策定支援を行う。 

 

（目  標） 

 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

小売店・サービ

ス業店への経営

状況分析支援 

個別対応で

実施 

実態調査と

グループ化 

経営状況の

分析支援 

事業計画策定

支援(対象店舗

の１/6）24 店舗

事業計画策定

支援（対象店舗

の１/6）24 店舗 

事業計画策定

支援（対象店舗

の１/6）24 店舗

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

３－１繊維工業、繊維工業以外の工業、建設業、卸売業を対象に小規模事業者の事業計画策定支援 

（現状と課題）  

小規模事業者の金融斡旋・経営革新・各種補助金等の申請時に、事業計画策定を支援してきた

が、その件数は多くない。今後、上記 1.2.の地域経済動向調査、経営状況の分析及び後述 5.の

需要動向調査の結果を踏まえ、小規模事業者の経営課題を解決するための事業計画の策定を支援

し、以って持続的発展に導く。事業計画策定支援にあたっては必要に応じて、広島県よろず支援

拠点等を通じて専門家を招聘し、指導・助言を行う。 

 

（事業内容） 

(１)事業計画策定の内容   

      その大半が従来、経験と勘だのみの経営を行ってきた小規模事業者に対して、自社の強み・

弱み・経営環境の変化等を踏まえて、経営ビジョン・経営理念・経営戦略・売上利益計画表・

資金繰り計画表・資金借入返済表・計画達成の為のアクションプランなどの事業計画を策定す

ることを支援する。 

 

(２)実施方法  

①経営状況の分析を行った事業所に対し、引き続き事業計画策定支援を行う。 

②小規模事業者のうち、小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）の事業計

画策定は、「３－２の事業計画策定支援」で実施することとする。 

③経営指導員１名当り年間 12 件以上の事業計画策定を支援する。また、経営指導員 4名がチ 

ームを編成して年間 4件の策定支援を行うことによって、支援方法を共有化し、支援力を高め

ると同時に、当該事業計画そのものの質を高める。 

チームで行う事業計画策定の案件は、質の高い支援ができ、支援経験が今後の支援に活かされ

るものとして、以下の案件から選ぶ。 

・設備投資計画による経営革新計画申請に係わる案件 

・繊維工業の事業者が付加価値向上対策を行う案件 

・意欲ある事業者に事業承継する案件 

・財務内容が厳しい状況にある事業者で、経営支援課長がチーム支援を必要とすると判断した 

場合 

④事業計画策定セミナーを実施する。前項２の経営分析セミナーと同時開催とし、全会員を対象

に「経営分析・事業計画策定セミナー」及び「経営分析・事業計画個別相談会」を設ける。 

⑤経営分析・事業計画策定セミナー後の事後指導として、経営指導員が巡回し個々の事業者の事

業計画策定支援を行うほか、経営分析・事業計画策定個別相談会を設けて専門家の指導を受け

られるようにする。 
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 (３)活用方法 

事業計画策定事業者がその経営改善を行っていくための基本計画として活用する。 

事業計画策定事業者が事業資金を必要とする際には、日本政策金融公庫の「小規模事業者経

営発達支援融資制度」「マル経資金」の融資を受けるべく、本計画を基にその申請を支援する。

また、策定した事業計画を経営革新計画承認に繋げる他、小規模事業者持続化補助金・もの

づくり補助金等の申請のための事業計画策定にも繋げるべく、支援を行う。 

 

（目  標） 

  現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

経営分析・事業計画策定セミナー 未実施 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

経営分析・事業計画策定個別相談会 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

事業計画策定件数 17 件 48 件 48 件 48 件 48 件 48 件 

チームによる支援件数 未実施 4 件 4 件 4 件 4 件 4 件 

 

３－２ 小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）の事業計画策定支援 

（現状と課題） 

   前項２－２「小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）への経営状況の分

析」に同じく、従来は全店舗を対象とした事業計画策定支援は行っていない。 

緊急を要する事業者から優先して経営分析と事業計画策定を行うことによって、持続的発展へ

の道筋をつけることが課題である。 

 

（事業内容） 

(１)事業計画策定の内容 

前項２－２で経営状況の分析を行った店舗について事業計画策定支援を行う。 

策定する事業計画は、経営ビジョン・経営理念・商品（サービス）戦略・店舗運営方針・売

上利益計画表・計画達成の為のアクションプラン・資金繰り計画表・資金借入返済表などとす

る。 

 

(２)実施方法 

経営指導員が支援して、対象店舗の 6分の１ずつ 3年間（平成 30 年度～平成 32 年度）かけ

て事業計画を策定する。また、専門家の支援が必要な場合は、広島よろず支援拠点・中小企業

基盤整備機構・広島県商工会連合会等と連携して専門家の派遣を受ける。 

 

 (３)活用方法 

事業計画策定事業者がその経営改善を行っていくための基本計画として活用する。 

事業計画策定事業者が事業資金を必要とする際には、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営

発達支援融資制度」「マル経資金」の融資を受けるべく、本計画を基にその申請を支援する。 

また、策定した事業計画を経営革新計画承認に繋げる他、小規模事業者持続化補助金・もの

づくり 

補助金等の申請のための事業計画策定にも繋げるべく、支援を行う。 

 

（目  標） 

  現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

小売店・サービ

ス業店への事業

計画策定支援 

個別対応で

実施 

実態調査と

グループ化 

経営状況の

分析支援 

事業計画策定

支援(対象店舗

の１/6）24 店舗

事業計画策定

支援（対象店舗

の１/6）24 店舗 

事業計画策定

支援（対象店舗

の１/6）24 店舗
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３－３創業者等への事業計画策定支援 

（現状と課題） 

   従来、当商工会として創業塾は実施しておらず、広島県商工会連合会東部支所及び近隣商工

会・会議所の創業塾への受講を会員に促している。 

福山市及び府中市では今後も相当数の創業者が出てくると思われる。今後、近隣商工会（広島

県商工会連合会東部支所・福山北商工会・神辺町商工会・沼隈内海商工会）と調整して 3年に 1

回創業塾を開催することにする。 

なお、開催しない年は近隣の商工会、福山・府中商工会議所開催の創業塾への受講案内を行う。

 

（事業内容） 

    創業塾では、創業の心構え・ビジネスプランの作成ポイント（何時から・どこで・誰に・何を・

どのようにして売るか）等について学習した上で、ビジネスプランの作成支援を行う。 

塾開催時には早くからチラシを作成し、商工会地域内の公共施設・金融機関窓口・他の商工会

や商工会議所での配布や新聞折り込み等行うなど、周知活動を行う。また商工会役員並びに総代

に創業予定者への周知と受講案内を依頼する。講師として広島県よろず支援拠点の専門家・中小

企業診断士等を招聘する。 

創業者が実際に創業することになれば、経営指導員が創業資金の調達・税務署への手続き・記

帳指導・雇用保険・労災保険、場合によっては創業補助金申請等の申請支援を行う。 

 

（目  標） 

  現状 H29 度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

創業塾開催数（近隣商工会で調整） 未実施  1 回   １回 

創業塾受講者数 未実施 15 名 15 名 15 名 15 名 15 名 

創業支援者数  20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

 

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） 

小規模事業者からの金融斡旋の依頼時や経営革新・補助金等の申請時に事業計画の策定を支援

しているが、策定後は事業者まかせであり、計画の達成度の検証をしていない事業所が多く、計

画通りに進捗していない事業所が多いのが現状である。 

事業計画が確実に実行され、当初の目的を達成することが重要であるので、それに向け事業計

画策定後のフォローアップを十分に行き届かせることが課題である。 

 

（事業内容） 

①事業計画策定事業者（繊維工業、繊維工業以外の工業、建設業、卸売業、小売店・サービス 

業、創業者）に対して、策定後 3年間に亘って、原則として 3ヵ月に 1回程度巡回訪問（支援

先の状況によりメール、電話等の手段も使う）し、進捗状況を確認するとともに、必要な指導・

助言を行う。併せて、国・県・福山市などの支援機関の支援策等を周知する。 

②1年後・2年後・3年後と経過を追って、目標と実績を対比し、課題があれば、それを事業者と

指導員が共通に認識した上で、その解決を図る。また、必要に応じて、広島県よろず支援拠点・

中小企業基盤整備機構・広島県商工会連合会等と連携して専門的支援を行う。 

③経営指導員が人事異動により変更になっても、経営カルテに指導履歴を残し支援内容が確認で

きるよう整理する。 

④事業計画策定事業者が「小規模事業者経営発達支援融資制度」を利用した場合は、日本政策金

融公庫と連携したフォローアップを実施する。また、本資金の積極的活用をＰＲする。 

⑤創業者に対しては、税務・金融・記帳・労働保険・社会保険等に係る支援を行い、必要であれ

ば税理士・社会保険労務士・地元金融機関と連携して支援を行う。 

⑥これらの事業者が小規模事業者持続化補助金申請を行おうとする際は、寄り添って支援する。
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（目  標） 

支援内容 現 状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

フォローアップ回数 15 件 132 件 306 件 546 件 720 件 792 件 

持続化補助金申請数 12 件 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

 フォローアップ回数は、全ての事業計画策定事業者と創業者を含めた回数。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状は、個社毎の経営革新計画作成や各種補助金申請時に支援して、需要動向調査を行ってい

るにすぎず、事業者面でも調査項目面でも十分な調査ができていない。 

今後、事業計画策定や新商品・新サービス開発、販路開拓を行おうとする小規模事業が活用で

きる需要動向データを提供できるようにする。 

 

（事業内容） 

  小規模事業者が新たな販路開拓や新商品開発に繋げ、販路拡大・売上拡大に資するよう、商品

またはサービスの市場規模や需要動向を調査する。 

 

（実施方法） 

(１)調査項目 

①業種別市場規模や需要動向の調査項目 

   事業計画策定や新商品・新サービス開発、販路開拓に役立つ需要動向を年 1回定期的に収集・

整理・提供する。 

・製造業の調査項目･･･当商工会の小規模製造事業者は、繊維工業や機械加工、自動車部品加

工の下請け事業者が多いので、この 3分野の市場規模の動向と需要動向を調査する。

・商業の調査項目････ 当地域の代表的な品目である、食品・衣料品・家電品・化粧品にター

ゲットを定め、各品目の商品トレンド・市場の予測等調査を行う。 

・サービス業の調査項目････サービス業の役務として、理容業・美容業・飲食業をターゲット

に定め、各役務のサービスのトレンド・市場の予測等調査を行う。この場合、地域経

済動向ともリンクさせる。 

・建設業の調査項目･･･公共工事､民間設備投資､住宅建設投資(新築・リフォーム)等について、

需要動向並びに市場規模の見通しを調査する。この場合、地域経済動向と併せて検討

する。 

         

②個別事業者の商品又は役務の市場規模や需要動向の調査項目 

定期的なデータ以外に、個社毎に独自の需要動向が求められる際に、業種別の調査と並行して、

個別事業者毎にその商品又はサービスの市場規模や需要動向の調査を行う。 
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（２)データの収集方法 

①定期的に需要動向調査を行う業種と調査項目、収集方法 

業種（大） 業種（小） 調査項目 情報収集方法 

製造業 

繊維工業 
業界需要動向 

①域内小規模事業者が親企業や取 

引先企業から需要動向や設備投資

を聞き出す。 

②業界新聞情報から収集 

③ひろぎんビジネススクｴア Hinet

Navi」から収集 

機械加工 

設備投資動向 
自動車部品 

商 業 

 商圏毎の人口・世帯数 ①『ひろぎんビジネススクｴア Hinet

Navi」「jSTAT MAP（総務省）」

「RESAS（内閣府）」「MieNa（日本統

計センター）等から収集 

②アンテナショップ（ひろしま夢ぷ

らざ等）や高速道 SA の売れ筋情報

食品・衣料品・化粧品・

家電品の需要動向 

ｻｰﾋﾞｽ業 

理容業 商圏毎の人口・世帯数 『ひろぎんビジネススクｴア Hinet

Navi」「jSTAT MAP（総務省）」

「RESAS（内閣府）」「MieNa（日本統

計センター）等から収集 

美容業 各役務のサービスの需

要動向 
飲食店 

 

建設業 

 公共工事 国・県・市の「公共工事予算」、国

の「建設投資見通し」、日本政策金

融公庫の「中国地方民間設備投資動

向調査」、建設業界の「建設業況調

査」等から収集 

民間設備投資 

住宅建設 

（＊）調査する業種や調査項目については、社会情勢の変化やニーズに合わせて見直していく。

 

 ②個社毎に独自の需要動向データが求められる際には、事業者と一緒に個別に収集・整理する。

 

(３)情報整理・蓄積方法  

入手した情報は、1か所に纏めて整理し、いつでも情報提供できるようにしておく。書類は

ファイルにて、電子データは商工会の共通ファイルにフォルダーを設けて、業種別のデータと

して保管する。 

 

(４)活用方法 

個社の経営戦略策定・設備投資・新商品新サービス開発・販路開拓等を検討し、実行する際

に本需要動向調査データを活用する。また、事後指導に当たっても活用する。 

なお、アンテナショップ（ひろしま夢ぷらざ等）やサービスエリアでの売れ筋状況等につい

て取り纏めた情報を年間 2回は当該事業者へ提供し、今後の商品戦略策定や出品方法検討など

に活用できるようにする。また、今後、出品を検討する新しい事業者を支援する際にも活用す

る。 

 

（目  標） 

 現状 H 29年度 H 30年度 H 31年度 H 32年度 H 33年度

定期的な需要動向調査 未実施 
業種毎 

1 回 

業種毎 

1 回 

業種毎 

1 回 

業種毎 

1 回 

業種毎 

1 回 

個社独自の需要動向調査 未実施 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件 
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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・改善点） 

当地域では、人口減少に伴い需要も低下している状況で、大中型店の進出やネット通販の普及

など、小規模事業者にとっては厳しい経営環境となっている。このような経営環境にもかかわら

ず、当地域の商業・サービス業者は、意欲的に新たな販路の開拓に取組んでいる事業者は少ない。

繊維産業をはじめとする製造業に関しても、技術力を持ちながら新たな取引先の獲得に積極的

に働きかけているとはいえない。現状で実施している「新たな需要の開拓に寄与する事業」は、

広島県商工会連合会が推進している各種アンテナショップへの参加や展示会への出展等であり、

個社にとって新たな販路開拓につながる効果は挙がっていないのが現状である。 

今後は、繊維産業の需要開拓支援を目指して、当会ホームページに（現在、若干の事業所紹介

は行っている）事業所紹介を行い、繊維産業ネットワークを構築するなど、各業種について個社

支援につながる需要開拓支援事業に転換するよう取組む。  

 

（事業内容） 

１． 繊維産業ネットワークの構築《大幅改善》 

当商工会のホームページに、当会管内の繊維関連事業者の受注に関連する個社情報を掲載す

る。技術力があり確かな製品加工を行える工場の情報を求めるニーズに対応し、既存の事業所紹

介を大幅に改善し、繊維関連事業者を工程別にまとめ、地域内の個社どうしの受発注から、地域

外からの受注につながる情報として、「福山あしな商工会繊維産業ネットワーク」を構築する。

現実に、地域外アパレルメーカーより裁断工場、繊維洗業工場、特殊縫製工場等についての問い

合わせがあり、繊維産業ネットワークは新たな受注の拡大に繋がると考えられる。 

 

□目  的：当会のホームページに繊維関連事業者の製造工程・加工内容・事業所規模・特徴等

を掲載し、新たな取引先拡大とマッチングを目指し、年々パートナーとして受注金

額を拡大する。 

□掲載目標：地域繊維産業関係者の 50％以上（120 事業者） 

□訴求対象：広範囲にわたる繊維産業関連メーカー、地域繊維関連業者等 

□取組年度：平成 29 年度は事業者調査、情報収集を行い、平成 30 年度には構築する。 

□推進体制：繊維関係者若干名・専門家・経営指導員による「繊維産業ネットワーク推進委員会」

を組織し、ネットによる情報提供と業界ニーズの両面から問題点を改善し事業実施

を確実なものとする。 

□掲載内容：自社の作業可能な製品の紹介、主力商品、独自技術、生産能力、設備内容、主要取

引先等 

 

２． 製造業の新規取引先拡大 

□商談会名：（公財）ひろしま産業振興機構主催「福山地区広域取引商談会」 

  □目  的：中国地方の、金属・機械・電気器具等部品加工を行っている中堅企業が、新たな取

引先を求めて、商談会で成約を目指す。 

  □対  象：金属・機械メーカーならびに部品加工業者 

【改善点】 

①受注側企業として、工業関連の事業所に周知すると共に、参加事業者の発注内容を事前に

提供し、マッチングの可能性を高める。また、事業計画策定個社には特に参加を促す。 

②取組みへの工夫として、発注企業リストが事前に提供されるため、発注内容が不明な場合

は（公財）ひろしま産業振興機構に問い合わせや、ホームページで会社概要を確認する等、情報

を把握する。 
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３．新商品等テスト販売 

  □出 展 名：「ひろしま夢ぷらざ」・「むらからまちから館」・「広島ブランドショップ TAU」・「山陽

高速道路サービスエリア」等 

  □目   的：新商品等のテスト販売により消費者ニーズ、嗜好を掴む。 

  □対  象：新商品、地域のユニーク商品及び特産品（食品・木工品・工芸品等）の開発を行う

小規模事業者 

  □訴求対象：一般消費者、バイヤー等 

【改善点】 

①｢ひろしま夢ぷらざ｣等の売り上げ実績を事業者へフィードバックし、ブラッシュアップ等

の参考にする。パッケージデザイン・価格・容量・味等の問題点があれば、専門家を招聘

して商品改良等を支援する。 

②出展に必要なチラシの作成、売り込み商品の魅力を最大限にアピールできるノウハウ支援

を行う。 

③テスト販売等には、当会職員が立ち会い、関係機関等とのコーディネート役を務め、人脈

づくりに貢献する。出展後は、販路拡大・売上拡大に繋がるよう、フォローアップをする。

 

４．地域ユニーク商品・サービス等情報の発信 

□情報誌名：月刊「商工会」の会員情報ひろば、地域経済情報誌（経済リポート・ビジネス情報

等）、タウン情報誌（リビングふくやま） 

   □目   的：新商品等の紹介、販路開拓、事業所紹介 

   □対   象：あらゆる小規模事業者の新商品、地域のユニーク商品及び特産品（食品・木工品・

工芸品等）、建築新工法、高齢者に優しいリフォームの提案等 

 □訴求対象：一般消費者、商工業者等 

【改善点】 

情報発信後の効果について把握ができておらず、今後は、個社との反響の内容を分析し、問

合せ先企業の情報から定番化商品への支援等、経営指導員の範疇を超えると判断されれば専

門家を招聘して支援を行う。 

 

支援内容 現状 H 29 年度 H 30 年度 H 31 年度 H 32 年度 H 33 年度

繊維産業ネットワークの

構築 （掲載社数） 
未実施 

事業所調

査・情報収集
120 社 120 社 120 社 120 社 

受注件数 未実施 － 3 件 5 件 8 件 8 件 

製造業の新規取引先拡大 

商談会参加者数 
未実施 2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

成約件数 未実施 2 件 3 件 4 件 4 件 4 件 

新商品等テスト販売 3 社 5 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

商 品 数 － 5 ｱｲﾃﾑ 5 ｱｲﾃﾑ 5 ｱｲﾃﾑ 5 ｱｲﾃﾑ 5 ｱｲﾃﾑ 

地域ユニーク商品・サー

ビス等情報の発信 
1 社 5 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

売上が伸びた事業所 － 4 社 7 社 7 社 8 社 8 社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

１．基幹産業である繊維工業の持続的発展に向けての付加価値向上対策  

（現状と課題） 

近年、大手・中堅繊維企業の殆んどが生産基地を海外にシフトしているものの、緊急性のある

ものや小ロットのもの等については国内生産を続けており、当地域の小規模事業者がメーカーと

の取引、メーカーの下請けとしてその製造工程の一部を担っている。しかし、受注量の減少、低

工賃・小ロット・短納期等の厳しい条件を余儀なくされているのが現状である。 

当商工会としては、経営環境を踏まえての経営・労務・税務等の講習会等は実施してきている

が、組織的な取組みは行ってきていない。 

この度は、繊維産業の小規模事業者の経営発達のために「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」の取

得支援を行う。 

 

（事業内容） 

2015 年 1 月に、(一社)日本アパレル・ファッション産業協会が実施主体となり、新たに純正国産

品に対する認証事業である「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」を、日本繊維産業連盟の協力を得て

立ち上げた。日本の繊維・ファッション産業は、独自の技術と創造力によって世界に誇る高度な

モノづくりを行ってきており、素材や加工技術の品質の高さは、世界からも評価されている。そ

の素材から最終商品に至るまで、繊細でこだわりのあるモノづくりの素晴らしさを、消費者に的

確に伝えることが大切である。海外からも多くの日本商品について注目が集まる今、日本のモノ

づくりの価値を業界として維持発展させながら、改めて国内外の消費者に日本産品への深い認識

と愛着を持っていただくことが重要と考えられる。「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」は、モノづ

くりの価値を制度としてバックアップするとともに、販売活動までをコミュニケーション戦略に

よってサポートするものである。 

「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」は 2段階の構成で、第 1段階は「安全・安心・コンプライアン

ス企業認証」「縫製企業認証」、第 2段階は「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証（商品認証・シーズンごと）」

である。当商工会では、産地である繊維工業者に高付加価値化した事業所への転換を促進するた

め、第 1段階の「安全・安心・コンプライアンス企業認証」「縫製企業認証」の取得を支援する。

 

（実施要領） 

当商工会の繊維部会事業に位置付け、織布・染色・裁断業・縫製業・洗い業・特殊加工業・企

画・販売業等事業者の「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」を推進する。 

 

(１)繊維部会幹事会と経営指導員及び広島県アパレル工業組合と連携して、「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴ

Ｙ認証事業推進委員会」を作り推進する。 

(２)具体的な推進方法 

①先ず、全繊維事業者を対象に「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証事業」の説明会を開催し（平成 28

年度と平成 30 年度に各１回開催）、本事業についての認識を得る。 

②その後、個別相談会を開催し、相談を通じて「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証」を目指す事業者を

選定する。 

③「Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証」を目指す事業者に対しては、認証取得に必要となる「安全・安

心・コンプライアンス」と｢５Ｓ｣に関しての 2つの研修会を開催する。 

   研修会は福山市産業支援コーディネーター等に講師を依頼して行う。 

④「安全・安心・コンプライアンス」と｢５Ｓ｣を職場内に定着すべく、経営指導員が指導する。

必要があれば、福山市産業支援コーディネーター等の指導を受ける。 

⑤「安全・安心・コンプライアンス」と｢５Ｓ｣が定着したら、経営指導員が支援して、認証申

請書を作成する。 
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（＊参考）Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証の認定基準は次のとおりである。 

(１)安全・安心・コンプライアンス企業認定基準 

①織布・編立工程 

・安心に関する事項…法令遵守・環境保全 

・安全に関する事項…法令遵守 

②染色整理加工工程 

・安心に関する事項…法令遵守・環境保全 

・安全に関する事項…法令遵守 

③縫製工程 

・安心に関する事項…法令遵守・環境保全 

・安全に関する事項…法令遵守 

④企画・販売工程 

・安心に関する事項…法令遵守・消費者対応 

・安全に関する事項…法令遵守 

 

(２)縫製企業認定基準 

①職場環境…５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）ができており、製品品質に影響を及ぼす 

設備や機器等の作業環境が整っている。 

②織布・編立工程 

③材料・整理管理 

④裁断・縫製 

⑤検品 

⑥危険物管理 

 

（成果） 

Ｊ∞ＱＵＡＬＩＴＹ認証を取得することにより、安心・安全・コンプライアンスの意識も高ま

り、更に職場の作業環境の改善も図れる。これにより、効率的な高付加価値工場へと進化するの

で、親企業からの信頼を得て、受注が増加し、利益確保に繋がる。 

 

（目  標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

繊維部会幹事会（J∞

QUALITY 認証事業） 
未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

J∞QUALITY 認証事業

説明会 
未実施 １回  1 回   

J∞QUALITY 認証事業

認定支援 
未実施 1 事業者 3事業者 3 事業者 3事業者 3 事業者
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２．商業･サービス業の振興 

 （現状と課題） 

   当商工会地域の商店街は「新市本通り商店街」・「戸手地区」・「宮内地区」の三地域にあるが、

いずれも疲弊しており、新市本通り商店街を除いては商店街の機能が失われ、商店が集積してい

る程度である。近年、周辺市町に大型店・スーパー等の進出、国道 486 号線及び県道 26 号線（旧

道府中線）沿いに大型商業施設（ハローズ、エブリイ、ザ･ビッグ、ナフコ、ニチエー等）が進

出し、集客力の低下と共に廃業が進み店舗数も減少し商店街の機能も失いつつある。 

   今後は、Ⅰ経営発達支援事業の「小売店・サービス業関係の店舗（飲食店・理髪店・美容院等）

の支援」で支援する一方、地域の賑わい、身近な買物場所としてコミュニケーションの維持にも

貢献する地域にはなくてはならない商業･サービス業を振興していく。 

 

 （事業内容） 

①当商工会の商業部会が中心となり、「（仮称）商業･サービス業振興委員会（商業部会・経営指導

員・福山市産業支援コーディネーター等の専門家で構成）」を作り、推進する。 

②新市本通り商店街では、共同売り出し、共同イベント、共同販促活動（スタンプカードなど）、

共同採用などの事業を推進する。 

戸手地区及び宮内地区は商店が点在している状況であり、商店街といえるものはない。そのた

め、この 2地区商店については、Ⅰ経営発達支援事業の「小売店・サービス業関係の店舗（飲

食店・理髪店・美容院等）の支援」で支援するに留める。 

③3地区全体の商業・サービス業者を対象に集団セミナーとしての「販売力強化セミナー」「接客

マナーセミナー」を年度ごとに実施する。セミナーでは、販売促進策・個店の販売力強化・商

品構成及び接客技術等の研修を行う。 

 （目  標） 

 

 

３．観光振興による地域のブランド化 

（現状と課題） 

   地域には、歴史・文化遺産・豊かな自然環境等がありながら、連携しての周知活動は行われて

いない。今後は「（仮称）福山あしな観光プロジェクト委員会」を設置して、地域経済活性化を

目的とした取組みを行う。 

 

 (１)新規事業の内容 

     当商工会地域には、新市町に市立大祭や節分祭で知られる吉備津神社、「茅の輪」伝承発祥の

地、けんかみこしで有名な素盞鳴神社等、歴史・文化的にも優れた遺産があり、芦田町には福山

市立動物園の観光資源がある。この三大観光資源の年間行事をもとに、新しい魅力の創造・情報

発信・特産品開発・回遊性を持たせた観光ルートの開発等を行い「福山あしなブランド」を創造

し、観光入込客の増加と小規模事業者への波及効果に繋がる取組みを「（仮称）福山あしな観光

プロジェクト委員会」を設置し推進する。プロジェクト委員会は、商工会長・経営発達支援事業
ワーキング委員・金融機関代表（金融懇談会より）・観光協会・町内会連合会長・福山市立動物

園長他で構成し、構成員間で課題を共有化して活動する。 

 

 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

商業部会役員会 未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

販売力強化セミナー 

参加人数 
未実施 

1 回 

20 人 
 

1 回 

20 人 
 

1 回 

20 人 

接客マナーセミナー 

参加人数 
未実施 

１回 

20 人 

１回 

20 人 
 

１回 

20 人 
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（２）「（仮称）福山あしな観光プロジェクト委員会」の活動内容 

  「（仮称）福山あしな観光プロジェクト委員会」の活動は下記の通りとする。 

ア．三大観光施設の年間行事等を組み合わせて地域内への観光入込客増加の取組み 

イ．連携したイベントの実施等により観光客の増加 

ウ．地区全体の観光ＭＡＰの作成と観光ルートの開発 

エ．地域特産品の開発と販路開拓 

オ．三大観光施設の連携や地域資源を活用した新たな特産品開発等により「福山あしなブラン

ド」づくり 

カ．小規模事業者にとってもメリットとなる、地域住民等とのコミュニティー形成  

 

(３)当商工会地区内の三大観光施設の年間主要行事目標 

月 吉備津神社 素盞鳴神社 福山市立動物園 

1 月 歳旦祭（元旦） 元旦祭 正月イベント（動物クイズ等）

2月 節分祭（2月 3 日） 

ほら吹き神事（2月 3日） 

節分祭（2月 3 日） バレンタインイベント 

3 月    

4 月    

5 月  蘇民神社・疱瘡神社祭 GW 行事 

6 月 夏越の大祓祭り（6月 30 日）   

7 月  素盞鳴神社祇園祭例祭 動物愛護に関する標語コンク

ール 

一日動物教室 

8 月  茅の輪くぐり大祓式 夜の動物園・お盆イベント 

9 月    

10 月  天満宮例祭・合格祈願祭  

11 月 七五三祭（11 月 15 日） 
市立大祭（11 月 23 日前後） 

七五三祝祈願(中旬) 動物園まつり 

12 月 交通安全祈願祭（12 月 30 日） 除夜祭（12 月 31 日）  

 

（目  標） 

 福山あしな観光プロジェク

ト委員会 

平成 29 年度に組織化し、毎年 3回以上の開催とする。 

福山市立動物園の入園者数 

平成 25 年度…285,213 人(＊1）に対し平成 32 年度は 320,000

人にする。 
(＊1)平成 27 年 3 月発行の平成 26 年度版統計ふくやまによる 

吉備津神社の来場者 
現状の正月 3ヶ日で 20 万人程度の来場者を維持するとともに、

平常時の来場者を増やす。 

素盞鳴神社の来場者 
現状の正月 3ヶ日での 1万人とけんかみこし時の 1.5 万人の来

場者を増やすとともに、平常時の来場者も増やす。 

特産品開発 平成 33 年度末までに、3商品の開発と販売ルートを確立する。
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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 

（現状と課題） 

関係機関や団体との情報交換会や経営指導員の研修会等には、積極的に参加していたが、既存

の経営改善普及事業の推進を図るための内容であった。 

今後は、経営発達支援事業の効果的な推進を図るため、支援ノウハウ等の習得を念頭において

関係機関との情報交換会や研修会に出席する。 

 

（事業内容） 

①広島県商工会連合会が開催する事務局代表者会議（年 6回）並びに経営指導員部会の会議や研

修会に出席し、支援ノウハウ等の情報交換と習得を行う。中小企業庁並びに全国連等の中央情

報の提供にも傾聴する。 

②日本政策金融公庫福山支店、近隣商工会、商工会議所との金融協議会（年 2回以上）に出席し、

地区内の金融情報や小規模事業者の支援に向けた情報交換を行う。経営発達支援融資制度等の

新制度に精通する。 

③所轄の府中税務署との連絡協議会（年 2回）に出席し、税制、決算、申告等の税務情報の意見

交換を実施する。消費税改正を含む税制改正、申告指導の注意点等には注意を払う。 

④福山市の総合計画との整合性を図るため、福山市の担当部局並びに福山市商工会議所・近隣４

商工会（福山北・神辺町・沼隈内海・福山あしな）との連絡協議会を年４回程度開催し、小規

模事業者の持続的発展について情報交換を実施する。福山市行政が各商工会・福山商工会議所

の経営発達支援事業の評価委員に加わることとなるので、連絡協議会の場で、経営発達支援事

業の実施状況並びに経過等について情報提供し、適切な議論ができ、且つ支援をしてもらえる

よう努める。 

⑤創業塾等については、近隣４商工会間で、開催年度の調整を行い相互に受講の促進を行う。 

⑥(一財)備後地域地場産業振興センターが主催する備後地域の産業界(事業協同組合)、大学等･

行政・産業支援機関で構成する「びんご産学官人材育成等ネットワーク会議」に出席し、情報

交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

 従来から広島県商工会連合会が主催する経営指導員等研修会（一般コース・特別コース）・指

導職員等（補助員）研修会に参加し、資質の向上を図っているが、小規模事業者の売上や利益率

向上のための資質向上が不足している。 

今後、経営指導員が経営発達支援事業を効果的に推進する為、経営指導員等の現状の支援能力

と不足する分野を分析し、必要とする支援能力を習得するよう研修会を受講させる。特に、小規

模事業者の売上や利益、付加価値の増加に資する支援能力の向上に留意する。 

 

（事業内容）     

(１)経営指導員等の資質向上の取組み 

経営指導員が経営発達支援事業を効果的に推進する為、4名の経営指導員の現状の支援能力と

不足する分野を分析し、必要とする支援能力を習得するよう研修会を受講させる。 

①広島県商工会連合会が主催する経営指導員等研修会に参加し、職員としての資質向上と、小規

模事業者の売上や利益率向上に関する支援ノウハウの向上を図る。 

また、売上や利益率向上に関する支援ノウハウを習得するために、専門家を講師にした研修会

を年 1回開催する。 

②府中税務署・広島県労働保険事務組合連合会・その他関係機関が主催する研修会への積極的な

参加や、地区内金融機関や中国税理士会府中支部との連携を図り、税制改正・金融制度・労災
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及び雇用保険等に係る行政施策を収集し、支援能力の向上を図る。 

③全国商工会連合会が実施するＷＥＢ研修（ｅラーニング）を積極的に受講し、経営支援全般に

係る支援能力を身につける。 

④中国経済産業局が主催するスキルアップセミナーに年１回以上参加する。 

⑤経営革新・創業・事業承継等の専門分野の支援能力を習得する為に、中小企業大学校等の研修

会に参加する。 

⑥補助員については、広島県商工会連合会が主催する補助員等研修会に参加させる。また、経 

営発達支援事業における会員等への指導・助言事業を行う際に、経営指導員と補助員・記帳指

導職員とがチームとなって実施し、指導員以外の職員の支援ノウハウの習得と指導能力の向上

を図る。（月に 1回程度を目安にする。） 

 

(２)支援ノウハウや小規模事業者の経営分析結果等を組織内で共有する体制を構築する 

①毎月 1回、職員会議を開催し、経営指導員からの支援計画の進捗状況を聞くとともに、情報を

共有しお互いの不足部分を補いながら支援能力の向上を図る。蓄積された支援事例の成功事例

や支援手法など商工会組織に蓄積する。 

②四半期に 1回「職員研修会」を開催し、各経営指導員が保持している支援等のノウハウを職員

全員で共有し、お互いの不足部分を補いながら支援能力の向上を図るとともに、経営発達支援

事業の遂行に役立てる。蓄積された支援事例の成功事例や支援手法などを商工会組織に蓄積す

る。 

③事業者の事業計画策定・事後指導実績等のデータについては、保存場所を確保して職員全員が

閲覧可能とし、情報の共有化を図る。 

④専門家派遣を行う場合は、ＯＪＴのため、必ず経営指導員が一人以上同行し、報告書を回覧し

情報を共有する。 

⑤順次経営支援事例が増える中で、事業者ごとの経営状況の分析・事業計画策定・策定後の支 

援状況を分かりやすくするため、個別に管理する。 

また、持続化補助金等各種補助金獲得事業者の補助金獲得の状況と成果を纏めて保存する。 

更に、各種補助金申請や経営革新計画承認取得、事業承継案件等についても常に洗い出しを行

い、早めに準備を進めるべく組織内で共有化する。 

 

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 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況については、成果・評価・見直しをするため PDCA サ

イクルの仕組みを構築し以下の方法で評価・検証を行う。 

①職員会議において年 4回職員個々の実績や課題・対策について報告を行い、全員で検証する。

②広島県東部産業支援担当・福山市産業振興課・中小企業診断士の有識者、商工会正副会長等「福

山あしな商工会経営発達支援計画評価委員会」を設置し、事業の実施状況、事業の成果の評価・

見直し案の検討を行う。 

③評価委員会は、年度中途の進捗状況について 10 月、1年間の結果について 4～5月に評価委員

会を開催し、事業の評価を行う。 

④事業の成果・評価・見直しは、理事会、総代会に報告し承認を受けると共に、広島県・福山市・

広島県商工会連合会へ報告する。 

⑤事業の成果、評価、見直しの結果は、会報で全会員に報告すると共に福山あしな商工会ホーム

ページで常時閲覧ができるよう公表する。 

ＵＲＬ：http://www.hint.or.jp/~f-ashina/ 
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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２８年１１月現在）

（１）組織体制 

 

（福山あしな商工会の組織） 

地区内商工業者 1,057 ・ 地区内小規模事業者 919 名 ・ 会員数 650 名 

役  員 35 名（内訳：会長 1名・副会長 2名・理事 30 名・監事 2名）  

事務局 8 名（内訳：事務局長 1名・ 経営指導員 4名・補助員 2名・ 嘱託 1名） 

 

金融審査委員会

会　長

監　事
２人

理　事
３０人

総　代
会

(１３０人)

副会長
２人

事　務　局

繊維部会

商業部会

工業部会

建設部会

サービス部会

青年部

女性部

会員

650人

 

 

（経営発達支援事業の事業実施体制） 

事務局長と経営指導員、補助員､記帳指導職員を経営支援スタッフとする「経営発達支援チー

ム」を組織し、毎月 1回事業計画の進捗状況の確認と問題点の抽出、今後の取組みについて協

議し事業を進めて行く。 

 

・経営発達支援チーム 

総括責任者  事務局長 １名 

リーダー   課長(経営指導員)１名 

担当者本所 経営指導員２名･補助員１名･嘱託(本･支所兼務)１名 

″  支所 経営指導員 1名･補助員１名･嘱託(本･支所兼務)１名      合計 ８名 
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（経営発達支援チーム） 
 

事務局長 

 

  

経営指導員(課長) 

  

 

本所(新市地区)                      支所(芦田地区) 

 

経営指導員     補 助 員     嘱託(兼務)   経営指導員   補 助 員 

２名      １名          １名          １名         １名 

 
 

 

 

 

 

福山あしな商工会経営発達支援計画評価委員会 
 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

福山あしな商工会 
【本    所】〒729-3103  

広島県福山市新市町新市 820-1 

電話番号  0847-52-4882 

FAX 番号  0847-52-7177 

メ ー ル      f-ashina@hint.or.jp  

ホームページ  http://www.hint.or.jp/~f-ashina/ 

 

【芦田支所】〒720-1262  

広島県福山市芦田町下有地 910-7 

電話番号 084-958-5858 

FAX 番号 084-958-4065 
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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） 

 H29 年度 

(H29 年 4 

月以降) 

H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

必要な資金の額 3,770 3,670 3,970 3,270 3,670

 

小規模企業対策事業費 

(1)経済動向調査事業費 

・通信費 

・事務費 

・謝金（調査結果分析等） 

 

(2)経営状況分析事業費 

①経営分析セミナー開催費 

 

(3)事業計画策定支援事業費 

①事業計画策定セミナー開催費 

②創業塾開催費 

 

(4)需要動向調査事業費 

 ・外部調査機関等委託調査費 

 

(5)需要開拓事業費 

 ①新商品開発関連専門家謝金 

②展示会出展関係支援費 

 ③アンテナショップ出店支援費 

④広報雑誌等掲載補助費 

⑤販路開拓能力向上セミナー 

開催費 

 

(6)地域経済活性化事業費 

①Ｊ∞QUALITY認証事業費 

②販売力強化セミナー開催費 

③接客マナーセミナー開催費 

④観光プロジェクト委員会開催費

 ⑤観光ＭＡＰ作成費 

⑥特産品開発支援事業費 

⑦地域ブランド化事業費 

 

(7)経営発達支援事業支援力向上 

事業費 

 ①評価委員会開催費等 

 ・外部有識者謝金 

・通信費、事務費等 

 

(170)

20

50

100

(300)

300

(300)

300

(300)

300

(850)

300

100

100

50

300

 (1,550)

300

300

300

50

300

300

(300)

300

(170)

20

50

100

(300)

300

(700)

300

400

(300)

300

(850)

300

100

100

50

300

(1,050)

100

300

50

300

300

(300)

300

(170)

20

50

100

(300)

300

(300)

300

(300)

300

(850)

300

100

100

50

300

(1,750)

300

300

50

500

300

300

(300)

300

 

(170) 

20 

50 

100 

 

(300) 

300 

 

(300) 

300 

 

 

(300) 

300 

 

(850) 

300 

100 

100 

50 

300 

 

 

(1,050) 

100 

 

300 

50 

 

300 

300 

 

(300) 

 

300 

 

 

(170)

20

50

100

(300)

300

(700)

300

400

(300)

300

(850)

300

100

100

50

300

(1,050)

100

300

50

300

300

(300)

300

 

（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 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、手数料収入、使用料収入、事業受託料収入、

本会自主財源による調達、受益者負担 

 

（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 

Ⅰ.経営発達支援事業 

Ⅰ-1. 地域の経済動向調査に関すること 

・年 4回景況調査を行い、取り纏められた中小企業景況調査報告書を受け取り、「福山あし

な商工会地域経済動向調査報告書」として活用する。 

連携者及びその役割 

【連携者名】                  【役 割】 

 

●全国商工会連合会                    地域経済動向の情報提供 

会長 石澤 義文           

[〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 

有楽町電気ビル北館 19 階 

℡03-6268-0088］ 

 

 

連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

・「福山あしな商工会地域経済動向調査報告書」を取りまとめる上で、連携の必要性あり。地域経

済からマクロ経済的な情報提供もでき、事業計画策定・策定後の事後指導に不可欠である。 

 

 

 

 

 

《福山あしな商工会》 

（会員） 

【景況調査】 

四半期ごとに製造業・建設業・小

売業・サービス業の調査を行う。

・売上額の実績 

・前年同期との比較した経営状況

と来期の見通し 

・今期と来期（予想）新規設備投

資の状況 

・今期直面している経営上の問題

点 

・業況判断の背景について感じて

いること（記入自由） 

   

 

《全国商工会連合会》 

    

 【中小企業景況調査報告書】 

四半期ごとに商工会からの調査を

全国商工会連合会でまとめ、各商

工会へ報告書を送付。 

・産業全体の景気動向・製造業・

建設業・小売業・サービス業の

業種ごとの景気動向 

・各業種ごとの、主要 3項目の動

き・業種別の状況・地区別の状

況・人口規模別の状況、従業員

規模別の状況・経営上の問題

点・設備投資の状況 

   

調査票

の提出

景況

調査

報告
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連携する内容 

Ⅰ-2. 経営状況の分析に関すること 

Ⅰ-3. 事業計画の策定支援に関すること 

Ⅰ-4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

   ・各種セミナー・個別相談会の開催に伴う講師の招聘 

   ・事業計画策定及び実施支援に対し、経営課題解決に対する支援 

   ・創業塾開催に伴う講師の招聘 

・事業計画策定後実施支援に際し、事業資金の必要性に対する支援 

連携者及びその役割 

【連携者名】                     【役 割】 

 

●広島県商工会連合会                    エキスパートバンクを活用した 

会長 熊高 一雄                     専門家による指導･支援 

[〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27           （フォローアップを含む） 

 (℡082-247-0221)］ 

 

●(公財)ひろしま産業振興機構              専門家による指導・支援 

代表者 深山 英樹                     （フォローアップを含む） 

[〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

広島県情報プラザ・広島県よろず支援拠点 

(℡082-240-7715)] 

 

●(公財)ひろしま産業振興機構（福山支所）        専門家による指導・支援  

理事長 角廣 勲                     （フォローアップを含む） 

[〒720-0031 福山市三吉町 1丁目 1-1 

(℡084-926-2670)］ 

 

●(一社)広島県中小企業診断協会             専門家による指導・支援 

代表理事 岸本 実                    （フォローアップを含む） 

[〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

(℡082-569-7338)] 

 

●中国税理士会 府中支部                専門家による指導・支援 

支部長 栗原 康雄                     （フォローアップを含む） 

[〒729-3101 福山市新市町戸手 2331-19 

(℡0847-52-5866)] 

 

●広島県事業引継ぎ支援センター             創業・事業承継に係る支援 

総括責任者 平野 勝正 

[〒730-8510 広島市中区基町 5-44 

(℡082-555-9993）］ 

 

●㈱日本政策金融公庫福山支店              事業実施に係る資金的支援 

支店長 大石 晃裕 

[〒720-0814 福山市光南町 2丁目 2-7 

(℡084-922-6550)] 

 

●㈱広島銀行新市支店                   事業実施に係る資金的支援 

支店長 水野  直 

[〒729-3103 福山市新市町新市 757-3 

(℡0847-52-2600）］ 
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●㈱中国銀行新市支店                  事業実施に係る資金的支援 

支店長 向井 隆通 

[〒729-3103 福山市新市町新市 593-7 

(℡0847-52-3310）］ 

 

●両備信用組合新市支店                    事業実施に係る資金的支援 

支店長 粟根 康仁 

[〒729-3101 福山市新市町戸手 604-3 

(℡0847-51-5333）］ 

 

●備後信用組合新市支店                    事業実施に係る資金的支援 

支店長 森  孝司 

[〒729-3103 福山市新市町新市 620-2 

(℡0847-52-3260）］ 

連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

・経営状況の分析・事業計画策定支援・創業塾の開催・事業計画策定後の実施支援の際、セミナー及

び個別相談会へ講師を招聘して課題解決を図ることができる。また事業資金の調達についても円滑

な融資が可能である。 

 

《福山あしな商工会》 

（小規模事業者・会員） 

・経営状況の分析 

・事業計画策定支援 

・創業者等への支援 

・創業事業計画策定支援 

・事業計画後の実施支援 

・事業資金に関する支援 

・各種セミナー、個別相談会への講師招聘 

以上、支援を行う。 

【経営課題解決の連携先】 

経営状況の分析・事業計画策定・

事業計画策定後の実施支援に関

すること・創業者等への支援 

・広島県商工会連合会 

・(公財)ひろしま産業振興機構

（広島県よろず支援拠点） 

・独立行政法人中小企業基盤整備

機構 

・(一社)広島県中小企業診断協会

・中国税理士会 府中支部 

・広島県事業引継ぎ支援センター

【事業資金に関する連携先】 

事業資金に関すること 

創業塾の募集に関すること 

・㈱日本政策金融公庫福山支店 
・㈱広島銀行新市支店 
・㈱中国銀行新市支店 
・両備信用組合新市支店 
・備後信用組合新市支店 

連携 連携
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連携する内容 

Ⅰ-5. 需要動向調査に関すること 

・需要動向調査に関する情報の提供 

Ⅰ-6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・連携する内容：新規販路開拓及びテスト販売 

連携者及びその役割 

【連携者名】                     【役 割】 

 

●全国商工会連合会                             地域経済動向の情報提供 

会長 石澤 義文 

[〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 

有楽町電気ビル北館 19 階 

(℡03-6268-0088)］ 

 

●ひろしま夢ぷらざ                     販路開拓・展示販売 

所長 倉岡 達志 

[〒730-0035 広島市中区本通 8-28  

(℡082-544-1122)] 

 

●広島ブランドショップ ＴＡＵ                販路開拓・展示販売 

支店長 村上 祥平                 

[〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 銀座上一ビルディング 

(℡03-5579-9952)] 

 

●むらからまちから館(㈱ふるさとサービス)          販路開拓・展示販売 

代表取締役 本藤 俊男 

[〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館  

(℡03-5208-1521)] 

 

●信用金庫合同ビジネスフェア実行委員会           信用金庫合同ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱへの出展 

委員長 坪井 宏 

[〒730-8707 広島市中区富士見町 3-15 

(℡082-245-0513)] 

 

●(公財)ひろしま産業振興機構                製造業取引先の拡大 

代表者 深山 英樹 

[〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

広島県情報プラザ・広島県よろず支援拠点 

(℡082-240-7715)] 
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連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

・業種別需要動向の調査を適切に行うことができる。 

・新商品開発の販路開拓に有効、アンテナショップの役割を果たすことができる。マッチングが可能

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《福山あしな商工会》 

  （小規模事業者・会員） 

・需要動向に関すること 

・新たな需要の開拓に寄与する事

業に関すること 

・（仮称）特産品開発委員会の設置

《連携機関》 
・需要動向に関すること 
○全国商工会連合会 
・新たな需要の開拓に寄与する事業に関

すること 

○ひろしま夢ぷらざ 
○むらからまちから館 

○広島ブランドショップＴＡＵ 

○信用金庫合同ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ実行委員会 

○(公財)ひろしま産業振興機構 

連携 
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連携する内容 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

Ⅱ-1 基幹産業である繊維工業の持続的発展に向けた付加価値向上対策 

      ･「J∞QUALITY 認証事業」の認証支援 

連携者及びその役割 

【連携者名】                     【役 割】 

 

●広島県アパレル工業組合                 繊維産業に関する連携 

理事長 平 謙介 

[〒729-3103 福山市新市町新市 31-1 

(℡0847-52-3344）］ 

 

●(一社)日本アパレル・ファッション産業協会              J∞QUALITY 認証事業に関する連携 

理事長 廣内 武                    

[〒103-0027 東京都中央区日本橋 2‒ 8‒ 6 SHIMA 日本橋ビル 5F  

(℡03-3275-0681）］ 

 

●福山市産業コーディネーター                             専門家による指導・支援 

福山市長 枝広 直幹                                （５S関係）       

[〒720-8501 福山市東桜町 3-5                

(℡084-921-2111)］ 

連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

繊維工業の事業所に J∞QUALITY 認証の取得支援を行う。国内で手掛けた服のブランド化を目指す

もので J∞QUALITY 認証を取得すれば、付加価値額の向上及び受注増に繋がる可能性がある。 

 

 

《福山あしな商工会》 

（小規模事業者・繊維工業） 

・基幹産業である繊維工業の持続

的発展に向けての付加価値向上

対策 

・J∞QUALITY 認証事業 

・繊維部会で推進 

《事業内容》 
・「安心・安全・コンプライア

ンス企業認証」・「縫製企業

認証」の取得支援 
・「J∞QUALITY認証事業」
説明会の実施 

・５S研修会の実施 
 

《連携機関》 
○広島県アパレル工業組合 

○(一社)日本アパレル・ファ

ッション産業協会  

○福山市産業コーディネータ 

 ー 

 

連携 連携 

連

携



- 32 - 
 

連携する内容 

Ⅱ-2. 商業・サービス業の振興 

Ⅱ-3. 観光振興及び商業振興による地域のブランド化   

連携者及びその役割 

【連携者名】                     【役 割】 

 

●福山市産業コーディネーター                               専門家による指導・支援 

福山市長 枝広 直幹                                 (仮称)商業サービス振興委員会 

[〒720-8501 福山市東桜町 3-5                

(℡084-921-2111)］ 

 

●(公社)福山観光コンベンション協会             観光に関する連携 

会長 林 克士 

[〒720-8501 福山市東桜町 3-5  

(℡084-926-2649）］ 

 

●新市町観光協会                      観光に関する連携 

会長 林 吉宏 

[〒729-3103 福山市新市町新市 820-1 

(℡0847-52-4882）］ 

 

●福山市立動物園                      観光に関する連携 

園長 寺岡 千佳雄 

[〒720-1264 福山市芦田町福田 276-1 

(℡084-958-3200）］ 

 

●しんいち歴史民俗博物館                  観光に関する連携 

館長 大目 典正 

[〒729-3103 福山市新市町新市 916 

(℡0847-52-2992）］ 

 

●新市町 4学区自治会(町内会)連合会                  観光に関する連携        

会長 平田 隆信 

[〒729-3101 福山市新市町戸手 532 

(℡0847-51-3476）］ 

 

●福相学区町内会連合会                     観光に関する連携        

会長 江草清士 

[〒720-1264 福山市芦田町福田 93-1 

(℡084-958-3031)］ 

 

●有磨学区町内会連合会                     観光に関する連携        

会長 下江 博雄 

[〒720-1262 福山市芦田町下有地 2167 

(℡084-958-2109)］ 

 

●備後絣協同組合                      備後絣に関する連携 

代表理事 森田 和幸 

[〒729-3103 福山市新市町新市 434-2 

(℡0847-52-3017）］ 
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連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

 三大観光施設の観光入込客を増やし、小規模事業者にも波及効果が生まれる。地域からの情報発信、

注目度が増しブランド化が進めば商工業者にとってもメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

福山あしな商工会 

（小規模事業者・会員） 

・（仮称）商業・サービス業振興委員

会の設置。 

・観光振興及び商業振興による地域の

ブランド化 

・（仮称）福山あしな観光プロジェク

ト委員会の設置  

 

《事業内容》 
・吉備津神社・素盞嗚神社・

福山市立動物園への観光客

を増やす。 
・新しい魅力の創造 
・情報発信 
・特産品開発 
・回遊性を持たせた観光ルー

トの開発 
・あしなブランドの構築 

・地域の小規模事業者にも波

及効果 

《連携機関》         

○(公社)福山観光コンベンシ

ョン協会 

○新市町観光協会 

○福山市立動物園 

○しんいち歴史民俗博物館 

○新市町 4学区町内会連合会 

○福相学区町内会連合会 

○有磨学区連合会 

○備後絣協同組合 

 

 

連携 連携 

連

携 
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連携する内容 

Ⅲ-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連携 

Ⅲ-2. 経営指導員等の資質向上等に関する連携 

Ⅲ-3. 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関する連携 

連携者及びその役割 

【連携者名】                     【役 割】 

 

●中国経済産業局（産業部 中小企業課）                  支援ノウハウに関する指導及び助言 

局長 畑野 浩朗                                         研修会･セミナーの参加 

[〒730-8531 広島市中区上八丁堀 6-30 

(℡082-224-5661)] 

 

●広島県(経営革新課)                                   支援ノウハウに関する情報交換 

県知事 湯崎 英彦                         

[〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

(℡082-513-3328)] 

 

●広島県商工労働局（東部産業支援担当）         支援ノウハウに関する情報交換 

局長 寄谷 純治                     (広島県東部地域産業支援機関等 

[〒720-0031 福山市三吉町 1-1-1              実務者会議への参加)  

(℡084-925-5315)]                                      経営発達支援推進委員会 

                                                       (事業評価・見直し)への参加 

 

●独立行政法人中小企業基盤整備機構（中国本部）     支援ノウハウに関する情報交換 

本部長 井上 秀生 

[〒730-0013 広島市中区八丁掘 5-7 広島ＫＳビル 3Ｆ 

(℡082-502-6300)] 

 

●(公財)ひろしま産業振興機構（福山支所）        支援ノウハウに関する情報交換 

理事長 角廣 勲 

[〒720-0031 福山市三吉町 1-1-1 

(℡084-926-2670)］ 

 

●(公財)ひろしま産業振興機構              支援ノウハウに関する情報交換  

代表者 深山 英樹 

[〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ 

 (℡082-240-7715)] 

 

●(一財)備後地域地場産業振興センター          支援ノウハウに関する情報交換 

理事長 佐藤 彰三                        (産学官連携人材育成ﾈｯﾄﾜｰｸ会議 

[〒721-0974 福山市東深津町 3-2-13                         への参加) 

(℡084-924-4510）］ 

 

●神辺町商工会                     支援ノウハウに関する情報交換 

会長 高橋 邦宏 

[〒720-2123 福山市神辺町川北 948-1 

(℡084-960-2001）］ 
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●福山北商工会                     支援ノウハウに関する情報交換 

会長 二畠 直敏 

[〒720-1132 福山市駅家町倉光 417 

(℡084-976-3111）］ 

 

●沼隈内海商工会                    支援ノウハウに関する情報交換 

会長 三谷 省吾 

[〒720-0311 福山市沼隈町草深 1891-6 

(℡084-987-0328）］ 

 

●福山商工会議所                    支援ノウハウに関する情報交換 

会頭 林 克士 

[〒720-0067 福山市西町 2丁目 10-1  

(℡084-921-2345］ 

 

●㈱日本政策金融公庫福山支店              支援ノウハウに関する情報交換 

支店長 大石 晃裕 

[〒720-0814 福山市光南町 2丁目 2-7 

(℡084-922-6550)] 

 

●広島県商工会連合会                   研修会･セミナーの参加 

会長 熊高 一雄                                         経営発達支援推進委員会 

[〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27                      (事業評価・見直し)への参加 

(℡082-247-0221)］ 

 

●独立行政法人中小企業基盤整備機構           研修会･セミナーの参加 

(中小企業大学校広島校) 

校長 岡田 俊 

[〒733-0834 広島市西区草津新町 1-21-5 

(℡082-278-4955)] 

 

●福山市 （経済環境局 経済部産業振興課）          経営発達支援推進委員会 

市長 枝広 直幹                             (事業評価・見直し)への参加 

[〒730-8501 福山市東桜町 3-5 

(℡082-928-1039)］ 

 

●(一社)広島県中小企業診断協会             経営発達支援推進委員会 

代表理事 岸本 実                    (事業評価・見直し)への参加 

[〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

(℡082-569-7338)］ 
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連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効果等】 

・経営発達支援計画の実施に際し関係支援機関の指導・助言及び支援ノウハウ等の意見交換が容易と

なる。 

・経営指導員等の資質向上等について必要性あり。 

・経営発達支援計画の実施状況の評価及び見直しに不可欠な機関である。 

 

 

 

 

 

《福山あしな商工会》 

（小規模事業者・会員） 

・経営発達支援計画推進の為の情報入手 

・経営発達支援計画推進の為の指導及び助言 

・経営発達支援計画推進の為の経営指導員を

はじめとした職員の資質向上対策 

・経営発達支援計画の実施状況、事業の成果・

評価・見直し案の検討 

《連携機関》 
・中国経済産業局（産業部 中小企業課） 
・広島県（経営支援課） 
・福山市（経済環境局経済部産業振興課） 
・広島県商工労働局（東部産業支援担当） 
・独立行政法人中小企業基盤整備機構（中国本部） 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構         

(中小企業大学校広島校) 

・(公財)ひろしま産業振興機構（福山支所） 

・(公財)ひろしま産業振興機構  

・(一財)備後地域地場産業振興センター  

・㈱日本政策金融公庫福山支店 

・広島県商工会連合会 

・(一社)広島県中小企業診断協会 

・福山北商工会・神辺町商工会・沼隈内海商工会・福山

商工会議所 

連携 


