
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
宮島町商工会（法人番号 ７２４０００５００６８７９） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日（５年間） 

目標 

国の成長戦略である観光振興と歩調を合わせ、東京オリンピック開催

以降も見据え、宮島地域の小規模事業者の持続的発展のため、伴走型支

援により以下の目標を達成する。 

１．国際観光拠点形成に向けた宮島ブランドによる持続的向上 

２．食関連事業による新たな需要の開拓と創業 

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】 
廿日市市域や宮島の経済動向調査から、域内小規模事業者に与え

る影響などを整理分析して、今後の経営計画策定事業の支援に活用

する。 

２、経営状況の分析に関すること【指針①】 
巡回訪問の強化により小規模事業者の経営状況の実体把握・分析

を行う。 

３、事業計画策定支援に関すること【指針②】 
整理分析した経営課題の解決を図るため、支援対象、支援の目

標、事業計画の手段、及び策定のための数値目標などを明確にした

支援をする。 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業計画策定後は、目標・指導内容・フォローアップの頻度など

を明確にし、対象事業者を直接訪問し、必要に応じて指導助言を行

う。 

５、需要動向調査に関すること【指針③】 
需要動向をマーケットインの視点で情報の収集・整理・分析及び

提供を行い、必要に応じて指導助言する。 

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】 
食産業や伝統工芸品・特産品の国際化対応を図ることで 新たな

需要を創造し、将来にわたる宮島新ブランドの創出を支援する。 

 

Ⅱ、地域経済の活性化に資する取り組み 
廿日市市の産業振興審議会の施策と歩調を合わせつつ広島市、広島

県などの観光推進事業とも連携し、域内の供給と 需要を循環させ

る取組を行なう。 

連絡先 

 宮島町商工会 
〒739-0553  広島県廿日市市宮島町 527 の１  

TEL:0829-44-2828   FAX:0829-44-2829 

Email: miyajima@hint.or.jp 

 



-1- 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

宮島町商工会地域の概要 

 
宮島町商工会の地域エリアは宮島の島内全域で人口は 1,672 人・875 世帯である。（平

成 28 年 8 月 1日現在） 

宮島にある厳島神社は、恵まれた自然を背景に,海中に５９３年に創建され、 

海上交通の神様として深く信仰されてきた。近年まで国外・国内の産物の中継基地 

となり、九州・大阪・瀬戸内海沿岸各地から多くの商人が集まり、また、厳島詣で 

という,信仰と旅を合わせた旅行ブームがあり、歌舞伎や大相撲・富くじなどの興行 

も行われ、多くの人が集まる地として、信仰と娯楽で繁栄してきた。 

このように、宮島は自然や歴史に恵まれ、明治・大正・昭和の時代を経て、 

シンボルである厳島神社は、背景の原始林とともに、１９９６年に 

世界文化遺産に登録され、現在に至っている。 

 

 
 

【地域の現状】 
宮島の経済指標となる年間来島者は、１９９４年、初の３００万人突破から、 

現在に至るまで増え続け、現在年間を通じて約４００万人の来島者が観光客として 

訪れている。 

又、近年、経済のグローバル化に合わせた、国のインバウンド政策などにより、 

外国人観光客も増え、欧州・アメリカ州・大洋州を中心に、年間約２２万人が訪れ 

更に増え続けている。しかし、観光スタイルの変化（団体から個人・グループへ、 

中高年の増加、文化・価値観の変化等）に伴い、宮島への観光客や、新規出店者・ 

創業者の増加による、島内観光産業と地域経済は変化しつつある。 

こうしたことから、宮島の地域経済における小規模事業者の内訳は、約９０％が、 

観光産業に関わる小規模事業者であり、その業種もホテル・旅館業・サービス業、飲食

小売業、物産小売業が中心となっている。 

【地域の課題】 
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今後も観光客の増加に対応しつつ地域の発展を継続的に進めるためには、島内の 

小規模事業者が顧客層から求められる需要の変化及び時代の要請である事柄に対し、 

ハードとソフト両面において自ら変化・整備させていく必要がある。 

また、島外からの進出事業者と共存、共栄をはかりながら、イノベーションを 

進めつつ地域に根付き、事業を持続発展させていくため、個店強化を支援する役割を 

商工会は担っている。 

現在、行政と共に、江戸・明治時代から伝わる重要伝統建築物保存や、魅力ある 

宮島の街並みつくりなどを含め、定住促進と店舗改装などの両輪を進めているところ 

であるが、島内人口は減少傾向を続けており後継者不在の空き店舗が発生している。宮

島での創業希望者、島外からの出店希望者は多いが、受入れ情報発信体制の整備は十分

とはいえない。 空き店舗・空き家を減少させるため、伝統的な町家の利用検討も進

め、地域経済の活性化へつなぎ、新たな観光資源にも発展させる課題がある。 

 
 宮島町地域の商工業者の概要 
 商工業者数   ２３９（平成２４年経済センサス数値） 
 小規模事業者数 １９０（     〃       ） 

 会員数（商工会）２１２（定款会員３） 

組織率（商工会） ８７．４％ 

 

宮島町の業種別小規模事業者数（平成２４年経済センサス数値） 

業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 宿泊業 サービス業 その他 合計

事業所数 11 18 8 76 45 22 6 4 190

構成比 5.8％ 9.5％ 4.2％ 40％ 23.7％ 11.6％ 3.2％ 2.1％ 100％
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宮島地域の人口世帯（廿日市市統計数値 単位人） 

                       平成２８年８月１日現在 

世帯 人口 男 女 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 高齢化率 廿日市市人口

875 1672 752 920 126 794 752 45.0％ 117,063 

 

 
宮島来島者数１０年間の統計資料（廿日市市統計数値 単位千人）  

                       平成２７年１２月３１日現在 

年別 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 

日本人 2,831 3,076 3,435 3,464 3,425 3,631 4,047 4,084 3,899 4,025

外国人 94 114 134 112 117 66 97 104 136 218 

宿泊者 314 351 358 320 338 320 368 377 348 379 

 

 

【中長期的振興のあり方】 

 
宮島地域の、小規模事業者の経営発達支援事業の策定にあたっては、地域の経済団体

として（※注 1）廿日市市の産業振興審議会と連携し、宮島町の小規模事業者の産業振興

を通じて地域経済を後押しする。小規模事業者が明確な目標設定のもと戦略的な事業計画

に則り売上、利益の増大を図ることで強い体質となるよう個社支援を通じて一つ一つの課

題解決まで伴走支援し、小規模事業者の持続的発達に取り組む。来島者が増加中の現在か

ら、更に追い風と予測される東京オリンピックまで、さらに現在から向こう１０年先まで

を見据えて、国際観光拠点形成と食関連事業による新たな需要の開拓と創業によって「宮

島ブランド」を確立させることを個社支援、伴走型支援を推進する事により、小規模事業

者の持続的発達に取組む。 

 
（※注 1）廿日市市産業振興審議会 

廿日市市産業振興基本条例（平成２８年条例第５号）に基づき市内の事業者の創意工夫及び自主的

な経営努力を尊重し、事業者、産業経済団体、国・県の産業支援機関、金融機関、大学、NPO 等のま

ちづくり活動団体、市民及び行政が相互に連携し、協働することにより、事業者の活力が最大限に発

揮され、地域経済の持続的発展が図られることを本旨とする事業。 
宮島ブランドを活用した外需開拓施策として、廿日市市開催による外国人観光客獲得向け商品・サー

ビス開発講座セミナー」や専門家派遣による経営指導などにより、継続的な観光消費額の向上を目指

す。「世界文化遺産宮島」としての集客力を活用した、「廿日市市域全体の経済活性化」へ貢献するこ

とで宮島もともに発展する支援等。 

 

 

【本計画における目標・方針】 

 

 （目 標） 

 

 ①積極的な来島者誘致による小規模事業者の強化支援 

宮島島内、地域だけではなく、広島県、広島市、廿日市市、等の産業振興策をベース

に近隣商工会、金融機関などの各団体と連携し、廿日市市全体に経済効果を及ぼすなど、

「世界文化遺産宮島」としての集客力を活用した、「廿日市市域全体の経済活性化」へ貢
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献することで宮島もともに発展する支援を目指す。増加しつつある 

訪日外国人観光客の言語・文化・生活習慣を理解し、その対応を図ることにより小規模

事業者の売上が増加するよう支援する。 

 

 ②宿泊・飲食・物販・サービス業など、小規模事業者の強化支援 

 経済状況の分析から経営計画立案、事業の進捗管理、修正改善を小規模事業者の主体

的な数値管理により経営する強い体質の事業者となるよう支援する。 

 

③地域経済の活性化に対する取組 

後継者問題のある店舗や宮島での創業希望者、島外からの出店に対し、情報の積極的

な発信を推進し、かつ受入れ体制を連携構築する事で空き店舗・空き家をなくし定住を

促進し地域経済の活性化につなげる。また伝統産業の継承育成も産業振興大会などの実

施拡充を支援することにより宮島地域の底上げを図る 

 
５年後の目標数値 

来島者数 500 万人/年間 

宿泊・物販・飲食・サービス業の売上額を 12％向上。 

15 業者の新規創業。 

 

（方 針） 

 
①巡回強化による商工会支援内容の認知向上 

巡回を強化することにより、有効な多言語のホームページ作成支援や着地型旅行商品

の開発など、行政・大学・旅行会社・ＮＰＯなど各方面と小規模事業者の橋渡し役を積

極的に行ない、情報の受信・発信の機会を増加させる。有効な情報受発信により来島者

増加の底上げを図る支援を行なう。 

 これまでの税務・労務・金融などの経理面での経営改善支援はさることながら、地域

の経済動向、需要動向調査、経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画の予実管理、

販路開拓・商品開発・販売戦略などの情報発信と策定、管理などを伴走支援することに

よる小規模事業者の強化で売上増での経営改善に直結した支援を推進できることを商工

会の取組として周知し実施推進する。 

 

②各業種ごとに異なる課題に個別に支援する。 

宿泊業では『旅行形態→団体から個人・グループ旅行』・『観光客の多国籍化・観光客

の高齢化』などについて、対応の必要な店舗や設備の改修等に関する問題に対し、金

融、建設など各専門家の派遣による相談を支援する。飲食業では外国人の食の好みに合

わせた新メニューの開発、ハラル対策、などについて廿日市市のフードバレー構想と連

携し、セミナーや研修会参加を促し支援する。 

物販業では来島者数増加に伴わない売り上げの減少に対し、伝統産業品を周知する展

示会やマスメディアへの情報発信により売り上げ回復を支援する。 

 

③地域経済活性化推進 

時代の要請による『WI-FI スポットの増設・建物のバリアフリー化・人口減対策の定

住促進』などに対しては、行政と連携し需要動向を連携発信する事で有効な対策で底上

げを図る。多言語対応の接客教育、バリアフリートイレや研修セミナー設備の整備など

の対策においても各業種別、個社別のセミナー開催や専門家派遣により課題解決を図る

支援を行なう。 
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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２９年４月１日 ～ 平成３４年３月３１日（５年間） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 

１. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 
経済動向調査については、商工会職員の巡回による聞き取り調査や税務支援など 

断片的な情報収集以外には、広島県商工会連合会へ四半期ごとに報告をしている 

中小企業景況調査にて実施はしているが、情報量、サンプル数も少なく宮島町地域の

情報としては十分ではなく更に内容の充実が必要であると考えている。 

 

【取り組む事業内容】 

 

 ① 統計資料の充実により経営計画立案のベースを蓄積する 
広島県、廿日市市、宮島観光協会などからの情報の量と質の確保を図る。 

業種別に有効な情報を選別しタイムリーな提供に努める。 

観光産業特有の時期による雇用や仕入れの大幅な変動に対し迅速な対応を目指し 

毎年、毎月の変動を蓄積する事で無駄の無い有効な対策を立てるべく情報の収集 

を推進し、有効な情報発信による経営計画立案の基礎資料となるよう支援をする。 

具体的な調査項目は以下とする。 

  
【調査項目Ａ】 

 

資料名 情報の活用業種 情報の活用方法 

廿 日 市 市 統 計 書 

（月別来島者数）   
観光関連全業種 

毎月の増減数把握による雇用・仕入事前対

応                   

廿 日 市 市 統 計 書 

（発地別観光客数） 
観光関連全業種 キャンペーン広告などの有効地域の把握 

廿 日 市 市 統 計 書 

（旅行形態別観光客数） 
宿泊サービス業 客室改装対応など設備投資対応 

広 島 県 統 計 書 

（大型船入港予定表） 
観光関連全業種 雇用・仕入の事前対応 

広 島 県 統 計 書 
（国籍別外国人観光客数） 

観光関連全業種 
飲食・物産販売の傾向把握 ハラル対応検

討 

宮島旅館組合資料 宿泊サービス業 多客期・閑散期 宿泊客数の把握 

㈱日本統計センター 

市場情報評価ナビ

MieNa 

観光関連全業種 
宮島町のマーケット水準評価の変化傾向を

把握し定住促進に活用する     
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【事業の目標】 
地域経済動向の変化等について把握し、小規模事業者ではなかなか把握できない

情報を提供する事で、事業者個々の経営計画や事業戦略の立案のための基礎資料と

して役立ててもらう。 

時期による雇用や仕入れの大幅な変動に対し迅速な対応を目指し、毎年、毎月の変

動を蓄積する事で、無駄の無い有効な対策が立てられる経営計画作成のための情報

収集を推進する。得られた情報や調査分析の結果レポートは、「宮島町商工会たよ

り」（年 2回発行）またはホームページで随時広報する。 

また、専門家による各種データの収集により経営計画立案のためのアドバイス

や経営改善対策、需要開拓、設備投資計画のための戦略的データとしての活用を目

指す。経済動向調査に関する収集と発信の目標は以下のとおり。 

                           回数/年 

内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

各種統計資料の情報収集 

【調査項目Ａ】 
0 4 6 6 12 12 

ホームページからの情報発信 0 回 4 6 6 12 12 

「商工会たより発行」に

よる情報発信 
年 2回 年 3回 年 3回 年 4回 年 4回 年 4回

 

【期待される事業の成果】 
 計画的な経済動向調査を実施し、迅速な変化をつかむ事により、宣伝広告やキャ
ンペーンの対象先、時期など効果的な手法等が明確化され、コストパフォーマンス

に優れた事業の推進が可能となる。また、多客期の雇用・仕入対策においても数値

に基づく事前対応が可能となり、効率的な経営が可能となる。前記統計書により時

系列、県、国などとの地域別比較が継続的に行なえ、その結果、観光消費動向にお

いて実情に対応した経営改善、需要開拓、売上計画の事業計画策定をするための基

礎資料として利用が可能となる。 

 

 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 
現在の巡回指導については、経営指導員や補助員の記帳代行など当面の相談や問題

解決を目的とした訪問が主となっており、補助金申請時の財務分析程度にとどまって

いる。 

 

【本計画で取り組む事業内容】 
観光に関連する産業を主体とし、更に各業種別【宿泊サービス業・飲食業・物販業

等】における個社の経営状況の分析を行なう事で、宮島地域における有効な事業対

象者となる小規模事業者の分析を支援する。 

巡回訪問の強化と各種セミナー開催時及び受託事業での各々の会における会議へ

の参加時に、経営分析の有効性の啓蒙を積極的に進め、小規模事業者の経営分析対

象者の深堀りと広がりを図る。高度専門的な課題にあたっては、専門家の派遣やセ

ミナーなどを活用し課題に応じた対応により効率良い支援を行なう。財務分析等に

おいては、経済産業省が公表しているローカルベンチマーク等を活用し、経営者と 
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対話しながら相互に同じ目線で事業性評価と課題の掘り起こしを行なうよう、事業者

との伴走のあり方にも留意した支援を行なう。 

経営指導員及び専門家（各種）による巡回訪問調査では、地域内小規模事業者に対

し経営指導員をはじめ専門家委託による巡回時、または窓口相談時において聞き取り

調査を行ない、経営状況の分析と共に経営計画や事業戦略の策定のためのレポートと

してまとめる。 レポートの調査項目については下記の内容とする。 

 

・売上及び利益の状況 ・来客数の増減 ・客単価の変化 ・売れ筋商品・ 

・設備投資の計画及び理由 ・雇用の増減 ・雇用形態 ・人件費・ 

・資金需要と資金繰り ・現状の事業課題と方針 ・外国人への接遇課題 

・地域資源（かき、もみじ饅頭、あなご等）の需要動向  

・新商品の開発動向 ・宮島伝統工芸品の需要動向 

 

主たる分析項目 

項目 内容 効果 

財務分析 
収益性・利益率・損益分

岐・生産性・借入金依存度
定量的な問題把握が可能 

事業者分析 自社の長所短所 将来的な方向性の検討が可能 

業務分析 各種コストの把握 無駄の排除 

 

【事業の目標】 
項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

調査分析

巡回数 
未実施 24 28 28 28 28 

専門家派

遣による

分析個社

数 

未実施 12 14 14 16 16 

 

【期待される事業の成果】 
   経済産業省の「ローカルベンチマーク」を活用した事業性評価を経営者と同じ目線

で対話しながら分析していくことで将来的に到達すべき着地点に向けて定型的な数値

管理を継続的に実施し、正しい進捗状況の把握が可能となり持続的、伴走的な支援の

基礎を作ることができる。 

 

 

３. 事業計画策定支援に関すること（指針②） 

 

【現状と課題】 
   補助金事業の申請支援や経営改善セミナーなど、散発的な事業計画時に対応してお

り、経営指標等に基づく中長期計画の支援は十分ではない。小規模事業者が持続的発

展を行なうためには「ローカルベンチマーク」など、定型的な数値管理に基づく事業

計画の策定が不可避である。専門家の派遣やセミナー参加も取り入れながら数値的根

拠に基づく策定支援を行なう必要がある。 
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【取り組む事業内容】 
主体的に事業計画を策定する小規模事業者の掘り起こしを選定するとともに、 

「地域の経済動向調査に関する事」・「経営状況の分析に関する事」・「需要動向調査

に関する事」の結果に基づいた事業計画の策定を実施することが重要であることを

周知するため、巡回訪問や「商工会たより」、ホームページなどにより策定事業者の

掘り起こしを図る。 

 

①経営指導員を中心の巡回において、ＳＷＯＴ分析で長所、短所を把握し、その結

果を基に観光関連の動向をふまえた事業計画策定の支援を図る。 

②廿日市市による中小企業大学校研修受講のための補助制度やインキュベーション

施設の利用等、また広島県よろず支援拠点と連携し事業計画策定支援を行なう。 

③経営計画に関するセミナーの開催や個別相談会を開催し、事業計画策定の支援を

行なう。 

④起業・創業者に対しては、はつかいち仕事共創センターやインキュベーション施

設の利用、創業塾セミナーなどや、金融機関との連携による資金調達などで支援

を行なう。 

   

【事業の目標】                （単位 回・事業者数） 

                             

【期待される事業の成果】 
目標を自ら明確にすることで中長期的に目指すべき内容の把握が可能となり 

その結果、改善に役立つセミナーや、専門家派遣の分野の判断が業種別で可能とな

り、事業計画策定にあたり、個社の効率的で自立した経営体質を育てる事業計画策定

の構築が見込める。 

 

 

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】 
事業計画策定後は、対象事業者の決算時や補助金の申請時に関わる場合に進捗状況

の把握や事業計画推進の相談を受けるだけで確認作業となってしまっている。最終目

標である売上目標未達に対する対策など、計画の進捗をフォローする中で指導助言を

行ない、計画達成に向けて伴走型の支援を行う必要がある。 

  

【取り組む事業内容】 
事業計画に対する貸借対照表・損益計算書・毎月の営業利益管理による計数的な進

捗確認により、営業・財務の両面から経営指導員や専門家による巡回指導を行なう。

（事業計画策定事業者毎に３か月に１回の巡回指導実施） 

 商工会や専門家の定期的な巡回確認により、事業計画の進捗状況が計画に対して計

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定説明会開催 ０ １ ２ ２ ２ ２ 

事業計画策定支援件数

（事業者数） 
０ １２ １４ １４ １６ １６ 

業種別経営セミナー開催 ３ ４ ４ ４ ４ ４ 

連携共同セミナー開催 ３ ４ ４ ４ ４ ４ 
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数的にどの程度かを確認し、改善が必要な場合には直接指導や外部専門家等を招請し

対策を指導する。借入金・キャッシュフローなど財務状況も同様な手法を指導し、必

要に応じ、金融機関や廿日市市の産業振興審議会の事業（※注 1）を活用する事によ

る経営支援策などと共に、外部専門家（よろず支援拠点やミラサポの活用）の招請も

活用し、計画達成を個社別に伴走型で支援する。 

また、４００万人の来島観光客への、「おもてなし」の質を高める努力について事業

者へのフォローを併せて行なう。尚、近年増え続ける外国人（欧米、中国、韓国、東

南アジア等）への対応のため免税店の普及をはじめ、「英語によるおもてなし研修」の

開催や、宮島バージョンによる「多言語による指さし会話集」などの作成を行ない、

事業計画策定後の実施を個社別に支援する。 

 

【事業の目標】                    回数/年間 

項目 確認項目 実施支援者 対策方法 
専門家

の派遣 

商工会

巡回 

売 上 
売上額・利

益率 

経営指導員・ 

専門家 

巡回による指導・

専門家の派遣 
随時 12 

商談会・TAU（在東

京広島物産館）・ひ

ろしま夢ぷらざ

（※注 3）への出

品指導 

 随時 

経 費 

コストダウ

ン・ 

経費削減 

経営指導員・ 

専門家 

大学等専門家・金

融機関・しごと共

創センターを活用 

随時 12 

キャッ

シュ 

フロー 

借入・預金 

経営指導員・専

門家・よろず相

談拠点 

金融機関・商店街

等持続化補助金事

業・活性化事業活

用 

随時 12 

人 材 雇用・資格 

経営指導員・専

門家・経営指導

員・専門家・ミ

ラサポ 

後継者育成講座・

中小企業大学校・

エキスパート派遣

事業・創業塾・し

ごと共創センター

を活用 

随時 

 
12 

人 材 
接客英語研

修 
専門家 

専門家派遣による

研修開催 
2 4 

（※注 3）「TAU」（在東京、広島物産館） 

    「ひろしま夢ぷらざ」（在広島市、広島県商工会連合会運営による県内各地域 

の物産品直売所） 

 

【期待される事業の成果】 
 事業計画に対して目標未達の際の問題点を明確にし、事業目標で設定した各実施支
援者と対策方法を活用する事で計画に対する進捗状況の明確な改善対策が可能にな

る。新しい販路や新商品の開拓、広告宣伝による周知、財務の健全化、有望な人材の 

確保、予実管理手法の習得が期待でき、将来的に自立した事業者への成長が期待 

できる。 英語によるおもてなし接客対応の向上によりリピーターの獲得による事業

の成長と蓄積も可能となる。 
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５、需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 
     小規模事業者の多くが観光産業に携わっている宮島としては今後の観光産業の 

需要動向は非常に重要な事項と捉えている。現状において宮島商工会としての需要

動向は会員を通じての情報及び県や廿日市市の来島者数等の計数資料が主体となっ

ている。将来的な来島者の需要動向を地域別、文化別、スタイル別（団体・個人・

グループ、）・年齢別等で調査し、価値観の変化等にも対応できる商品、サービス、

店舗形態などの設備投資への対応が重要と考えている。 

 

【取り組む事業内容】 
国際観光拠点形成に向けた宮島ブランドの持続的向上と食関連事業による新たな

需要の創造を目指し、全世界的な来島者を需要先とする宮島としては、地域内の需

要動向把握だけでは十分ではなく、市、県、等の情報も活用し【宿泊サービス業・

飲食業・物販業など】の業種別に必要な需要予測を行なう。新商品、新メニューの

開発、店舗改装などの設備投資計画、雇用対策などで事業計画の策定等、将来への

発達へ向けての対応に利用できる調査を行なう。 

以下、需要動向調査の手段として 

 

①  地域内の事業者（宮島表参道商店街組合・宮島物産組合・宮島料飲組合）に

対するヒアリングを実施し売れ筋商品や以下の傾向を調査する。 

   国籍別需要内容、男女別・年齢別需要内容、時期別需要内容、時間帯別需要

内容、製品群別需要内容、飲食メニュー別需要内容、価格帯別需要内容等 

②  広島県のアンテナショップである（※注 3）「ＴＡＵ（在東京広島県アンテナ

ショップ）及びひろしま夢ぷらざ」における売れ筋商品やサービス業務の情

報収集を実施し、分析結果によるトレンド等を小規模事業者へ情報提供す

る。 

   ③  大型船による宮島への来島者の需要動向の把握。 

      （国籍、滞在時間、商品・食メニューの売れ筋傾向） 

④    観光協会・旅館組合・旅行代理店などへのアンケート調査を実施。 

   （旅行者の発地別、形態別数、時期別宿泊日数、食事メニューの動向） 

 ⑤  専門家による観光全般需要動向の依頼・調査を実施する。 

    （スポーツ連動滞在型などのトレンド・インターネットによる顧客創造方法

などの実例等） 

 ⑥  ㈱日本統計センター「ＭｉｅＮａ」による近隣商圏の需要を分析する。 

    （離島としての需要業種や不足事態の予測への事前対応） 

【事業の目標】                   回数/年間 

調査事業 
上記○番号内

容を調査 現状
Ｈ29

年度

Ｈ30

年度

Ｈ31

年度

Ｈ32

年度 

Ｈ33

年度 

各組合別ヒアリング

調査 
① 0 1 2 2 4 4 

アンテナショップ調

査 
② 0 2 2 2 2 2 

大型船来島者の調査

（ 
③ 0 2 2 2 2 2 

観光協会などへのア

ンケート調査 
④ 0 1 2 2 2 2 

専門家による調査 ⑤ 0 1 1 2 2 2 
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【期待される事業の成果】 
  観光産業における需要動向調査においては、各業種ごとに違う需要動向の変化を
捉え、新商品やサービスに反映させる基礎データの提供に努める。『旅行形態→団体

から個人・グループ旅行』・『観光客の多国籍化・高齢化』・『WI-FI スポットの増

設・建物のバリアフリー化』など、求められているハードとソフトに関わる内容を

把握する。ハード面では少人数部屋への改装やバリアフリー化、ソフト面では近年

増加傾向の外国人の食の好みに合わせた新メニューの開発、ハラル対策、多言語対

応の接客教育、多様な文化についての理解や必要とされる人材など、新たな需要動

向を示唆提供することで個社別の課題解決を図る支援を行なう。具体的な新商品、

サービス開発投資などで将来的な事業計画の立案、事業推進ができるような需要動

向調査の支援を行なう。 

 

 

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】 
    現状においては国、県などの施策によるところが大きく特段な需要開拓を自ら行

なってはいない。多くの事業者は積極的に島外での売上増進には努めておらず、来

島者だのみのところがある。宮島の観光及びサービス業等の小規模事業者が持続的

に発達するためには、消費購買想定先を更に広げ、近隣、全国、世界と考える必要

があり、小規模事業者においても外貨両替やクレジット支払いの機器など、金融・

流通に関する整備充実が求められる。さらに新商品の仕入れルートの開拓などで取

引拡大のために積極的な情報収集が必要となる。 

 

【取り組む事業内容】 

 
   ① 業種別に満足度調査等を実施し、分析結果に基づく需要品や設備、サービス・

メニューなどを開拓するための販路開拓セミナーを開催する。 

      ② アンテナショップへ出品する小規模事業者が少ない現状において、一部の小規

模事業者はアンテナショップにおいて大きな売り上げを得ている。この島外での

拡販の可能性を周知することで需要開拓による売上増を支援する。アンテナショ

ップ 広島→「ひろしま夢ぷらざ」東京→ＴＡＵ（＊注 3） 

     ③ 外国人観光客の需要に対応した商品・サービスの開発支援として、廿日市市の

「フードバレーはつかいち事業」（新規ビジネス創出支援事業）のセミナー開催へ

参加し多様な需要創出を支援する。多言語ホームページの開設も支援することで

全世界に対する需要開拓を支援する。 

     ④ 近隣地域からの観光客増進のため、廿日市市の産業振興ビジョンのひとつであ

る（＊注 4）「観光資源ネットワーク化事業」に参加し、体験観光と可能性のある

事業者への参加を促し、ヒアリング・現況調査を行ない現地見学会をすることで

（＊注 5）着地型旅行商品の開発を行なう。 

 ⑤ 伝統工芸品の新商品開発のため、新商品品評会を開催し、多くの一般の参加者

をつのり、マスメディアへも発信する。「新宮島ブランド大賞（広島県知事賞）」

と、伝統技術の奨励を目的とした「伝統工芸大賞（廿日市市長賞）」を企画し、品

評会イベントをアピールする事で新商品開発を加速し、新需要の創造を支援す

る。 

 
（＊注 4）「観光資源ネットワーク化事業」とは地域色豊かな交流地域を形成し、近隣地域から訪



-12- 
 

れるファンを増やすため、廿日市市内の体験観光の可能性のある事業者などに対してヒアリン

グ・現況調査を行ない、現地見学会を実施する。産業振興課の新規ビジネス創出支援事業の産業

関連塾と政策連携し、着地型旅行商品・サービス等の事業化に向けた案件の掘り起こし、案件づ

くりを行なう。 

 

（＊注 5）「着地型商品」とは、旅行者を受け入れる地域で作られる旅行商品。旅行先で参加する
オプショナルツアーのようなもの。旅行商品は、旅行会社が企画販売するいわゆる発地型が大半

で、大都市圏に住む旅行者のニーズを把握し作られてきた。一方で、旅行の個人化が進んだ結果、

本物志向や旅先でしか味わえないものを求める傾向が強まり、その嗜好も十人十色と細分化した。

そこで、地元に精通した人たちが知恵を出し、工夫をこらして魅力的なプログラムを作ろうとする

動き。 
 

【事業の目標】 
                       事業実施回数・数・金額/年間 

   事 業 現状 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度

顧客満足度調査 0 1 2 3 3 4 

販路開拓セミナーの開催 0 1 2 3 3 4 

アンテナショップへの出品事

業者数 
5 8 10 12 14 16 

アンテナショップでの売上

増進（万円） 
590 610 620 630 640 660 

業種別多言語ホームページ

開設の支援 
0 10 10 10 10 10 

新規ビジネス創出支援事業セ

ミナー参加事業者支援 
0 8 8 10 12 12 

着地型旅行商品の開発 0 1 2 2 2 2 

新商品品評会開催 1 1 2 2 2 2 

コミュニティーＦＭからの

発信 
0 1 2 2 3 3 

 

 
＜連携する機関＞ 広島県立総合技術研究所生産技術アカデミー 

           広島市立大学芸術学部 
           廿日市市環境産業部 
           宮島エコツーリズム推進協議会 

FM はつかいち 

     宮島産業振興会 
           宮島細工協同組合 
           宮島物産商業組合 
           一般社団法人宮島観光協会 
 
【期待される事業の成果】 
業種別の満足度調査は需要を適格に捉えたミスの少ない商品・サービス・販路の開

拓に寄与する。アンテナショップでの売上増進は、即効的な売上増による経営の安

定と見込客僧の開拓に作用するものと思われる。また多言語ホームページでの発信

が可能になった場合、現在の欧米中心の来島外国人の更なる増進以外に新たな地域

の来島見込みの外国人を開拓できる可能性がある。 

更に、着地型旅行商品の開発により、新たな需要層の開拓の可能性が発見できる。
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伝統工芸品を新商品品評会においてコラボレートすることで、新旧両年代層の需要

開拓を行ない、持続的向上を支援することで、新たな観光物産や伝統工芸品を含む

新商品の開発が見込まれる。 

 

     

Ⅱ、地域経済の活性化に資する取組 
 

【現状と課題】 
   宮島町には年間約７０件の各種伝統行事やイベントがあり、長年にわたり開催 

されてにぎわいを演出してきた。さらに今年度は世界遺産登録２０周年を迎え、県、

市、町一体となって世界的な発信の計画がされている。世界遺産登録記念事業実行委

員会では公開講座「厳島の舞楽の歴史と意義」や「カメラ女子旅 inみやじま」な
ど、公開講座、体験型観光など年間で数十回の記念事業が予定されている。しかし、

離島のゆえの物価高や雇用の確保に苦心している。また、島内人口は減少傾向を続け

ており後継者不在の空き店舗が発生している。宮島での創業希望者、島外からの出店

希望者は多いが十分な情報発信はされておらず、受入れ情報発信体制の整備は十分と

はいえない。 空き店舗・空き家を減少させるため、伝統的な町家の利用検討も進

め、地域経済の活性化へつなぎ、新たな観光資源にも発展させる課題がある。 

 
 【取り組む事業内容】 
   伝統産業の「みやじま彫り」など「伝統産業振興事業」については後継者育成講

座の開催や特産品振興大会の開催により県知事賞や市長賞を企画する事で後継者・

創業・新規出店を活性化させる。伝統建築物である町家の利用においては、広島市

立大学ほか広島県の 8大学と連携し、利用の方法、促進など情報発信を支援する。

廿日市市産業振興協議会において予算付けされている施策の一つである（※注 2）
「フードバレーはつかいち」においては、食の創業支援と販路の開拓、地域資源の

活用を進める。また、フェリー対岸の発着場である「宮島口商店街振興」において

は、食需要の創造とインバウンド対応の宣伝強化を推進することで廿日市市近郊と

の連携を深め、交流人口増加及び域内経済循環の促進を支援する。またホームペー

ジを充実させ、情報発信の内容と頻度の向上により各事業の効果を増進させる。 

      商工会としては（＊注 6）表・イメージ図のように廿日市市の経済団体として

「産業支援プラットフォームへの参画」・「事業者の伴走型支援」などの役割を担っ

ている。定例審議会への参加、情報を基に、連携機能の充実した産業支援プラット

フォームにおいて各企画事項へ確実に参加・実施することにより小規模事業者の経

営発達を支援し、地域経済の活性化に取り組む。 
 
【事業の計画】                   回数/年 

事 業 現在 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
後継者育成講座開催 0 1 1 1 1 1 
特産品振興大会 1 1 1 1 1 1 
空き家情報発信 0 2 2 2 2 2 
町家利用懇談会開催 0 1 1 1 1 1 
廿日市産業振興協議会の地域

経済活性化各施策イベント参

加 
0 2 2 2 2 2 
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（＊注 6） 

●「フードバレーはつかいち」を創出する多様な主体の連携、協働イメージ  

連携機関  期待される役割  

事業者  
■生産者と実需者をつなぐ新たな流通の事業化  
■農林水産事業者と食関連事業者等との積極的な異分野連携  
■観光関連事業を絡めた地域の魅力向上 など  

産業経済団体  
■産業支援プラットフォーム 6への参画  
■事業者の伴走型支援 7 など  

国・県の産業支援機関  

■産業支援プラットフォームへの参画  
■専門家の派遣  
■農商工連携、地域資源活用による需要の開拓、新連携による新た
な事業分野の開拓に関する事業計画作成のサポート（中小企業

基盤整備機構 8中国本部との業務連携・協力）  
■専門人材の育成（中小企業大学校広島校） など  

金融機関  

■産業支援プラットフォームへの参画  
■新商品など開発に関する創業支援計画の作成支援  
■「フードバレーはつかいち」を展開する事業者向けの新たな金融
商品の開発 など  

大学等の研究機関  

■産業支援プラットフォームへの参画  
■オープンイノベーションによる新商品・サービス等の共同研究開
発   

■学生によるセミナー・マルシェの企画・運営 など  

ＮＰＯ等まちづくり活動団体  

■産業支援プラットフォームへの参画  
■青空市の運営  
■地域での定年帰農のススメ  
■環境や食育など、「フードバレーはつかいち」にまつわる交流会の
開催  

■集荷・輸送等の中間支援の事業化 など  

市  

■産業支援プラットフォームの立上げ  
■廿日市市しごと共創センターを市の機関として設置  
■多様な主体との協働のステージづくりやコト起こし など  
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産業支援プラットホーム＝廿日市市産業共創会議 

 

 

 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取り組み 

 

１. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関する事 

   

【現状と課題】 
現在、「宮島島内連絡会議」において毎月定例会議を開催しており、早い、緊密な

情報交換、共有を行なっている。内容は行政及び観光主体であり、小規模事業者の

持続的発達の主旨に対して直ちに効果を及ぼすものにはなっていない。その他不定

期ではあるが廿日市市域商工会連携協議会を持っており、情報の交換を行なってい

る。この会議も、小規模事業者の経営発達を具体的に支援する内容とはなっていな

い。宮島に対しては多数の個別に連携していない協議会組織などがあるが、各組織

を連携させることで有効な支援ノウハウなどの情報を入手できるものと考える。 
 

【取り組む事業内容】 
 他の支援機関との連携を通じた支援においても、宮島商工会の情報として個社 
単位のカルテを保存し複合的な対策連携の履歴を残す。また、経営発達支援事業を 
単独の複合連携ファイルとして作成し、実績の把握が容易に出来るよう当会の共有 
の情報として閲覧可能な状態で保存する。データーベース構築には紙ベース以外 
にサーバーの共有ファイルによる保存とし情報セキュリティ対策も図る。  

 
①  廿日市市域商工会連携協議会において、一般的な情報共有の議題に加え経営

発達支援事業について討議が出来るよう改善する。 
②  廿日市市環境産業部との連携により廿日市市産業振興協議会とともに進め 
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つつある地域振興策について定期的な意見交換を行なう。 
③ 廿日市市仕事共創センターと連携することで金融機関、大学、NPOなどの 
窓口として情報を入手する。また空き家情報など情報受発信において有効な 
情報交換により内容の蓄積が期待できる。 

   ④ （公財）ひろしま産業振興機構、中小企業基盤整備機構、広島県商工会連合

会、に対し経営指導員のセミナー参加や情報交換により支援ノウハウの蓄積を

図る。（1年間に 2回/各所） 
 

【事業の目標】 
    項 目 
 
連 携 先   

経済動向

調査 
需要動向

調査 
経営計画

策定支援

経営支援

事例 
ホームペ

ージ作成 
セミナー

相談 

廿日市市域商工会

連絡協議会   ○ ○ ○   

廿日市市環境産業部 ○ ○ ○ ○  ○ 
廿日市仕事共創セ

ンター ○ ○  ○ ○ ○ 

広島県商工会連合

会ほか ○  ○ ○ ○ ○ 

 
 
２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

【現状と課題】 
 これまで小規模事業者から商工会へ求められていた内容は、人手不足による経
理・記帳代行や税金、金融関係の支援を求めるものが多く、決算処理など当面の課

題解決を支援する内容が多かった。しかし、現在では少子高齢化、競争激化、IT

化、国際化など、小規模事業者を取り巻く環境は大変厳しい時代となっている。 

このような状況の中で商工会の経営指導員が小規模事業者へ持続的向上を支援し

てゆくためには財務改善はもとより、営業推進全般に関わる支援能力が必要とされ

ている。 

 

【取り組む事業内容】 

（１）Ｏｆｆ-ＪＴについて 
全国商工会連合会・広島県商工会連合会が主催する研修事業の参加に加え、専門

家や金融機関が主催する「経営セミナー」や、あるいは中小企業大学校の主催する

各種の研修（マーケティング戦略 等）に、経営指導員が年間２回以上参加するこ

とで、経営指導員としての指導力や提案力を高め、小規模事業者の、経営安定・経

営改善指導や地域振興に対する、支援能力の向上を図る。 
 

（２）ＯＪＴについて 

    宮島町商工会は、若手の経営指導員であることから、広島県商工会連合会嘱託専

門家や先輩経営指導員のノウハウを習得して、小規模事業の経営者への助言・指導

を通じて、経営者から信頼される、伴走型の支援能力の向上を図る。 

  （３）自己啓発について 

    経営発達支援事業を進めるためには、個人の資質を高める事が肝要。このため、
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外的要因に頼らず、経営指導員等の個々人が、自らのスキルアップをはかるため、

日頃から課題をもって勉強や研究を進め、自己啓発をはかる。 
 
  （４）習得した支援ノウハウの組織としての蓄積・共有化について経営指導員等が習

得した知識を、組織としての蓄積・共有化するため、次の事を行なう。 

 

① 経営指導員等の習得した支援ノウハウを、職場のミーティングで発表し、合わ

せて職場の勉強会を月 1回開催するなど、職員全体のレベルアップをはかる。 

② 商工会内での定期的な担当替えにより、職員の知識共有化をはかる。 

③ 講習会資料や、必要ノウハウのファイリングを行ない、常時利用可能とする。 

④ パソコンのネットワーク環境を整え、全職員が常時閲覧可能とする。 

⑤ ファイリングやパソコン環境の定期的なメンテナンスを行なう。 

 

 

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、以下の方法により毎年度、評

価・検証を行う。（年１回以上実施） 
 
① 事業評価及び見直しに関する委員会の設置 

宮島町商工会内において、事業推進及び評価のための委員会「仮称：経営発達支

援評価委員会」を設け、ＰＤＣＡのサイクルで事業の推進と評価を行ない、評価結

果については、次年度の事業計画に反映させ、経営発達支援事業の円滑な推進をは

かる。 
 
② 構成メンバーは、宮島町商工会内部においては、会長・副会長・各部の部会長・

監事とし、外部有識者としては、廿日市市環境産業部・広島県商工会連合会・及び

広島県立西部技術センター、広島市立大学の専門家とする。 
 
③ 委員会における推進期間は、１年間とし、期間中においては進捗状況の確認を３

カ月ごとに行ない、不具合があれば、必要に応じて承認を得て修正するなどして、

事業の成果に結び付くよう、円滑な促進をはかる。 
 
④ 事業期間中は毎年度終了後に、委員会を開催し結果報告をまとめ、理事会及び総

会にて報告する。合わせて廿日市市へ報告を行なう。 
年間の事業の実施状況及び結果についての公表は、「商工会たより」等において、会

員や地域小規模事業者、及び宮島全住民に対して広報を行ない、さらに地域の小規

模事業者が、常時閲覧が可能な状態とするため、宮島町商工会のホームページや商

工会館の館頭でも事業内容を開示する。 
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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 
   ・事務局人員    事務局長         １名 
             経営指導員        １名 
             主事補助員        １名 
             記帳指導職員（臨時職員） １名 
                        合計４名 
 
   ・事業実施担当者 
     事業統括責任者  事務局長    浜崎公男 
     担当者      経営指導員   松村健一 
              主事補助員   小園由子 
              記帳指導職員  菊池慶美    合計４名 
 

各事業における担当 
                     主       副    補助事務 
   Ａ、経営発達支援事業 

統括管理・推進         浜崎公男   松村健一   小園由子 
地域の経済動向調査     松村健一   浜崎公男   小園由子 

    経営状況の分析       松村健一   浜崎公男   菊池慶美 
    事業計画策定支援      松村健一   浜崎公男   菊池慶美 
    事業計画策定後の      松村健一   浜崎公男   菊池慶美 
      実施支援 
    需要動向調査        松村健一   浜崎公男   菊池慶美 
    新たな需要の開拓に       松村健一    浜崎公男   菊池慶美 
      寄与する事業 
 

Ｂ、地域の活性化に       浜崎公男    松村健一   小園由子 
資する取組                 

 
Ｃ、経営発達支援事業支援能力 
向上のための取組 

  他の支援機関との連携       浜崎公男    松村健一   小園由子 
  経営指導員等の資質向上      松村健一     
  事業の評価及び見直し       浜崎公男    松村健一   小園由子 
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宮島町商工会の組織体制  

 

組織体制 

会長        総会         青年部 吉川和宏 

理事会        女性部 山村ゆう子 

三役会        工業部 藤井隆夫 

監査会        商業部 正木文雄 

部長会        観光部 小林武 

        

  会長   梅林保雄     

副会長  田口靖彦 

            副会長  新竹学   ３名  理事  ２２名 

 

    事務局                ＜主な業務担当＞ 

 

          事務局長     １名 事務局統括運営管理 

            浜崎公男      総会及び理事会実施 

各部会実施 

地域振興事業推進 

他団体連携事業推進  

計画的巡回訪問 

経営発達支援事業推進 他 

 

          経営指導員    １名 経営改善・指導・窓口相談 

松村健一      事業継承・創業支援 

専門家派遣事業 

経営革新計画法認定支援 

金融指導・融資相談・斡旋 

経営カルテ作成 

計画的巡回訪問 

経営発達支援事業推進 他 

 

          主事補助員    １名 商工会経理・総務 

小園由子      商工会会費管理 

会員加入・脱会 

労働保険 

共済制度事務・普及促進 

カード事業事務 

計画的巡回訪問   

経営発達支援事業推進 他       

 

               

  記帳指導職員    １名  記帳代行・記帳指導 

菊池慶美        税務確定申告 

年末調整・源泉徴収 

・消費税申告 

青年部・女性部事務 
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共済制度事務・普及促進 

計画的巡回訪問   

                       経営発達支援事業推進他 

 

         パート勤務職員   １名  旅館組合事務受託   

           平山佐智子       法人会受託事務 

                       料飲組合受託事務 

                       総会資料作成補助  

                       商工会一般事務補助 

 

 

                  計５名 

 

（２）連絡先 

   宮島町商工会   住所  広島県廿日市市宮島町５２７の１ 

            ＴＥＬ 0829 44-2828  ＦＡＸ0829 44-2829 

            メールアドレス  miyajima@hint@or.jp 
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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） 

  

２９年度
（ 年 月 以

降） 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

必要な資金の額  ２，１５０ ２，２５０ ２，４５０ ２，４５０ ２，５５０

 

小規模企業対策事業費 

①経済動向調査費 
・専門家調査 

  ・商店街調査 

②経営分析実施費 
 ・専門家派遣 
③経営計画策定支援及び

策定支援後の実施支援

対策費 
 ・セミナー開催 
④需要動向調査費 
 ・アンケート調査 
・専門家調査 

⑤販路開拓事業費 
 ・特産品振興大会 
⑥地域活性化取組事業費 
 ・後継者育成講座 
⑦経営指導員資質向上対

策費 
 ・セミナー 
 ・情報交換会 

⑧事業推進及び評価のた

めの委員会開催費 
 ・委員会開催会議費 

３００

３００

５００

１００

２００

５００

５０

２００

 

３００

４００

６００

１００

１００

５００

５０

２００

 

３００

５００

７００

１００

１００

５００

５０

２００

 

 

 

３００ 

 

 

５００ 

 

 

７００ 

 

 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

５００ 

 

 

５０ 

 

 

 

２００ 

 

３００

６００

７００

１００

１００

５００

５０

２００

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること 

 

調達方法 

①会費    ：商工会各会員よりの年会費収入。 

②国・県補助金：小規模事業経営支援事業費補助金（県連通じて申請、県 

より交付）。 

③市補助金  ：廿日市市へ直接申請し交付。 

④手数料   ：記帳代行、各種共済等の手数料収入。 

⑤受託料   ：島内各事業団体からの受託事務手数料収入。 

⑥国の補助金 ：経営発達支援計画に関わる、国からの新たな補助金を申請交付。 
（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。 

 

 



-22- 
 

（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. 地域の経済動向調査・・・ 地域の観光産業指標の情報収集に関する連携 
2. 経営状況の分析  ・・・ 経営分析に関わる専門家の派遣に関わる連携 
3. 事業計画策定支援 ・・・ セミナー参加や施設利用に関わる連携 
4. 事業計画策定後の実施支援・・・ 伴走支援のための専門家派遣などの連携 
5. 需要動向調査   ・・・ 需要動向データ提供に関わる連携 
6. 新たな需要の開拓 ・・・ 商品開発などに関わる連携 
7. 地域活性化の取組 ・・・ 共同開催などに関わる連携 
8. 支援力向上の取組 ・・・ 商工会の能力向上に関わる連携 

連携者及びその役割 
 分類 連携者の役割 連携による効果 

広島県 

知事 湯崎英彦 

広島市中区基町 10-52 

TEL（082）513-3328 

3 
経営改善普及事業等での指

導 
小規模事業者支援の推進 

6 新商品開発への指導 新たな需要の開拓 

廿日市市 

市長 眞野勝弘 

廿日市市下平良 1-11-1 

TEL（0829）20-0001 

1・5
観光産業全般の動向統計の

調査 
効果的雇用等の確保 

4 専門家相談 業績不振の対策立案 

7 セミナー開催・指導 後継者育成に寄与 

日本政策金融公庫 

支店長 岸本英司 

広島市中区紙屋町 1-2-22-5 

TEL（082）244-2231 

3 各種融資 有効的な制度の利用 

4 融資先への助言 事業計画達成及び変更 

広島信用金庫 宮島支店 

支店長 白石祐司 

廿日市市宮島口 1-2-5 

TEL（0829）56-3411 

3 各種融資 有効的な制度の利用 

4 融資先への助言 事業計画達成及び変更 

廿日市市しごと共創センター 

廿日市市下平良 1-1-4 

TEL（0829）30-8405 

4 大学等の専門家派遣・助言 業績不振の対策見直し 

（公財）ひろしま産業振興機

構 理事長 深山英樹 

広島市中区千田町 3-7-27 

TEL（082）240-7715 

2・8 専門家派遣による助言 
個別相談による先端情報の

利用 

中小企業基盤整備機構中国本

部 本部長 井上秀生 

広島市中区八丁堀 5-7 

TEL（082）502-6689 

8 各種研修・セミナー開催 経営指導員などの資質向上

広島県事業引継ぎ支援センタ

ー 統括責任者 平野勝正 

広島市中区基町 5-44 

TEL（082）555-9993 

8 

各種研修・セミナー開催 経営指導員などの資質向上

広島県商工会連合会 

会長 熊高一雄 
6・7

商工会物産販売店「夢ぷら

ざ」運営 

新たな販路、地域経済活性

化 
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広島市中区大手町 3-3-27 

TEL（082）247-0221 
8 各種研修・セミナー開催 商工会の支援能力向上 

広島県立総合技術研究所 

センター長 坂元康泰 

呉市阿賀南 2-10-1 

TEL（0823）74-1151 

6 新商品開発への指導 新たな需要の開拓 

広島市立大学 

学長 青木信之 

広島市安佐南区大塚東 3-4-1 

TEL（082）731-3194 

6 新商品開発への指導 新たな需要の開拓 

（順不同敬称略）        （※1）分類番号・・上記、連携する内容の番号 

 
連携体制図等 

 
  

 
 
 
 
 
 
        報告 
        報告 
 
 
        
               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮島町商工会 

商工会会員 

商工会事業評価委員 

事業実施事務局 

小規模事業者 

報告 

事業評価委員会 

地域内の小規模事業者 
報告 改善提案 

経営相談 

経営発達支援事業による支援 

報告 

評価・指導 

ホームページ等で公開


