
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 安芸高田市商工会   法人番号 7240005005195 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

 これまで長きにわたり地域に根差し、地域の賑わいを創出してきた小

規模事業者、とりわけ地域の人が集う拠点ともなってきた実店舗を有す

る「小売業（製造小売業含む）、飲食・宿泊業」を支援する重点業種に定

め、地元大型店とも差別化を図れるよう地域資源を活かした事業計画を

策定し、小規模事業者の売上の回復向上等事業の持続化を図る。 

 加えて、減少し続ける小規模事業者数を維持するためにも、行政等の

関係機関と連携を密にして、新規創業と事業承継も重点課題と位置づけ、

課題解決に取り組む。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  外部調査機関を利用した地域経済動向の調査を行う。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

地域内の小規模事業者の経営課題を抽出するために、企業情報に基づ

きＳＷＯＴ分析を行う。 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  事業者が経営課題を解決するため、経営分析、市場調査等の結果を

踏まえ、事業計画策定支援を行う。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後に１年に４回以上の一定のスパンで、経営指導員が巡

回訪問等により状況確認し、必要に応じた策を講ずる。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  各調査機関の調査資料や個社別のアンケート調査により得たデータ

  をもとに需要動向を研究し、今後の事業計画策定に活用する。 

 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】 

  展示即売会への出展参加、バイヤーへの商品ＰＲ、ホームページや

ＳＮＳを活用した企業ＰＲと商品の販売促進を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  協議会の設立による各関係機関との連携強化、安芸高田市外への情

報発信、新しい特産品の開発等を行う。 

Ⅲ．経営発達事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関す

ること 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

連絡先 

安芸高田市商工会（あきたかたし しょうこうかい） 

〒731-0501 広島県
ひろしまけん

安芸
あ き

高田市
た か た し

吉田町
よしだちょう

吉田
よし だ

９７９番地２ 

  TEL 0826-42-0560  FAX 0826-42-0243 

  Ｅ－mail akitakata@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 

 

[安芸高田市の現状と課題] 

１．概要 

 安芸高田市商工会が管轄している安芸高田市は、 

平成１６年３月に吉田町、八千代町、美土里町、 

高宮町、甲田町、向原町の６町が合併してできた 

人口約３万人の田園都市である。 

 

安芸高田市は広島市中心部から、車で約１時間 

あまりで到着することが可能で、市内には国道 54 

号線、中国自動車道、ＪＲ芸備線も通っており、 

アクセスは良好である。ただし、路線バス等の二 

次交通が整備されていないために、公共交通機関 

を利用する観光客等には不便をかけている。 

観光資源としては、毛利元就が本拠とした郡山 

城跡や、最近発掘された４世紀後半に築造された 

甲立古墳などの歴史的遺産、また神楽門前湯治村、土師ダム、湧永庭園といった観光施

設がある。また、Ｊ1 サッカーチームのサンフレッチェ広島のマザータウンであり、ハ

ンドボールの湧永レオリックの本拠地でもあり、トップレベルのスポーツとの交流も充

分図れる地域である。特に毛利元就生誕の地として、大河ドラマが放映された平成８年

には、吉田町に元就村を建設開村し、１年間で５０万人を超える誘客があった。 

一方、郷土の伝統芸能でもある「あきたかた神楽」は、市内に２２の神楽団と１６の

子ども神楽団を有し、地元の高校・中学にも神楽部や同好会があり、美土里町にある神

楽門前湯治村の神楽ドームでは、年間を通じて各神楽団が交代で上演するなど、地域ぐ

るみで伝統芸能の保存継承に努めている。 

夏休みには神楽ドームにて、全国の高校生の団体が出演する「神楽甲子園」を二日間

にわたり開催し、延べ３千人の来場客の前で、全国各地の神楽の舞が披露される。また

１１月下旬には、広島県内各地の競演大会で優勝した団体が集う「ひろしま神楽グラン

プリ」が開催され、約２千人のファンが訪れるなど、神楽のメッカとしてのＰＲにも力

を入れている。 

 

２．人口 

平成 17 年度に 33,896 人であった人口は、平成 27 年度には 29,696 人と 12.4％減少し、

平成 46 年の推計人口は 22,844 人と、30 年間で 32.6％の減少となることが予想されてい

る。人口減少は日本の国全体が抱える課題でもあるが、当地域では少子高齢化が急速に

進展しており、生産年齢層の人口減少が喫緊の課題となっている。よって、行政として

は「若者の定住促進強化プロジェクト」をはじめとする様々な事業に力を入れている。

行政が行った中高生を対象としたアンケート調査によると、地元に対する愛着度や安

芸高田市への定住の意識は高く、安芸高田市について「豊かな自然に恵まれ、地域住民

 

＜安芸高田市位置図＞ 
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の温かさなど住みやすい環境にある」と感じている若者の多さが見て取れ、また、町を

元気にする取り組みアイデアについて質問したところ、次表で示すように「店舗を増や

したまちの活性化」との回答が 26.9％と最も多かった。 

このように、将来を担う若者が描く「元気な町」のイメージは「魅力的な店舗がたく

さんあること」であり、裏を返せば、若者の定着には店舗（小売業・飲食業等）の存在

が欠かせないことが分かる。 
 

 ※ 第２次安芸高田市総合計画（2015-2024）より抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．産業 

 広島マツダ関連の二次・三次下請け会社や、ドリームベッド、大和重工など同じく地

元広島県の企業の製造工場が、安芸高田市内各所に点在しており、市内製造業における

生産額の大半を占めていることが推測できる。平成２５年度の市内総生産９７２億９３

００万円のうち、製造業全般が３０％近くを占める構成となっており、市内の景況感の

一部は、自動車関連業界をはじめとした、これらの製造業の稼働状況から推し量ること

が可能である。 

 平成１７年度と平成２５年度を比較すると、ほぼ全産業で生産額が減少している。中

でも、製造業▲１０．１％に比較して、卸売・小売業は▲２２．８％と減少率が著しく

大きいのが本地域の特徴である。 

 

３．観光 

 本市の総観光客数の推移を１０年前と比較してみると、増減を繰り返しながらも減少

傾向にあり、東西に隣接する市町と比較しても当市のみが２０％以上減少していること

がうかがえる。 

 
「安芸高田市及び近隣市町の総観光客数の推移（千人）」  ※広島県観光客数動向調査表より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－３－ 
 

 本市も近年は、特に郷土芸能の神楽をテーマとした観光振興に力を入れ推進したこと

もあり、やや回復基調にあるものの、隣接する三次市や北広島町とさらに連携を深め、

互いに交流人口を増やすための取り組みを検討することと、本市内に点在している多く

の観光資源を活かすために周遊ルートを明確に示すなど、滞在時間を伸ばすための仕掛

けを徹底することが大きく望まれている。 

 

 [商工業者（小規模事業者）の現状と課題] 

１．現状 

 次表に示しているとおり、商工業者数の推移は、平成 18 年度と平 26 年度を比較して

みると、商工業者数が 142 社減（▲9.5％減）している。業種別には、卸売・小売業が

86 社減（▲20.％）と最も高い減少率を示しており、サービス業が 43 社減（▲14.0％）

と大きく減少しているが、建設業が 17 社減（▲9.5％）、製造業が 6 社減(▲3.3％)と思

いのほか企業数を堅持していると思われる。卸売業は流通システムが大きく変わり廃業

を余儀なくされたこと、小売業では個店から大型店へ消費が動いたことによる売上の減

少、経営者の高齢化、後継者不在による廃業などが起因している。建設業は、公共工事

の大幅削減と行政合併に伴う同業者間での競争激化による廃業や倒産の増加が影響して

いるが、一方で腕に職を持った職人が独立開業するケースも多く、事業所数の堅持に繋

がっているものと思われる。飲食店・宿泊業の事業者数維持は、喫茶業やお好み焼き店

などの小規模事業者が年間には数件開業していることで、開廃業数のバランスを取って

いることが推測できる。サービス業は、理美容業などの生活関連サービス業の廃業が大

きく影響し、反対に、その他区分が増えているのは、医療・福祉関連の開業が伸びてい

ることが増加の要因と考えられる。小規模事業者全体においても 1,046 社から 958 社に

減少しており、経営者の高齢化・後継者不在など様々な経営課題への対応不足が、結果

として▲8.4％の減少率に表れている。 

 

「商工業者数推移表」             ※事業所統計・経済センサスより抜粋 
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２．課題 

一般的に、小規模事業者は中小企業と比べ、圧倒的に経営資源が不足しているために

経営力が弱く、事業を継続していくためには、「売上の確保」「仕入条件の改善」「商品構

成の見直し」「経費の見直し」「店舗の改修」「事業意欲の向上」等々の基本的な課題をク

リアする必要があるが、今現在手つかずのまま放置しているケースが多く、これが倒産・

廃業の原因となり、事業者数の減少に表れていると言える。 

※グラフ中の括弧内は小規模事業者数
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建設業や卸売業の減少については、経営環境の劇的変化や構造的な変化による影響が

大きいために事業者数の維持は容易ではない。一方で、消費者と直接対面する機会の多

い小売・飲食業においても、旧態依然とした経営方針により営業を続けているために、

時代のニーズとのミスマッチを生み、売上額、利益ともじり貧の状況に陥っていること

に加えて、安芸高田市や安芸高田市観光協会が主体的に取り組んでいる観光振興事業に

より生まれている市外からの交流人口を、自店の来店客として十分に取り込めていない。

 

[小規模事業者の中長期的な振興のあり方] 

 

 地域経済を支える中小企業、とりわけ小規模事業者の多くは、これまで地域に密着し

た事業展開を行ってきたところである。 

 人口減少問題を抱える中山間地である当地域においては、内需の縮小により事業者数

も減少の一途を辿ってきた。これは小規模事業者の地域密着型の事業展開であるが故に、

商圏も限定的となり、地域の内需減退がそのまま小規模事業者数の減少問題に直結して

いるためである。 

 しかしながら、地域の特徴や最近の現象に目を向けてみると、観光客増加傾向の追い

風に加えて中山間地ならではの地域資源がまだまだ埋もれていることもあり、これまで

の地域内需向けの地域密着型事業から地域外需要をターゲットに据えた、広範囲な事業

展開に向けた成長発展の可能性が高く、弱みを強みに変えるチャンスが到来していると

言える。 

 このように最近の観光客増加や魅力ある地域資源を活用した商品開発など、域外需要

の動向やニーズを捉えた地域外需要を獲得するのは、これまでほとんど経験のない小規

模事業者にとっては難関である。 

 当商工会では、こうした最近の傾向を掴み、チャンスを捉えて外貨獲得につながる事

業を展開できる飲食・小売（製造小売）・宿泊サービス業を重点支援分野に掲げ、これら

小規模事業者と密接に関わり合い経営者と一緒に考え行動する伴走型スタイルでの支援

を通じて、小規模事業者が地域外需要で稼ぐ力を持てる姿を１０年後のあるべき姿とし

て振興を進めていく。 

 

 具体的には１０年後を見据えて、以下の振興を進めていく。 

 ①域内需要獲得対策として、ローカル物産展の継続開催により特産品の地元での認知

  度を高める。 

 ②安芸高田市への入込観光客をいかに実際の来店につなげるかを研究実行し、域外の

  需要獲得を目指す。 

 ③地域内にある大型店との差別化を図る一方、共存共栄についての方法も研究し、小

  規模事業者の継続した成長を実現する。 

 ④新規創業希望者に対しても、立ち上がりから軌道に乗るまでの手厚い伴走型支援に

  より、創業率の高い地域を目指す。 

 ⑤地域外の消費者ニーズを捉えて、魅力ある商品開発と地域外への販売を成功させる

  ため、東京都、広島市等の大都市圏での販売やバイヤーとのマッチング支援などに

  重点を置き、小規模事業者の自信体得と活力再生を目指す。 
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[経営発達支援計画における目標] 

 

これまで長きにわたり各地域の賑わいを創出し、地域の人が集う拠点ともなってきた

実店舗を有する「小売業」や「飲食業」がなくなり店の灯が消えることは、地域の活力

が失われ、即ち地域全体の疲弊が加速することとなる。 

よって、それを阻止するためにも、小売業（製造小売業含む）・飲食（宿泊業含む）業

の２業種を経営発達支援計画の中で重点業種に定め、当該個店の経営環境（内部・外部）

を整理し、状況に応じて「マーケティング」「販売促進」「販路拡大」「人材育成」「新商

品開発」「新メニュー開発」「パッケージのリニューアル」など、競争力を高めるための

支援を徹底して実施する。 

加えて、当該市内の人口減少に伴う商圏規模の縮小に鑑み、市外からの来客をも取り

込むことが経営の維持拡大につながる大きなポイントであることは明白であることから

も、地域資源や地域特性を活かし、大型店や他市町の同規模店との差別化が図れるよう

な事業計画を策定し、継続して伴走型支援を行うことが目標となる。 

 

 ５年間の目標値 ≪ライフステージごとの事業計画策定支援≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [経営発達支援計画の取組み方針] 

 

１．関係機関の連携による支援機能を強化する 

行政・金融機関等と商工業振興の方針を一致させ、起業支援施策（補助金制度、空き

店舗利用）が有効に活用されるなど、「新規創業」や「第二創業」の相談機能が充実し、

新規創業者が増えており、一方で既存の小規模事業者は「経営の多角化」や「業種・業

態の転換」などへチャレンジする風土を醸成する。 

また、経営者の高齢化、後継者不在により廃業を余儀なくされている小規模事業者に

も経営支援スタッフが積極的にアプローチし、人材マッチングや事業譲渡に関連する経

営支援を行うことにより、事業の継続率が高まり廃業率が改善する。 

以上のように、オール安芸高田による「創業から事業承継まで」一貫した支援を行う

仕組みを確立するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部、公益社団法人ひ

ろしま産業機構（広島よろず支援拠点）などの支援機関や、地元行政、地域金融機関等

ともさらに連携を深めていく方針である。 

 

 

●事業計画策定支援 合計件数     ２４０件（48 件×5年） 

 内訳 

  ①創業期：新規創業件数…      ２０件（ 4 件/年×5年） 

  ②活動期：事業計画策定支援…   ２００件（40 件/年×5年） 

  ③承継期：事業承継・事業譲渡等件数…２０件（ 4 件/年×5年） 
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２．小規模事業者の自立を促す支援体制を構築する 

 地域の小規模事業者が何十年にわたり事業活動を持続していくには、支援機関の支援

に丸投げではなく、種々の経営課題に対して「自ら考え」「自ら計画し」「自ら実行する」

ことへの意識の改革に目覚め、課題解決へ対応していかなくてはならない。 

特に、商工会の伴走型支援は、従来ありがちだった「おんぶにだっこ」で支援するこ

とではなく、本人が自立する力を身に付けるために支援することを念頭に置く必要があ

る。よって、１０年後には小規模事業者が自主自立し、従来以上にレベルアップした経

営支援の要求が生まれると予測し、その要求に応えられる支援体制を構築する。 

 

３．企業のライフステージごとに支援する 

小規模事業者の経営課題は、その時点がライフステージの中のどの局面に位置づけら

れているかによって、取り組みの視点、注力すべきポイント等も変わってくる。 

本会では、そのライフステージに沿った形で経営支援を行うため、小規模事業者のラ

イフステージを「創業期」、「活動期」、「事業承継期」の３つの区分に整理し、次の各支

援を行うこととする。 

 ■創業期：創業支援（創業前から創業後３年目までの支援） 

      ○事業計画作成、販路獲得、資金調達、会計・労務管理など 

 ■活動期：事業成長・安定支援（創業後３年目から概ね３０年目までの支援） 

      ○財務管理、事業拡張、販路拡大、人材育成、新事業開発など 

 ■承継期：事業承継支援（創業後概ね３０年目以降の支援） 

      ○事業承継計画、資金調達、後継者教育、税務対策など 
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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） 

 

■ 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】 

（１）現状と課題 

  現状では、経営指導員個々の巡回、窓口指導時における景況感のヒアリングや、確

定申告指導の中での決算内容に基づく売上動向を確認するにとどまっており、データ

ベース化まではできていない現状である。また、外部調査機関が提供する調査データ

も十分に活用できていない。 

  今後は、管内小規模事業者に対してアンケート調査を実施し、企業の実態を把握す

るとともに、外部調査機関が行った調査分析結果を活用しながら小規模事業者の支援

に努めたい。 

 

（２）本事業で取組む事業内容 

  ①管内小規模事業者へのアンケート調査（６００事業所） 

管内の小規模事業者に対して、以下の項目についてアンケートを実施し、経営状況

や外部環境について把握する。 

【調査項目】 

○売上額 ○仕入単価 ○採算 ○資金繰り ○設備投資 ○業界の業況 

   

  ②外部調査機関の調査数値の活用 

㈱日本統計センターの「市場評価ナビ MieNa」、RESAS、経済センサス、小規模企業景

気動向調査等の調査数値を利用して、地域経済の動向について調査し、安芸高田市地

域のマーケットで事業継続をしていくための、個社の経営力向上を検討する参考資料

として活用する。 

【活用情報項目】 

○業種別事業者数 ○人口マップ ○産業マップ ○景気動向調査 ○観光マップ 

 

 

■活用方法 

入手した調査情報をもとに、支援する事業所（主として小売業、飲食・宿泊業）か

らヒアリング等で得た現状分析値と比較し、マーケットの現状と支援事業者の経営戦

略の誤差を確認する。その結果をもとにして、支援事業者の「事業計画策定支援」の

ための有効な外部環境情報として活用する。 

その調査分析結果は、経営指導員の巡回指導時等により情報提供を行うとともに、

地区内の小規模事業者などにホームページなどで公開する。 
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（３）本事業の目標 
 ・管内小規模事業者に対するアンケート調査によるレポート作成：年 1件実施 
 ・国・県・公庫など関係機関が行った調査結果のレポート作成：年３件実施 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

  巡回や窓口指導における金融相談や税務相談の中で、簡易な経営分析は行っている

が、効果的な経営改善に向けての分析に至っておらず、単なる数字の提示に終わって

いることが多い。 

また、分析した結果が職員間（経営指導員・記帳指導職員等）で情報共有されるこ

とがルール化されておらず、担当者の異動等により不明になることもある。 

  さらに、分析結果をその後のセミナーや指導等に活かす仕組みが不十分であり、企

業のライフステージごとに異なる経営課題の改善に繋がっていない。 

 

（２）本事業で取組む事業内容 

初年度には、商工会員へのアンケート、非商工会員への訪問、ヒアリング等による

地域内の小規模事業者のライフステージマップを作成するためのデータを収集する。 

次年度からは、経営指導員の巡回・窓口相談等を通じて、小規模事業者の企業情報

に基づきＳＷＯＴ分析を行う。また、個社の需要動向の調査結果も踏まえて事業機会

の評価を行う。 

専門的な経営分析については、安芸高田市産業活動支援センター、広島県商工会連

合会、ミラサポ、中小企業基盤整備機構等の専門家と連携し、より高度な経営分析を

行う。 

また、ネットｄｅ記帳の利用促進することで財務分析の効率化を図ることが可能と

なり、経営指導員が分析結果による指導に重点を置くことができる。 

経営者が高齢の場合、事業承継に関するヒアリングを行い、今後の「事業承継支援」

に繋げて行く。（後継者がいるのか？事業を継続するのか？） 

  

 ■分析する項目 

  ・内部環境 ○業歴 ○後継者の有無 ○人（役員、従業員、協力者等） ○物（取

扱い商品、店舗、工場、土地等） ○金（売上、利益、資金力等） 

○情報・ノウハウ（特許、ＩＴ力） 

  ・外部環境 ○景気動向 ○業界内外状況 ○競争環境（同業者、異業種、異業態

等） ○立地環境 ○社会文化環境（少子高齢化、環境問題、共働き

の増加、情報化社会等） 

 

 ■活用方法・効果 

ＳＷＯＴ分析の結果をもとに経営分析を行い、企業のライフステージに合わせた事

業計画を策定する上での参考資料とする。 

  また、本事業で得られた分析結果については、巡回訪問・窓口指導などを通じて各

事業者へ情報提供を行う。また、収集したデータは、広島県商工会連合会の提供する

「新基幹システム 2012」に随時入力して、商工会内職員が共有できるようにする。 
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（３）本事業の目標 

支援内容 現在 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

経営分析実施件数 10 48 48 48 48 48 

専門家派遣件数 19 40 40 40 40 40 

 ※経営分析実施件数の算出根拠 経営指導員数(4 人)×12 件＝48 件 

 ※専門家派遣件数の算出根拠  経営指導員数(4 人)×10 件＝40 件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

  従来の事業計画策定の支援については、融資を受ける時や国の補助金申請を行う時

 のために、経営指導員や専門家が中心となって作成するケースがほとんどで、本人が

 主体性をもって考え、作成に取り組むことが少ないうえに、いまだに計画を立てずに

 勘に頼った経営を行っているケースが多く見られ、事業計画に基づく経営の重要性の

 認識が非常に乏しい状況であると言える。 

  今後は、経営発達支援事業の趣旨に鑑み、事業計画作成セミナーや個別相談会の開

 催時や、経営指導員の巡回訪問や窓口相談の折に事業計画策定の必要性を説き、小規

 模事業者自らも自社の強みや弱みを十分に理解したうえで、今後の事業展開を標す事

 業計画策定ができるように支援することが必要である。 

 

（２）本事業で取り組む事業内容 

 まず、小規模事業者に対して事業計画の策定を動機づけるために、「創業期の事業者

を対象とした創業セミナー」、「活動期の事業者を対象とした経営革新セミナー・事業

計画作成セミナー」、「承継期の事業者を対象とした事業承継セミナー」を開催し、管

内小規模事業者の参加を広く呼びかけるとともに、各セミナーでは自社の現状を分析

したうえで、これからの事業計画を作成することの重要性を広く周知する。 

 支援する各事業所におけるＳＷＯＴ分析の実施により、内部環境（強みと弱み）と

外部環境（機会と脅威）を整理したことによって抽出された経営課題、特に小規模事

業者が取り組みやすい内部環境の課題の改善を足掛かりに、今後の経営戦略の方針を

立てることにする。 

 また、地域特性を活かした事業計画の策定を念頭に、地元大型店との差別化を図る

ことや、行政や観光協会が主体で推進する観光振興策により拡大が予測される、交流

人口の取り込みなども十分に吟味した事業計画の策定を進めていく。 

 

 ●小売業（製造小売業）の事業者への支援 

  地元の小規模な小売業、製造小売業は人・物・金の経営資源が脆弱であり、既存

 の土産物品や加工品は生産量も限定されていることに加えて、研究開発費、広報費

 や営業経費も縮小する傾向が強く、負のスパイラルを抜け出せないでいる。 

  経営分析により抽出された「販路開拓、新商品開発、資金繰り、事業承継」など

 の課題に基づき、経営指導員あるいは専門家が個別指導による支援を行う。 

  例えば、製造小売業が単独では新商品開発が難しい状況であれば、関連業種であ

 る「味噌製造業とゆず製品製造業」や「饅頭屋とケーキ屋」など、複数事業者がコ

 ラボして新商品を共同開発することなども視野に入れ、中山間地域ならではの人材
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 と地域資源の交流を活かした事業展開を提案し、経営者に伴奏しながら事業計画策

 定を支援していく。 

  同様に、小売業においても基本データである地域経済動向を睨みつつも、売れ筋

 商品と死に筋商品の見極めや、変化の激しい消費者ニーズを敏感にとらえるなどの

 基本をおさえることはもちろん、地域特性を活かした安芸高田市にしかない商品を

 大切に扱い、他市町との差別化を図ることによる生き残りをかけた事業計画の策定

 を支援する。 

 

 ●飲食業（宿泊業）の事業者への支援 

  自社の現状を把握するために、まず基本数値の推移（売上、客数、客単価、男女

 比率、原価率など）を記録し、データに基づいた数値の変化をおさえることが、課

 題を見つけ、課題解決へつながる基本となることを小規模事業者に理解してもらえ

 るよう、支援を継続する。 

  また、経営指導員や専門家派遣による訪問相談支援は勿論のこと、専門家による

 抜き打ち訪問審査（店舗診断、接客レベル、オペレーション、メニュー、価格帯な

 ど）の結果をもって経営者本人と面談を行い、事業計画策定の参考にすることも有

 効な手段であると考える。 

  これらの支援に加え、外部調査機関が行った調査数値経営分析結果などの参考資

 料をもとにして、小規模事業者本人と、いかにして強みを伸ばし、弱みを克服する

 かの検討協議を継続し、事業計画の策定に繋げる支援を行う。 

 

●ライフステージごとの支援の考え方 

  本計画の目標に記載のとおり、対象の小規模事業者をライフステージに合わせた

 形で支援を行う。 

【創業期】 

  創業期の小規模事業者には、創業後３年目までは継続的に創業塾への参加を促し、

 経営に関する基礎的な知識を身に付けることを徹底させるとともに、創業時に作成

 した事業計画が実際に動いているのか、経営指導員や必要に応じて専門家を派遣し

 中身の検証を行い、必要となれば事業計画の練り直しや軌道修正を検討する。 

【活動期】 

  活動期の小規模事業者には、経営革新計画申請を含む短期～中期的な事業計画の

 策定を目指し、自社の将来のあるべき姿を描いてもらい、事業の拡大や売上利益の

 確保拡大などの目標を明確にさせるとともに、その目標を達成するための販路の開

 拓や新規取引との商談など、積極的な支援を働きかける。 

【承継期】 

  事業承継を潜在的課題と捉えている小規模事業者には、経営指導員が早い段階で

 アプローチし、広島県事業引継ぎ支援センター等の専門家の派遣により個別相談を

 行い、企業の行き方を確定させる事業計画の策定をイメージした支援を行う。 

  後継者がいる事業所には後継者の教育や税務関係の課題の解決、また後継者がい

 ない事業所には、後継者人材バンクなどを活用した創業希望者とのマッチングを含

 めた事業譲渡についても研究検討する支援を行う。 
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（３）本事業の目標 

 

支援内容 現在 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

Ａ．事業計画策定支援件数 

  （経営革新申請件数含む） 
33 48 48 48 48 48 

Ｂ．内 創業計画策定支援件数 3 4 4 4 4 4 

Ｃ．内 事業承継支援者数 1 4 4 4 4 4 

※事業計画策定支援件数の算出根拠 経営指導員数(4 人)×12 件/年＝48 件/年 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

   小規模事業者の多くは、ややもすれば事業計画を策定することが目的になってし

  まい、せっかく策定した事業計画書が単なるお飾りになり、計画した事業を実行で

  きていないケースが多い。 

   したがって、策定した事業計画が実際に遂行されているかどうか、経営指導員が

  定期的にチェックを行うことで進捗状況を確認し、必要に応じて軌道修正を行うな

  ど適切な支援を継続することにより、計画した目標に向かうように導く必要がある。

 

（２）本事業で取組む事業内容 

①巡回訪問等による状況確認の強化 

 事業計画策定事業者に対して、巡回訪問・電話・FAX・メール等により最低年４回の

進捗状況確認を行い、計画策定後の売上額、収益等が計画どおりに推移しているかど

うかの確認を行う。計画が実行できていない場合は、その原因を経営者とともに分析

し、計画の見直しや根本原因の調査・改善等の指導・助言を行う。小規模事業者にお

いてもＰＤＣＡサイクルの重要性を徹底し、理解を得るよう支援する。 

 

②関係機関との連携強化 

 専門的な支援が必要な場合には、広島県商工会連合会（ミラサポ、エキスパートバ

ンク）、よろず支援拠点、安芸高田市産業活動支援センター等の専門家派遣制度を利用

し、課題に応じた専門家の派遣を行い、事業者本人が納得のいく課題の解決に努める。

 また、資金の需要に対しては日本政策金融公庫広島支店と、事業承継に関する取組

については広島県事業引継ぎ支援センターと、連携協議し支援する。 

 

③支援スタッフ間での情報共有と意見交換の強化・支援事業者への情報公開 

 支援する小規模事業者の事業の進捗状況を把握し、対応した支援実績は必ず経営カ

ルテに記入し、情報を蓄積するとともに、経営支援スタッフ間での情報共有を行う。

 また、課題の早期発見と解決を図るために、経営支援会議を定期的に開催し職員間

で解決策やアイデアを出し合うなど、次の支援にかかる情報共有を図る。 

 また、支援事業者対象の集団講習会を開催し事例報告を行い、成功事例、失敗事例

について小規模事業者が情報を収集する機会を設ける。 
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④小売業に対するフォローアップ（４回／年） 

  ①～③までの支援を前提とした、小売業（製造小売業）に対する支援は、 

  ●販路開拓…ひろしま夢ぷらざ、東京ＴＡＵでのテスト販売の実現。あきたかた 

   神楽東京公演会場での物産展、ビジネスマッチング事業への参加。 

  ●新商品開発…広島食品工業技術センターや広島県立大学、デザイン専門家等、専

   門研究機関への橋渡し。また、地元農業者の若手で組織している団体「ひろほく

   農考会」との連携による６次産業化研究促進支援。 

  ●販促…ＨＰ、マスコミ、プレスリリースなどの利活用の支援。安芸高田市版「ア

   ズユーライク（カタログギフト）」作成による、商品登録による販売促進支援。 

 

 ⑤飲食・宿泊業に対するフォローアップ（４回／年） 

  ①～③までの支援を前提とした、飲食・宿泊業に対する支援は、 

  ●新メニュー開発…専門家の派遣による広島熟成鳥や地元の生産物を活用した、新

   メニューの開発支援。 

  ●メニュー表改良…専門家の派遣によるリニューアルの提案、実現支援。 

  ●販促…ＨＰ、マスコミ、プレスリリースなどの利活用の支援。安芸高田市版「ア

   ズユーライク（カタログギフト）」作成による、商品・サービス登録による販売 

   促進の実現支援。 

  ●新規顧客のリピーター化…飲食業・宿泊業共通ポイントカードや次回割引券発行

   などの仕掛けの研究提案、実現支援。 

 

⑥創業者・事業承継者に対するフォローアップの配慮 

 創業希望者には、創業関連の補助金情報や空き家・空き店舗（居ぬき物件）情報の

提供など、経営指導員や専門家が創業を実現するために多くの機会をとらえて支援す

る。創業後においても、２月に１回程度ヒアリングすることにより、売上状況、資金

繰りなど経営計画の実現状況の確認を行うとともに、経営分析、税務相談等の必要な

支援を継続し、軌道に乗るまでのフォローを確実に実践する。 

  事業承継を課題としている事業者には、早期の対応が効果的であることを理解して

 いただき、各課題について協議検討する時間を十分に確保したなかで、支援を行うこ

 ととする。 

 

（３）本事業の目標 

支援内容 現在 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

Ａ．事業計画策定後の 

  フォローアップ回数 
50 192 192 192 192 192 

Ｂ．内 創業者のフォロー 

  アップ回数 
5 24 24 24 24 24 

Ｃ．内 事業承継者のフォロ 

  ーアップ回数 
1 20 20 20 20 20 

※フォローアップ件数算出根拠 計画策定件数(48 件)×4 回/年＝192 回/年 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

  現状では、商工会独自で需要動向の調査は行っていない。また、調査機関が発表し

ている需要動向の分析データもあまり活用しないまま、個社支援を行っている状況で

ある。 

  小規模事業経営者自身も、これらのデータを活用することなく、経験をもとに、ま

た、漠然とした好不況感を頼りにして、商売を継続している場合が多いようである。

  今後は、商工会が関与するイベントや店頭でのアンケート調査を実施し、消費者の

生の声を集め、集計結果を各事業所へフィードバックしていくことと、併せてマクロ

的な観点を補完するために、調査機関が発表しているデータを活用して需要動向を読

み、次への事業展開を提案していくこととする。 

 

（２）本事業で取組む事業内容 

①ひろしま夢ぷらざ・物産展などへの出展時に消費者アンケートを実施する 

区 分 収集方法 提供先業種 

ひろしま夢ぷらざ（市外） ①タブレット端末を

利用したアンケート

により、データを収

集する。 

 

②店頭でお客様に声

をかけ、具体的な意

見を頂く。 

・小売業者 

・飲食業者 

・食品製造業 フードフェスティバル広島（市外） 

おりづるタワー（市外） 

安芸高田いちおしフェア（市内外） 

高速道路ＰＡでの物産展（市内外） 

 

   ■分析（調査）する項目 

    ○年齢 ○性別 ○住所 ○家族構成 ○良く買う商品 ○味の評価 

    ○パッケージの評価 ○価格の妥当性 ○地元ＰＲ度 

    ○自由意見（希望する新商品など） 

 

   ■実施の頻度 

  〇物産展等イベント参加時 300 程度のサンプル目標 

 

②各事業所でアンケートを実施する 

  各事業所並びに神楽門前湯治村等観光施設への来客者を対象として、地元の「特

 産品の評価」と「希望する新しい特産品」等の項目による購入者アンケート調査 

 を実施し、既存商品のリニューアルや新しい特産品の開発へつなげる。 

 

区 分 収集方法 提供先業種 

神楽門前湯治村（美土里） ①タブレット端末を

利用したアンケート

により、データを収

集する。 

 

・小売業者 

・飲食業者 

・食品製造業 

 

道の駅 北の関宿（美土里） 

たかた産直市（吉田） 

八千代産直市場（八千代） 
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やすらぎ（向原） ②店頭でお客様に声

をかけ、具体的な意

見を頂く。 各事業所 

 

   ■分析（調査）する項目 

    ○年齢 ○性別 ○住所 ○家族構成 ○良く買う商品 ○味の評価  

    ○パッケージの評価 ○価格の妥当性 ○地元ＰＲ度  

    ○自由意見（希望する新商品など） 

 

   ■実施の頻度 

  〇新商品開発の際に行う 300 程度のサンプル目標 

  〇年間 10 事業所×１回 

 

  ■データの活用方法 

    事業①～②については、既存の特産品に対する評価結果について特産品の製造

   業者へフィードバックし、消費者ニーズを理解してもらうとともに、必要に応じ

   て「既存商品の改良」「ブラッシュアップ」、「新商品の開発」を行うことを検討す

   るなど、事業者が経営指導員や専門家と一緒になって自社商品のブランド力を確

   認するとともに、向上にむけた販売戦略を協議する材料とする。 

    また同様に、広島市や東京などの大都市圏へアプローチする場合の販促戦略の

   方向性を立てる参考資料としても活用し、新たな販路の獲得を目指す。 

 

③各調査機関が行った分析データを収集・分析し、個社の必要とする需要動向デー

タの情報を整理し、年１回提供する。 

区 分 収集分析項目 提供先業種 

MieNa 
特定市区町村の経済水準比較評価 

町丁別マーケット評価 

・小売業者 

・飲食業者 

・食品製造業 
RESAS 

人口マップ 

観光マップ 

 

  ■データの活用方法 

  事業③については、小規模事業者が現状で考えている経営方針と、実態として 

 の地域マーケットの特性データを比較し、その差を埋めるための事業計画を策定 

 する参考資料として活用する。ライフステージに沿った対応が必要であれば、そ 

 の手法も加える。 

 

（３）本事業の目標 

支援内容 現在 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度
イベントでの消費者アンケー

ト実施回数 
1 5 5 5 5 5 

購入者アンケート実施社数 - 5 10 10 10 10 

調査結果提供社数 - 48 48 48 48 48 
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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】 

（１）現状と課題 

  これまでに安芸高田市商工観光課・安芸高田市観光協会・安芸高田市商工会が連携

し、地域内一番の大型ショッピングセンター（イズミゆめタウン吉田店）にて地元特

産品を販売する「安芸高田市いちおしフェア」を５回開催してきた。 

このフェアには地元小規模事業者１２社が特産品を出展販売したが、来場者のほと

んどが安芸高田市民であったため、市外への商品ＰＲの効果が図れなかった。 

  一方、商工会が管理運営している「安芸高田どっとコム」という情報発信サイトで

は、企業のＰＲと地域情報の発信が目的であったが、情報のメンテナンスができてい

ないために閲覧者が少ない現状である。 

  今後は、新たな需要の開拓を支援するため、市内イベントだけでなく、市外のイベ

ントへの積極的な参加および企画を進めていく。また、インターネット・SNS やメデ

ィアを積極的に活用し、安芸高田市特産品の新たな需要の開拓に寄与していくことと

する。 

 

（２）本事業で取組む事業内容 

 ①市外での物産展開催・商談会への参加および企画運営 

今後の展開としては、安芸高田市外の三次市、広島市等のＳＣや道の駅、高速道路

サービスエリア等で「安芸高田いちおしフェア」を開催し、市外の方にも安芸高田市

の食品メーカーで作られた名産品を広くＰＲし、新たな需要開拓を図る。 

  商工会としては、開催場所であるＳＣ責任者やバイヤーへの商品ＰＲを行い、新規

取引契約が成立するための橋渡しとしての役割を果たす。また、前述の「需要動向 

調査に関すること」にも記載したとおり、各種アンケートを実施し消費者ニーズの動 

向情報を各関係事業者にフィードバックし、お客様の声を反映した事業展開につなげ 

るような仕組みを構築していく。 

 

区 分 参加業種 

安芸高田いちおしフェア（市内外） ・小売業者 

・飲食業者 

・食品製造業 

・土産品製造業者 

ひろしま夢ぷらざでの安芸高田フェア（市外） 

フードフェスティバル広島（市外） 

おりづるタワー店頭イベント（市外） 

高速道路 SA・PA での物産展（市内外） 

商談会（当商工会が企画する商談会を含む） 

 

②広島熟成鳥・赤鶏・ジビエ（野生鳥獣）を活用 

 安芸高田市高宮町を中心に育成され、広島県の生産物として県の応援制度にも登録

されている、「広島熟成鳥」「広島赤鶏」を使った新しい特産品や料理の開発を行うな

ど、地域の特性を十分に活かすことのできる商品開発のための支援を行う。 

 また、安芸高田市は広島県内でも有数のジビエの生産地となっているが、地元安芸
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高田市民には鹿肉や猪肉を買って食べる習慣がないため、町内でジビエ料理を食べる

ことのできる飲食店は現時点で２軒と少なく、ジビエのほとんどが広島市内の飲食店

に卸されている状況である。 

 市外からの誘客を促進する起爆剤の一つとして広島熟成鳥・赤鶏のブランディング

を今一歩前に進めるとともに、もう一つの地域特性でもあるジビエ生産地の町として、

他市町との差別化を図るべくジビエ料理の開発や加工商品の研究開発を進め、新商品

できた折には市内での取扱店を増やし、各個店の売上増加につながることを目指す。

 

③安芸高田市・安芸高田市観光協会・地域イベントとの連携 

 安芸高田市が主管する名産品部会等の会議や事業の取組みに参加することで、関係

団体との連携体制を強化するとともに、行政・観光協会が有している情報を収集し、

食品メーカーや土産物を製造している小規模事業者の販路の拡大を図る。 

 また、安芸高田市内で開催されているサイクリング大会やマラソン大会と連携し、

サイクリング・ランニングマップを含めた飲食店マップを共同で作成する。紙ベース

だけでなく、インターネット上で配布し、情報を拡散していく。その際、サイトを見

て訪れた方には割引サービスなどの特典をつけることで、相乗効果を狙っていく。 

④「お太助フォン」の活用 

 安芸高田市の約８０％の世帯に設置されたブロードバンド有線放送の「お太助フォ

ン」が持っている文字放送・動画放送の機能を活用する研究を行い、自らがＩＴを活

用して情報発信することが苦手である小規模事業者の、企業紹介やお買い物情報等を

発信する。また、前述のプロモーションビデオを放映することで、パソコンが上手く

使えない高齢者にも企業の紹介が可能となり、イメージアップが図れる。 

 

⑤新聞・テレビ等のメディア（プレスリリース）の活用 

 イベントを実施する時や新商品を開発する時などは、各メディアを十分に活用し、

当該事案を広くＰＲするよう広報戦略を確立するように、経営指導員がプレスリリー

ス活用ノウハウをマスターし、各事業所にプレスリリースの提案ができるようにして

いく。 

 

⑥安芸高田どっとコム・ＳＮＳの活用 

 安芸高田市商工会が運営する地域ポータルサイトである「安芸高田どっとコム」を、

より地域企業のＰＲが効果的になるようにリニューアルする。具体的には、各事業所

への HP へのリンクだけでなく、小規模事業者をプロモーションビデオで紹介する動画

配信コーナーを設置することで、画像だけでは伝わりにくい商品および各事業所の魅

力を動画により伝えることを進めていく。また、当商工会の Facebook で積極的に情報

発信を行い、当商工会の HP を入口としないルートからの情報拡散も行う。 

 

（３）本事業の目標 

支援内容 現在 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度
いちおしフェア等市外での特産

品の販売イベント回数 - 3 4 4 5 5 

同上 新規取引契約数 - 3 3 3 3 3 
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同上 売上増加（対前年比

5％増）事業所数 
- 3 3 3 3 3 

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ作成件数 - 5 5 5 5 5 

特産品・料理等 

開発商品数 
- 3 3 3 3 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（１）現状と課題 
 安芸高田市の地域経済の活性化を図るうえで、観光振興施策のさらなる推進が大きな 
ポイントの一つとなる。 
 地域の現状において述べているように、安芸高田市には毛利元就が本拠とした郡山城 
や甲立古墳など豊かな「歴史」、土師ダムや湧永庭園、神楽門前湯治村やたかみや湯の 
森などの「観光宿泊施設」、サンフレッチェ広島やワクナガレオリックといった「トッ 
プスポーツチーム」など、多くの地域資源があるにもかかわらず、総観光客数及び一人
当たり観光消費額も低調な推移に留まっている。 
また、市内各地で年間を通じて様々なイベントを開催しているものの、安芸高田市へ
のリピーターも含めて大きな集客に繋がっていない。 
これらの状況から、今後、観光振興を促進していくためには、関係者が一堂に会し協
議を行うための連絡協議会を設立するなど、新たな仕組みづくりが必要となる。幸いに
も、市内を横断する国道５４号線の吉田町地域に、新しい「道の駅」を建設整備し、平
成３２年度に供用開始する構想が本格的に検討開始となり、本件の検討に合わせる形で
各団体の連携を深めるきっかけとしたい。 
 
（２）本事業で取組む事業内容 

 ①協議会の設立 

観光振興を促進していくために、市内の特産品製造小売り業者や宿泊施設・飲食店

ほか観光関連事業者、安芸高田市商工観光課、安芸高田市観光協会、安芸高田市地域

振興事業団、広島北部農業協同組合、安芸高田市商工会、コンサルティング会社等に

よる連絡協議会を設置し、総観光客数や消費額を増やすための協議を重ね、互いの役

割分担の明確化と連携強化を図る。 

安芸高田市商工会は、各団体をとりまとめる団体としての機能を果たす。 

 

■連携イメージ図 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品開発・マーケティング他】 

・コンサルタント 
・特産品製造業者 
・地域振興事業団 
・広島北部農業協同組合 

【販売・ニーズ調査他】 

・小売業者 
 （産直市含む） 
・宿泊施設、観光関連業者

・飲食店 
 

【広報・アンケート他】 

・安芸高田市（応援の会含む） 
・安芸高田市観光協会 
・安芸高田市商工会 
 
 

安芸高田市商工会 
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 ②安芸高田市外への情報発信 

 安芸高田市以外からの交流人口を増やすため、安芸高田市の出身者で組織する「安

芸高田市ふるさと応援の会 広島支部 850 名」「同関東支部 200 名」「同関西支部 100

名」など、安芸高田市外に居住する応援者とのコンタクトを十分にとり、安芸高田市

の様々な情報を提供することで交流人口の増加を図る。また、地域特性を活かした地

元特産品やサービスを紹介することで、関係事業者の販路の拡大への期待が持てる。

  また、広島市安佐南区のサッカースタジアムで行われる「サンフレッチェ広島スポ

ンサードゲーム」や東京都で行う「あきたかた神楽東京公演」の開催については、実

行委員会のメンバーとして積極的に参加協力し、各会場にて安芸高田市の魅力を広く

ＰＲするため、各事業者とも連携を図りながら特産品の販売や情報発信の方法につい

て企画提案するなど、安芸高田市の魅力を十分に広報し、これからの市外からの誘客

に繋げるとともに特産品のＰＲに努める。 

 

 ③新しい特産品の開発 

  新たな需要開拓でも述べたように、地元企業で育成された「広島熟成鳥」「広島赤鶏」

を使った新しい特産品や料理の開発を行うなど、地域資源を十分に活かすことのでき

る商品開発のための支援を行うとともに、安芸高田市地域振興事業団が解体処理を行

い、年々処理頭数を伸ばしてきているジビエ（鹿・猪）を活用した、燻製ジャーキー

などの新しい特産品や料理の開発についても積極的に協力する。 

 （※新商品開発数は、新たな需要開拓の項目で記載） 

 

（３）本事業の目標 

事業内容 現在 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

連絡協議会開催回数 - 2 2 2 2 2 

ふるさと応援の会と

の情報交換会 
- 1 1 1 1 1 

応援の会会員への 

情報提供回数 
- 3 3 3 3 3 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

  安芸高田市には複数の中小企業支援機関が存在し、各種セミナーや窓口相談等の支

援事業を行っている。現状では、各中小企業支援機関の情報共有が不十分であるため、

支援機関ごとに類似したセミナーを開催したり、ひとつの事業所に対して複数の支援

機関が訪問指導を行うなど、必ずしも効率的な支援を行っているとは言い難い。 

 また、市外のよろず支援拠点やミラサポ専門家などとの連携が、現状では十分とは

言えず、今後は、各支援機関が有するノウハウなどの情報交換を図る必要がある。 

 

（２）本事業で取組む事業内容 

安芸高田市、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫、広島
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銀行他市内民間金融機関等が一堂に集う安芸高田市地域懇談会を年１回開催し、地

域課題や経済動向などの情報を共有化するとともに、関係機関が顔の見える連携の

中で、互いが役割分担を意識しながら、事業者が持続的発展を図れるような支援体

制を構築する。 

  平成２７年度には各団体のトップを招いての開催であったが、今後は業務担当者を

中心としたワーキング委員会（仮称）を設置し、新規の販路開拓・特産品開発や事業

資金融資の相談など、踏み込んだ情報交換のできる懇談会を年２回開催する。また、

日頃から個別に情報交換を継続し、小規模事業者の幅広い相談ニーズに応える体制を

構築する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

  小規模事業者の経営課題は、より高度化多様化し専門的なものとなっているため、

現状の経営指導員個人のスキルだけでは対応できない課題も多くなっている。 

 また６町商工会が合併し支援地域は広域化した反面、経営指導員の設置定数が減員

されたことや、人事異動が頻繁に行われるようになったことで、組織が目標としてい

る地域密着型の経営支援の実施がやや難しい状況にもなっている。 

 

（２）本事業で取組む事業内容 

事務局内の「経営支援会議」を毎月開催し、支援対象事業者の状況、支援方針など

を共有し、支援能力の平準化を進める。また、先進的な支援事例の研究及び情報共有

を図るため県商工会職員協議会、全国商工会職員協議会主催の「経営支援事例発表会」

への参画、県連主催の研修会への参画、中小企業大学校の研修を計画的に受講させる。 

また、そうして習得した内容・情報を月１回、全職員による勉強会を開催し、商工 

会内でそのスキル情報を共有するとともに、各職員が積極的に発表することにより、

指導能力・プレゼンテーション能力の向上を図る。 

若手経営指導員については、専門家やベテラン経営指導員とチームで小規模事業者 

を支援することなどを通じて、指導や助言、情報収集方法を習得するなど、ＯＪＴに 

より、伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

（３）本事業の目標 

参 加 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営支援事例発表会への参加 - 2 2 2 2 2 

※全国商工会職員協議会主催の発表大会へ参加し、全国の優秀な経営支援事例の発表を聞き、 

 経営支援の参考とするとともに、県域を越え他地域の経営指導員等と積極的に情報交換を行

うことで、スキルアップややる気の向上を図ることができる。 

職員協議会研修会の参加 9 9 9 9 9 9 

※広島県商工会職員協議会主催のパワーアップセミナーへ参加することで、商工会組織の職員

としての自覚を促すとともに、資質の向上と切磋琢磨や自己改革の精神を上乗せする。 

中小企業大学校研修の参加 1 6 6 6 6 6 

※中小企業大学校広島校のセミナーを受講する。特に経営の支援者として必要である「経営戦

略」「マーケティング」「財務」「人材マネジメント」などのカリキュラムの専門性の高いセミナ

ーを受講させる。 
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商工会内勉強会の開催回数 1 12 12 12 12 12 

※商工会で扱っている多岐にわたる業務ごと、例えばマーケティング・マネジメント・税務・

労務などをテーマとして、専門家を招へいするかまたは得意な職員が講師となり、ＯＪＴを

実施し、事務局一体となっての資質の向上を図る。 

経営支援会議の開催 3 12 12 12 12 12 

※各事業所のへの支援方法の方針決定やそのノウハウなど、商工会内で意見交換を行い情報を

共有するために、月１回のペースで経営支援会議を開催する。 

 

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 

本計画に記載の事業の実施状況及び成果については、毎年度、次の方法により、そ

の評価・検証を行う。 
 
①商工会内に、正副会長、各部会長、監事、さらには、安芸高田市、広島県商工会

連合会指導部、中小企業診断士などの外部の有識者を交えた「経営発達支援事業

評価委員会」を設置し、年度中途での事業の経過・進捗状況の報告や見直しとと

もに、年度終了後は、結果報告、成果・評価、見直しを行い、ＰＤＣＡを確実に

回すことを前提とした仕組みを構築する。 
 
②年度中途の経過報告において、進捗状況が十分でない項目がある場合は、「事業委

員会」を開催し、年度後半の事業実施の強化を検討するとともに、翌年度の事業

計画の見直しや事業促進に反映する。 

 

③毎事業年度終了後、「経営発達支援事業評価委員会」を開催し、審査結果を理事会・

総代会に報告するとともに、広島県・安芸高田市へ報告する。 

 

④事業の実施状況・成果などについては、地域の小規模事業者の閲覧に供するとと

もに、商工会報、ホームページ、お太助フォン、中国新聞の紙面記事等により、

会員事業所はもとより地域住民に公表する。 
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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 10 月現在）

 

（１）組織体制   主体  安芸高田市商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
〈各職員の役割分担〉 

事 業 内 容 主担当者 

経営発達支援事業統括・進行管理 竹本隆文 

関係機関等の連絡・調整 竹本隆文、中原実穂 

Ⅰ-1.地域の経済動向調査 今屋えい子、丸本尚也 

Ⅰ-2.経営状況の分析 中原実穂、今屋えい子、丸本尚也、横谷 航 

Ⅰ-3.事業計画策定支援 中原実穂、今屋えい子、丸本尚也、横谷 航 

Ⅰ-4.事業計画策定後の実施支援 中原実穂、今屋えい子、丸本尚也、横谷 航 

Ⅰ-5.需要動向調査 丸本尚也、横谷 航 

Ⅰ-6 新たな需要の開拓 丸本尚也、横谷 航 

Ⅱ 地域経済の活性化 竹本隆文、中原実穂、今屋えい子、丸本尚也、横谷 航

Ⅲ-1.支援ノウハウの情報交換 中原実穂、今屋えい子、丸本尚也、横谷 航 

Ⅲ-2.経営指導員の資質向上 中原実穂、今屋えい子 

Ⅲ-3.事業の評価見直し 竹本隆文、中原実穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［事務局体制：職員１２名］ 

●事務局長 １名 竹本隆文 

●経営指導員 ４名 ①中原実穂（総務企画課長）  ②今屋えい子（経営支援課長） 

           ③丸本尚也（主任）  ④横谷 航（主任） 

●補助員 ４名   ①金川美紀（主任主事）  ②沖田公恵（主任主事） 

          ③信田 文（主事）  ④塩田美紀（主事） 

●記帳指導職員 ３名 ①槇原明美 ②岩口浩美 ③山村律子 
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事業連携体制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連 絡 先   731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田 979 番地-2 

           TEL 0826-42-0560 FAX 0826-42-0243 

           E-mail akitakata@hint.or.jp 

安芸高田市商工会 
 会長（熊高一雄）― 監事 

  副会長 

  理事会     商業部会  工業部会 

          青年部  女性部 

 総務委員会  情報化委員会 

 

                  会員 750 名  総代 100 名 

 

事務局  事務局長１名、経営指導員４名 

     補助員４名、記帳指導職員３名 

【行政等公的連携機関】 

 
 ①中小企業基盤整備機構 
 ②ひろしま産業振興機構 
（広島県よろず支援拠点） 

 ③安芸高田市商工観光課 
 ④安芸高田市住宅政策課 
  

【民間団体等連携機関】 

 
 ①安芸高田市ふるさと応援の会 
 ②(一社)安芸高田市観光協会 
 ③(公財)安芸高田市地域振興事業団 
 ④ＳＣイズミゆめたうん吉田店 
 ⑤八千代産直市場㈱ 
 ⑥中国新聞社 吉田支局 
 ⑦日本政策金融公庫 広島支店 
 ⑧広島銀行 吉田支店・向原支店 
 ⑨もみじ銀行 吉田支店 
 ⑩広島市信用組合 吉田支店 
 ⑪中国ブロードバンドサービス㈱ 
 ⑫広島県商工会連合会 
 ⑬安芸高田市ブランド住宅事業協同組合 
 ⑭㈱サンフレッチェ広島 
 ⑮湧永レオリック 
 ⑯みつや会計事務所 
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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） 

区       分 平成 29 年度 平成 30 年度

 

平成 31 年度

 

平成 32 年度 

 

平成 33 年度

必要な資金の額 7,850 7,550 7,550 7,550 7,550 

 Ⅰ-1.地域の経済動向調査費用 150 150 150 150 150 

 Ⅰ-2.経営状況の分析費用 1,500 1,200 1,200 1,200 1,200 

 Ⅰ-3.事業計画策定支援 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 Ⅰ-4.事業計画策定後の実施支援 900 900 900 900 900 

 Ⅰ-5.需要動向調査 100 100 100 100 100 

 Ⅰ-6.新たな需要の開拓 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 Ⅱ 地域経済の活性化 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 Ⅲ-1.支援ノウハウの情報交換 100 100 100 100 100 

 Ⅲ-2.経営指導員の資質向上 500 500 500 500 500 

 Ⅲ-3.事業の評価見直し 100 100 100 100 100 

 

 

 

調     達     方     法 
 
１ 広島県小規模事業経営支援事業費補助金… 県へ交付申請、県連を通じて交付 

２ 安芸高田市商工業振興事業費補助金…   安芸高田市へ交付申請・交付 

３ 会員会費収入…             毎年度、総代会終了後、請求・入金 

４ 特別賦課金・手数料…          研修会等参加負担金、記帳代行料 

５ 受託料…                安芸高田市・受託団体からの受託料 

６ 国の補助金…              経営発達支援計画認定後の補助金 
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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 

・販路開拓 

・商品開発 

・経営分析 

・事業計画策定支援 

・事業計画策定後のフォロー 

・新たな需要開拓 

・地域経済の活性化 

連携者 連絡先 役 割 連携効果 

中小企業基盤整備機構 

中国本部 

 本部長 井上秀生 

730-0013 

広島県広島市中区八丁堀

5-7 ℡082-502-6689 

農商工連携等課題解決 

専門家派遣 
専門的な知識・情報収集

ひろしま産業振興機構 

広島県よろず支援拠点 

 理事長 深山英樹 

730-0052 

広島県広島市中区千田町

3-7-47 ℡082-240-7715 

各事業所経営課題解決の

ための専門家派遣 
専門的な知識・情報収集

安芸高田市産業活動 

支援センター 

（市役所商工観光課内） 

代表者 熊高一雄 

731-0592 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 791 ℡0826-47-4024 

各事業所経営課題解決の

ための専門家派遣 
専門的な知識・情報収集

安芸高田市ふるさと 

応援の会 

（市役所商工観光課内） 

本部会長 立川哲男 

731-0592 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 791 ℡0826-47-4024 

広島市部会、関東支部会

大阪支部会との連携 

ふるさと応援の会を通じ

た、安芸高田市外への新

規販路開拓等の支援 

(一社)安芸高田市観光協

会 

 理事長 金川豊久 

739-1201 

広島県安芸高田市向原町 

坂 37-4 ℡0826-46-7055 

観光協会との連携による

観光振興の促進 

観光協会のネットワーク

を通じたイベント・特産

品等のＰＲ 

(公財)安芸高田市地域 

振興事業団 

 理事長 藤川幸典 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 269-4 

 ℡0826-42-1011 

「あきたかたのたから」

ブランドとの連携 

事業団が取り組んでいる

ジビエ加工品・そば事業

等で市のＰＲ拡大 

ＳＣイズミゆめたうん吉

田店（市内一の規模） 

店長 松尾和幸 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 594-1 

 ℡0826-42-1400 

いちおしフェアの開催を

通じた地元産品のＰＲ 

イズミでの商品販売の新

規取引契約（既に実績あ

り） 

八千代産直市場株式会

社 

 店長 中村博之 

731-0303 

広島県安芸高田市八千代町

佐々井 1405-5 

地元産品の展示販売 

八千代産直市場での商品

販売新規取引契約（既に

実績あり） 

中国新聞社 安芸高田

支局 

 支局長 山成耕太 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 1401 

商工会経営発達事業の 

ＰＲ 

商工会が行う各種事業の

プレス発表による広報 

日本政策金融公庫 

 広島支店 

 支店長 岸本英司 

730-0031 

広島県広島市中区紙屋町 

1-2-22 ℡082-244-2231 

既存事業者及び創業者の

設備・運転資金等の資金

的支援 

事業者の資金需要への対

応。（第２マル経制度の利

用含む） 
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広島銀行 吉田支店 

 支店長 仁宮幸穂 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 789-1 ℡0826-42-0313

既存事業者及び創業者の

設備・運転資金等の資金

的支援 

地元金融機関としての融

資相談及び経済情勢等の

情報共有 

広島銀行 向原支店 

支店長 穐山佳弘 

739-1201 

広島県安芸高田市向原町 

坂 189-6 ℡0826-46-3131 

既存事業者及び創業者の

設備・運転資金等の資金

的支援 

地元金融機関としての融

資相談及び経済情勢等の

情報共有 

もみじ銀行 吉田支店 

 支局長 永井可臣 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 752-1 

 ℡0826-42-0622 

既存事業者及び創業者の

設備・運転資金等の資金

的支援 

地元金融機関としての融

資相談及び経済情勢等の

情報共有 

広島市信用組合 吉田

支店 

 支店長 神田 剛 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 1108 ℡0826-42-0608

既存事業者及び創業者の

設備・運転資金等の資金

的支援 

地元金融機関としての融

資相談及び経済情勢等の

情報共有 

中国ブロードバンド 

サービス㈱ 

 統括部長 田島眞二 

739-1101 

広島県安芸高田市甲田町 

高田原 2500 

 ℡0826-45-7017 

お太助フォンを活用した

地元消費喚起システムの

構築 

地域ブロードバンドシス

テムに乗せた、地域事業

者のＰＲ 

㈱サンフレッチェ広島 

ﾎｰﾑﾀｳﾝ推進部地域担当 

 松長将一 

733-0036 

広島県広島市西区観音新町 

4-10-2 ℡082-233-3233 

サッカーＪ１チームの応

援等連携による地域ＰＲ

トップレベルのスポーツ

チームとのコラボによ

る、事業者のイメージア

ップ 

湧永レオリック 

（湧永製薬広島事業所） 

部長 斎藤 正 

739- 

広島県安芸高田市甲田町 

下甲立 1624 

 ℡082-45-2331 

ハンドボール男子の応援

等による地域ＰＲ 

トップレベルのスポーツ

チームとのコラボによ

る、事業者のイメージア

ップ 

広島県商工会連合会 

 会長 熊高一雄 

730-0051 

広島県広島市中区大手町 

3-3-27 ℡082-247-0221 

ミラサポ、エキスパート

バンクなどを活用した経

営支援 

広島県全体の情報収集・

状況分析 

安芸高田市ブランド 

住宅事業協同組合 

 理事長 小又正文 

730-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 979-2 

 

建築関連業者との連携に

よる、若者定住事業の推

進 

本組合の事業活動を通じ

た行政施策の支援 

みつや会計事務所 

 税理士 和木坂 満 

731-0501 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 1923-1 

 ℡0826-42-0279 

事業者の専門的な税務相

談に対応 

相続等、難解な税務相談

への対応が可能 

安芸高田市産業振興部 

商工観光課 

 課長 兼村 恵 

731-0592 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 791 ℡0826-47-4024 

商工振興等、域経済活性

化の窓口 

行政当局との連携によ

る、商工会の事業プラン

の実現を図る 

安芸高田市建設部 

住宅政策課 

 課長 行森俊荘 

731-0592 

広島県安芸高田市吉田町 

吉田 791 ℡0826-47-1202 

定住促進、住めーる補助

事業等の窓口 

行政当局との連携によ

る、商工会の事業プラン

の実現を図る 

 

 


