
   

経営発達支援計画の概要 
実施者名 

(法人番号) 
安芸太田町商工会 （法人番号９２４０００５００４５７５） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目  標 
１．観光関連業者を中心に、活力ある小規模事業者が増加している 
２．次世代の担い手である後継者、新規創業者が育っている。 

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】 

◆外部データによる地域経済・特性の分析 

統計資料を利用し、小規模事業者を取り巻く経営環境、前年比較や年間推移調査、

他地域との比較調査による強み・弱みの分析を行い、実情把握を行う。 

◆内部調査による地域内経済の分析 

①地域内小規模事業者の経済動向アンケート調査。 

②来町者等対象アンケート調査 

③アンテナショップ客等対象アンケート調査 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)巡回訪問による事業所の情報収集。 

   (2)集めた情報を基に、定量分析・定性分析の両面よる経営分析。 

①定量分析:経営指標などの対比により、自社の現状の把握。 

②定性分析: SWOT分析を用いて、経営課題を抽出、経営戦略のプラン作成。 

(3)分析情報の管理及び提供・活用。 

  分析結果の提供を通じ、事業計画策定、課題解決等伴走型支援を実施。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定に関するセミナーを開催。 

②創業者・第二創業者等の町内外からの創業希望者の掘り起し。 

③事業計画策定の個別相談会を実施し、計画策定の支援。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

巡回訪問により、進捗状況の確認を行い、課題を抽出し解決を図る。 

◆経営課題、６次産業化や新商品の開発等には「専門家派遣制度」や、「よろず支

援拠点」などを活用。 

◆資金需要に対しては、金融機関と連携し制度融資等を活用するほか、国や町の

補助金の活用支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

個社の販売・提供する商品等に応じた消費動向につき、データ収集・分析を行い、 

経営戦略立案のために提供する。 

①メイン調査：個社の商品・サービス等に対する消費者対象モニタリング調査 

②サブ調査：商圏特性、観光客動向等調査及び商品（消費）トレンド調査 

  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】 

販路拡大は、管内の小規模事業者が今後持続的に経営を維持・発展していく上

で必要不可欠であるため、新たな取引先獲得のための個社支援を実施する。 

(1)展示会・商談会等への出展支援による販路拡大 

専門家派遣を活用して個社のレベル・ニーズに合わせた出展、商談に対する支

援を実施。 

   (2)ＩＴ活用による販路拡大 

       ①情報発信支援 

    ②インターネットを活用した販売支援 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

現況では観光客の増加が地域経済に与える影響が少なく、一次産業から各産業

の連携による地域全体の経済への波及効果を図るため、町内各団体を取りまとめ

る機能を果たし、「食」による経済活性化のトータルプランニングを行う。 

 連絡先 
〒731－3810  広島県山県郡安芸太田町大字戸河内６７０－６ 
 TEL：0826-28-2504 Fax：0826-28-2070 
 担当者：蛸瀬勇人    E ﾒｰﾙ：akioota@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 

【安芸太田町の現状と抱える課題】 

  1.概要 

安芸太田町は、広島県北西部に位置し、平成 16 年に戸河内町、加計町、筒賀村の３

町村が合併し、県内最小人口規模の町として誕生した。立地環境としては、西は島根

県、南は県内の一大都市圏である広島市と

隣接している。交通インフラとして、本町

を東西に走る中国縦貫自動車道は、戸河内

と加計の２か所にＩＣがあり、広島市等の

近隣都市圏まで 1時間圏内と観光客誘致に

は強みを有する一方、小売業・サービス業

にとっては、町内の消費需要を、市内都市

圏に吸収されているというデメリットも

生じている。また、平成 15 年（2003 年）

のＪＲ可部線の路線廃止により、定期バス

は残るものの、その影響は大きく、全国の

鉄道路線廃止沿線自治体と同じく、町内商工業の衰退の大きな要因となったことも看

過できない。 
町内人口については、2005 年 3 月 8,238 人

から 2017 年 3 月末 6,591 人と大きく減少

し、高齢化比率は県内最高の 48.44%と、過

疎化・高齢化が急速に進行しており、商工

業者にとって、町内需要の減少は避けられ

ない状況となっている。 

商工業者数については、平成 26年度経済セ

ンサスによると、419 事業所であり、うち

小規模事業者数は、380 事業所である。事

業所の経年推移をみても、全ての業種に

ついて、事業者数、並びに小規模事業者

数の減少は続いている。 

要因として、町内就業人口を支えてい

た建設業においては、公共工事依存型企

業が多く、工事自体の削減が進む中、必

然的に企業数は減少し、また、人口減少・

高齢化、市内都市圏への消費需要の移行

は、小売業・サービス業を中心として、

町内商工業者の経営環境を一層厳しい状況に追い込んでいる。加えて、事業主の高齢

化による廃業率も高く、地域経済の疲弊が加速度的に進行していくことは明白である。 

 

広島県内における当町の位置 
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※経済センサス統計          （単位：件、（ ）内は小規模事業者数） 

年度 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食・宿

泊業 

サービ

ス業 
その他 備考 

H18 105 42 14 169 61 115 88 
594 
(558) 

H21 94 38 15 149 60 105 32 
493 
(439) 

H24 82 35 9 134 47 97 31 
435 
(396) 

H26 

速報 
76 35 8 128 50 96 26 

419 
(380) 

減少比 

(対 H21) 
▲19.1% ▲7.8% ▲46.6% ▲14.0% ▲16.6% ▲8.5% ▲9.3% ▲14.4% 

 

他方、当町には観光資源として、国の特別名勝「三段峡」の渓谷や、県内最高峰の恐

羅漢山、深入山を中心とする西中国山地国定公園、西日本最南端の本格的スキー場地帯、

黒部ダムに次ぐ規模を誇る温井ダム、棚田百選に選ばれた井仁の棚田地区を有する。 

近年では、町が平成 24年 3月、

森林セラピー基地として認定

を受け、地域の自然をＰＲし

た新たな施策や、平成 25年か

ら修学旅行生を中心に民泊事

業への取組みを始め、また、

当町が指定を受けている地域 

産業資源（神楽・祇園坊柿・

漬物焼きそばなど）を積極的に活用し、住民や商工業者が新たな特産品、新商品開発に

取り組むなど、新たな息吹も生まれつつあるのと同時に、観光協会を中心とした、観光

プロモーション活動の成果も現れはじめ、観光入込客数並びに観光消費額は増加の傾向

を示している。しかしながら、内需の縮小がさけられない状況の中にありながらも、依

然として地域内商工業者の多くは、観光客数（町内入込客数）の増加を商機（チャンス）

と捉えることができない現状に置かれている。 
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※観光入込客数の推移                  (単位：千人) 

年 度 H16 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
安芸太田町 811 703 687 486 499 505 561 593 

広島県 50,983 55,302 55,767 55,322 58,932 61,089 61,810 66,176 

平成 27年度広島県観光客数の動向より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※観光消費額の推移        (単位：百万円 ( )内は１人当たり(円)) 

年 度 H16 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
安芸太田町 2,375 

(2,928) 

1,787 

(2,542) 

1,667 

(2,426) 

1,033 

(2,126) 

1,021 

(2,046) 

1,068 

(2,115) 

1,106 

(1,971) 

1,138 

(1,919) 

広島県 253,582 

(4,974) 

287,630 

(5,201) 

302,959 

(5,433) 

304,498 

(5,504) 

335,604 

(5,695) 

357,954 

(5,860) 

362,000 

(5,860) 

386,489 

(5,840) 

平成 27年度広島県観光客数の動向より 

 

2.地域経済の抱える課題 

  以上のような地域の概要を踏まえ、地域内小規模事業者には次のような課題があげら

れる。 

 

 (1) 過疎化・高齢化による内需の縮小に加え、小売業・サービス業については特に、

市内都市圏へ消費需要を吸収されており、売上減少は避けられない現状である。そこ

で、観光入込客数の増加を商機とし、当該ターゲットに対して、売れる商品・サービ

スの販売・提供を行えるようになり、観光関連での地域経済が活性化されることによ

り、将来的には、波状に地域内経済全体へ波及効果がもたらされること。 

（2) 地域経済の活性化には、次世代を担う事業者が必要であるが、現況においては、

事業主の高齢化及び後継者不足のため、廃業が進み、地域経済の疲弊に拍車をかけて

いる現状がある。そこで新規創業者の誕生や適切な事業承継が行われ、町内事業者が

増加し、地域経済の推進役となっていくこと。 

 

3.安芸太田町の方針 

 安芸太田町は、平成 27 年度から平成 36 年度の（第二次安芸太田町長期総合計画）

で町の産業振興のため次のように方針を定めている。（抜粋） 
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（1）農商工連携の推進 
 ・売れる産品開発と地産地消を含めた販路開拓の拡大 
（2）農業経営の応援 
 ・町内産品のブランド化 
（3）商工業活動の支援 
 ・地域商業の活性化 
 ・起業の促進 
 ・高付加価値の新事業、新商品の開発・販売促進の支援 
 ・事業者の経営の支援 
 ・次代を担う産業人材の確保・育成 
（4）ヘルスツーリズムを核とした交流人口の拡大による経済波及効果の増加 
 ・観光情報発信及び拠点づくりの推進 
 ・観光施設・資源有効の有効活用 
 ・観光の魅力づくりによる収入の増加 
 
【中長期的な振興のあり方】 

地域内小規模事業者の現状と課題を鑑みると、当町の経済は、過疎化による消費人口

の減少、町内企業の減少による雇用人口の減少により流通規模は小さく、脆弱さは明ら

かであり、内部経済の発展による振興は多くを望めない。しかしながら、多数の観光資

源を有しており、外部経済の取り込みによる地域発展には、大きな望みがかけられると

ころである。安芸太田町の掲げる第二次安芸太田町長期総合計画（前掲）における産業

振興と、当商工会の認識する課題・進むべき方針は根幹が一致しており、町当局ととも

に、交流人口の拡大による経済波及効果の増加を目指して、観光関連事業の創出や、販

路開拓支援、そして、農商工連携による地域資源等を活用した６次産業化を支援し『観

光を基軸とした外部からの収入増加による、地域内の観光関連小規模事業者の所得増加

を図ること』を中長期的な振興のあり方として掲げる。 

 

【経営発達支援計画における目標】 

上記の中長期的な振興のあり方に基づき、５カ年計画で取り組む経営発達支援事業に

つき以下を目標として計画を実施する。 

①観光関連事業者を中心に、活力ある小規模事業者が増加している。 

②次世代の担い手である後継者、新規創業者が育っている。 

 

【経営発達支援計画における方針】 

  これまで商工会が実施してきた記帳、税務、金融、労務等の経営改善普及事業は、商

工会の支援として依然重要ではあるが、小規模事業者が地域で経営を持続的に行うため

には、事業者のビジネスモデルの再構築を全面的にサポートしていく必要があり、需要

の開拓や事業承継などの課題に対し、事業者に寄り添う「伴走型支援」を通じて課題解

決を図る必要があるため、この経営発達支援計画においては、観光関連事業※１の創出

（創業）、成長支援（経営の安定）、販路開拓支援により、地域外の需要を取り込める企

業を増やし、また、農商工連携などによる 6次産業化による事業者育成を図るとともに、
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新たな売れる商品の開発支援や販促支援により、連携効果として、町内全体に経済波及

効果を産み出す。 

そして、若手後継者の事業承継支援および創業、第二創業者の支援を行うことにより、

地域内小規模事業者の持続的発展を目指す。 

※１、観光客を中心とした飲食、宿泊、製造、小売、サービス（娯楽） 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間  

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状・課題） 

現状は、経営指導員の巡回及び窓口での聞き取りや金融指導内容、全国連の景況調

査の実施、行政（商工観光課、地域づくり課、産業振興課、地域おこし協力隊）との

月 1回の連絡会議などの情報を基に、事業者への指導、商工会マネジメントシートの

次年度事業計画の作成を行っている。 

小規模事業者は、各種情報収集の手段も乏しく、情報に対する分析・活用力も低い

ため、環境変化への対応が遅れたり、情報自体が取れなかったりすることも少なくな

く、より多くの情報提供が必要である。 

 

（事業の目標） 

次に掲げる方法により各種情報を調査し、各小規模事業者に適応した、外部環境等

の経済状況及び地域の経済状況を巡回・窓口相談、会報、ホームページにより提供し、

事業計画策定等による小規模事業者の持続的発展、起業促進を目指す。 

 

（事業内容） 

◆外部データによる地域経済・特性の分析 

外部団体の提供する統計資料を利用し、小規模事業者を取り巻く経営環境、前年比

較や年間推移調査、他地域との比較調査による強み・弱みの分析を行い、実情把握を

行う。 

調査データ 調査項目 

安芸太田町人口と世帯数 人口及び世帯数の推移、年代別人口構成 

広島県観光客数の動向 観光入込客数及び消費額、個人単価の推移 

経済センサス活動調査 事業所数及び従業者数、売上等の推移 

総務省家計調査 １世帯当たりの収入、支出及び品目別支出額 

㈱日本統計センター市場情

報評価ナビ（ＭｉｅＮａ） 
マーケット水準評価、マーケット購買力評価 

※各調査データを毎年度取りまとめ、商工会報及びホームページで年１回公表する。 

 

◆内部調査による地域内経済の分析 

①地域内小規模事業者の経済動向を把握するため、アンケート調査を実施し、地

域内の実情把握を行い新たな需要開拓の資料として活用する。 

実施は、６０社を選定し、四半期毎に行う。調査内容は全国商工会連合会の

中小企業景況調査に準じて実施。 
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データ調査対象 調査項目 

安芸太田町内の小規模事業

所への調査 

①売上額の実績と見込み 

②前期との比較及び来期の見通し 

③設備等投資の状況 

④直面している経営上の問題点 

※②の前期との比較及び来期の見通しの調査内容は、

上記全国連の様式に合わせて業種別に変更 

  

(実施目標) 

※情報提供は、商工会報及びホームページにて行う。 

 

②来町者等対象アンケート調査 

    道の駅「来夢とごうち」における消費者アンケートの実施。 

当町を横断する中国自動車道の戸河内ＩＣを降りると、まず観光客が目にする

のは、道の駅「来夢とごうち」である。つまりは、この道の駅が、まさに観光

客を出迎える「駅」であり、町内を巡り、観光を終えた観光客を見送る「駅」

となる。この観光ハブ的機能を有する道の駅において、観光客に対するアンケ

ートを実施することにより、地域内における商品・サービスについての「ニー

ズ」と「ウォンツ」を把握し、新たな需要開拓の資料として活用する。 

また、町内の観光施設、宿泊施設に於いても、同様のアンケートを実施する。 

 
③アンテナショップ客等対象アンケート調査 

アンテナショップ（広島本通り商店街の県内産品販売施設「ひろしま夢ぷら

ざ」、安芸太田町が独自に提携している「横川創苑」、広島県が運営している「銀

座ＴＡＵ」等の利用者へ実施。来町した観光客以外の一般客の、商品・サービ

スについての「ニーズ」と「ウォンツ」を把握し、新たな需要開拓の資料とし

て活用する。 
 

調査方法 調査項目 

アンケート調査 

 

属性、来町目的、目的地、交通手段、滞在日数・時価予定、

利用動機、回数、購入・サービス利用内容、購入動機 

欲しい商品・サービス、安芸太田町の認知度 

 

 

 

調査項目 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

地域内景況調査 

実施企業数 
15 60 60 60 60 60 

情報提供数 

（四半期ごと） 
４ ４ ４ ４ ４ ４ 
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（実施目標） 

 

（実施による成果） 

調査・分析により、小規模事業者が対象とする市場の分析に有効な情報や、販路開

拓に活用可能な情報データとして整理し提供することができる。 

また、経済情勢の把握と地域内小規模事業者の実態を把握することで各小規模事業

者の課題が明確となり、課題解決支援を的確なものにできる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状・課題） 

これまで、税務申告指導時による経営状況の把握や、金融相談時における経営分析

は行うものの、財務面での状況把握や分析が中心であり、企業を取り巻く内・外部環

境の洗い出しを行い、企業の経営戦略を構築するのに必要な定性的な経営分析を行う

ことがほとんど出来ていなかった。 

小規模事業者においては、生業的事業者も多く、多数の企業において、自社の置か

れている現状や経営資源に対する認識が低く、計画的な企業経営が出来ていない。本

事業において、商工会は管内小規模事業者の持続的発展を支援するため、定量的・定

性的な経営分析を行い、事業者の未来を見据えた企業経営の羅針盤となる情報を提供

し、小規模事業者が「生業的な経営」から脱却し、中・長期的な視点で経営し、成長

及び維持、発展していく「企業」となれるよう支援していく必要がある。 

 

（目  的） 

管内小規模事業者の抱える課題を洗い出すことにより、まず現状を把握し、そして、

取り組むべき課題を抽出することにより、事業者に「気づき」を与え、経営に対する

意識改革を促し、成り行き経営ではなく、事業計画策定実行による中長期的な視点に

立った企業経営を実行することで、企業が持続的に発展していけるようにする。 

 

（事業内容とその方法） 

 

(1) 巡回訪問による事業所の情報収集 

観光関連事業者へ巡回訪問し、個別企業ごとの経営状況を把握し、「事業者カル

テ」を作成することにより、事業者の実態をつかむ。 

作成する「事業者カルテ」については、観光関連事業者に重点を置くため、特に 

以下の項目についての情報を収集し、作成する。 

実施内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

②来町者アンケート
回収件数 

０ 400 ０ 400 ０ 400 

③アンテナショップ客

等アンケート回収件数 
０ 400 ０ 400 ０ 400 

アンケート結果情

報提供回数 
０ ４ ４ ４ ４ ４ 
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（事業者カルテの内容） 

①自社基本情報 …社名・業種・社員数・営業年数・後継者の有無、経営者の想い 

②商品・サービスの内容及び特徴 

③保有する設備、ノウハウ、技術、人脈 

④顧客の特徴（インバウンド対応の有無） 

⑤競合状況 

⑥財務情報（貸借対照表・損益計算書） 

 

 (2) 集めた情報を基に、定量分析・定性分析の両面より経営分析を行う。 

①定量分析 

作成した「事業カルテ」の⑥財務情報を基に定量分析を行う。 

財務情報については、日頃実施しているネット de 記帳の記帳継続指導資料等を活

用する。 

分析システムは、中小企業基盤整備機構の提供する「経営自己診断システム」を活

用する。 

分析結果を「収益性」、「効率性」、「生産性」、「安全性」、「生産性」の 5項目に分類

し、TKC経営指標などの同業他社、全国平均数値のデータベースとの対比により、

定量面での自社の現状を把握する。 

 

②定性分析 

「事業カルテ」の「①自社基本情報～⑤競合状況」を基に、SWOT分析などを用いて 

定性分析を行い、経営課題を抽出、事業領域を導き出し、経営戦略のアクション 

プランへの落とし込みを行う。分析シートは下図のようなシートを用いてＳＷＯＴ

分析等を行う。 
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(3) 分析情報の管理及び提供・活用の方法 

   (2)において実施した定量・定性分析結果については、excel・access 等を使用

して集約・データベース化を行い、商工会サーバー内に蓄積し、職員が必要な時に

閲覧できるように共有化を行う。 

分析結果については、分析を行った企業を巡回訪問し、分析結果から見た改善提

案（アクションプランの提示）を行う。分析結果の提供を通じ、企業が自社を見つ

め、自社の課題を見つめなおし、意識改革を図る契機とするとともに、事業計画策

定における基礎資料として活用する。 

企業との面談を経て、専門的な経営課題への取組みなど、外部からの専門的指導

の必要な企業については、ミラサポの専門家派遣制度や広島県のエキスパートバン

ク制度等の活用や、金融機関や広島県よろず支援拠点等との連携を図り、課題解決 

へ当たっていく。 

分析提案後は、4 半期に 1 回程度の巡回フォローアップにより、本事業の PDCA

サイクルを確立し、中長期的な伴走型支援を実施する。 
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 （実施目標） 

 
 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状・課題） 

これまでの小規模事業者支援においては、ある一時点における、事業者の課題解決

の実施がほとんどであり（点での支援）、経営計画の策定については注力できていな

い。小規模事業者の持続的発展には、「成り行き経営」ではなく、各事業者が事業計

画の策定を行い、策定した事業計画に沿って事業を行っていくことが必要不可欠であ

るため、本事業において、事業計画策定の重要性を認識させ、事業者自身の自発的な

事業計画策定を支援することにより、経営力の強化に繋げていく必要がある。 

 

（目  的） 

小規模事業者が自らの『強み』を生かし、需要の変化や、観光関連需要の取り込み

に対応するための事業計画策定や経営革新への取組等を推進し、観光関連事業へのシ

フトチェンジを図る。 

また、創業、第二創業支援により、地域内開業率の引き上げ、雇用創出による地域

活性化を目指す。 

 

（事業の内容）  

①事業計画策定の意義及び重要性、その手法等に関するセミナーを開催し、事業計画

策定を目指す観光関連需要の取り込みを図る事業者の掘り起こしを行う。 

 

②「2.経営状況の分析に関すること」で取得した調査結果を基礎資料として踏まえ、

事業計画策定を働きかけ、観光関連需要の取り込みを図る計画策定に取り組む事業

者の掘り起こしを行う。 

 

③創業者・第二創業者等の掘り起しを行うため、安芸太田町の創業支援及び補助制度

（がんばるビジネス応援補助金）や国の創業施策情報を、商工会ホームページへ掲

載するほか、安芸太田町及び県内関係機関とも連携を図り、情報発信を行う事で、

町内外からの創業希望者の掘り起しを行う。 

 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

巡回訪問延べ回数 0 
180 

(45×4) 
180 180 180 180 

カルテ収集件数 0 45 45 45 45 45 

財務分析件数 0 45 45 45 45 45 

経営分析件数 0 45 45 45 45 45 
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④創業・第二創業希望者の掘り起しののち、「創業・第二創業セミナー」を開催し、

金融・税務・経理なども含めた創業計画策定を目指す創業等予定者を掘り起こす。 

 

⑤上記①～④での掘り起しののち、事業計画策定の個別相談会を実施し、計画策定の

支援を行う。計画策定支援にあたっては、専門家の派遣を含む、関係機関や外部専

門家等との連携をはかるなどし、小規模事業者の「強み」を生かし、需要の変化に

対応した事業計画の策定（経営革新計画策定・創業支援）を支援する。 

 

（実施目標） 

事業内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画セミナー開催 

回数 
０ ２ ２ ２ ２ ２ 

創業セミナー開催 

回数 
０ ２ ２ ２ ２ ２ 

事業計画策定に関する個

別相談事業者数 

（創業計画も含む） 

２ ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ 

事業計画策定 

事業者数 
２ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

（計画策定事業者の 

うち、 

経営革新計画認定企業数） 

（０） （３） （３） （３） （３） （３） 

（計画策定事業者の 

うち、 

創業計画支援企業数） 

（２） （１） （１） （１） （１） （１） 

 

※経営革新計画については、既存事業者の観光関連産業へのシフトチェンジを図る 

  経営革新計画の認定とする。 

  

（実施の効果） 

小規模事業者が自らの『強み』を生かし、需要の変化や、観光関連需要の取り込み

に対応するための事業計画策定や経営革新の認定を通じ、目標や事業の方向性が明確

となり、観光関連事業へのシフトチェンジ、または、観光関連需要の取り込みを図る

ための経営力の強化を図ることができる。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状・課題） 

小規模事業者の多くは、事業計画を策定しても、計画についてのＰＤＣＡ管理がで

きておらず、事業計画が破綻してしまう例が多くみられる。今後は、小規模事業者が
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事業計画を達成できるよう、伴走型支援として、定期的な巡回訪問による進捗状況の

確認や改善のための個別相談指導を行う。 

 

（目 的） 

「3.事業計画策定支援に関すること」により、小規模事業者が策定した事業計画が 

きちんと遂行されることが本事業の目的であり、そのために、事業計画の進捗状況を

把握できる仕組みを構築し、事業計画の練り直しや直面した課題の解決支援を速やか

に講じるなど計画のＰＤＣＡサイクルを確立させることにより、計画遂行を確かなも

のにする。また、成功モデルを職員間で共有し、他の小規模事業者の経営支援に活用

できる環境を整備する。 

 

（事業の内容） 

①事業計画策定事業者に対し、四半期ごとに巡回訪問し、事業の進捗状況の確認を行

う。 

事業者へのヒアリングについては、事業者共通の「ヒアリングシート」を用いて、

現状を確認することにより、計画の修正、直面している経営課題の洗い出しを行う。 

   ※ヒアリングシートの主な確認事項 

     1.計画の進捗状況 

     2.直面している経営課題 

     3.進捗状況と直面課題を踏まえ、計画修正の必要性 

     4.資金支援の必要性 

②「ヒアリングシート」により課題が抽出された場合には、以下のとおり支援を実施

し、その課題解決を図る。 

◆計画実行につき浮上してきた経営課題につき、高度な専門性を有する事案について

は、ミラサポを通じた「専門家派遣制度」や、「よろず支援拠点」などを活用し、事

業計画により立案した個社の事業運営が適切に行われ、事業計画の実現がなされる

よう支援を行う。 

◆６次産業化や新商品の開発に取り組む事業者に対しては、ミラサポを通じた「専門

家派遣制度」や、「よろず支援拠点」を利用して開発支援を行う。 

◆資金需要に対しては、日本政策金融公庫と連携し、「小規模事業者経営発達支援融

資制度」や「経営改善貸付」を活用するほか、国や町の補助金の活用支援を行うこ

とにより、その需要に適切に対応する。 

③上記①～②により実施した内容については、経過状況・対応状況などをまとめた「支

援カルテ」を作成し、商工会サーバー内にデータベースとして蓄積し、また、   

職員間の毎月最低 1回の「事業者経営支援会議」を開催することにより、担当者だ

けではなく、複数の職員による”チーム支援”を実施することにより、計画の実施

支援効果を高めていく。本会議の開催においては、個社の成功事例をモデルケース

として職員間で共有することもでき、他の事業者への経営支援に活用できる環境と

しても活用する。 

 

（実施目標） 

 



１４ 
 

 

事業内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ件数 
０ １４４ １４４ １４４ １４４ １４４ 

専門家派遣回数 ０ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

資金需要サポート件数 ０ １８ １８ １８ １８ １８ 

データベース蓄積数 ０ １４４ １４４ １４４ １４４ １４４ 

 

（実施の効果) 

策定した事業計画が確実に遂行されることにより、小規模事業者が思い描く進むべ

き方向に間違いなく進み、結果として、経営力の強化へとつながり、小規模事業者の

自立と持続的発展に寄与することができる。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状・課題） 

事業者は、消費者の需要や景気動向に基づき、商品・サービスの提供を行うことが

必要であるが、管内の小規模事業者においては、十分な需要等の調査を行っていない

ため、増加する入込客（観光客）の求める需要と、事業者側の供給とのミスマッチが

生じており、事業者の売上向上など経営の改善に結びついていない。 

また、商工会が行ってきた需要動向情報の提供についても、個別事案毎に、担当職

員が提供していた場面がほとんどであり、提供情報の内容・レベルの平準化が図られ

ていたとは言い難い。 

そこで本事業の実施により、需要動向調査のデータレベルを平準化し、職員間での

共有を図り、より効果的な指標として、消費者のニーズ・世の中のトレンド・各種

統計データなどの需要動向を調査・分析して提供することにより、個社の需要動向

に沿った販売戦略や商品開発等を踏まえた事業計画策定、計画実行、需要に対する

販路開拓支援の指針とする。 
    
（目 標) 

増加する観光客のニーズをとらえ、その需要動向に沿った販売戦略や、商品開発

等を踏まえた事業計画策定、計画実行、需要に対する販路開拓の指針とすべき情報

を分析、提供する。 

 

 （支援対象) 

支援対象者は、事業計画策定事業者のうち、特に地域外需要の取り込みに熱心な

事業者とする。想定される支援対象事業者の整理は概ね以下のとおりである。 
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（事業内容）      

    個社の販売・提供する商品等に応じた消費動向につき、データ収集・分析を行い、 

経営戦略立案のために提供する。 

 

（事業実施フロー） 

個社の販売する商品・サービス等に対し、消費者の声を届けられる「消費者対象 

モニタリング調査」を中心とし、支援対象者の状況に応じて、「市場情報評価ナビ

（MieNa）、地域経済分析システム（RESAS）による「商圏特性、観光客動向等調査」 

及び「業界専門誌による商品（消費）トレンド調査」についても実施し、調査結果を

パッケージにして、個社へ提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）自社の製作する商品の販路を拡大したい事業者 

     ◆想定される業種 … 製造業（土産物として提供できる商品を持つ事業者 

・新商品を開発した事業者） 

（２）観光客に向けた新商品開発を行いたい事業者 

     ◆想定される業種 … 製造業 

（３）観光客の来店者数を増やしたい事業者 

     ◆想定される業種 … 小売業・飲食業・宿泊業・娯楽業 

（４）観光関連事業の創業・第二創業を行う事業者 

     ◆想定される業種 … 製造業・小売業・飲食業・宿泊業・娯楽業 

 

「消費者対象モニタリング調査」 
（メイン調査） 

 
※メイン調査を補完 

支援対象者の状況に応じて実施する（サブ調査） 

「業界専門誌によ

る商品（消費）トレ

ンド調査」 

「市場情報評価ナビ（MieNa）、地域

経済分析システム（RESAS）による

商圏特性、観光客動向等調査」 

パッケージングして 
「支援事業者」へ提供 
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（調査の内容） 

 

1.メイン調査 

 

 

 

活用データ 消費者対象モニタリング調査 

調査項目 事業者の取り扱う商品・サービスについて、消費者を対象にモ

ニター調査を実施する。 

【モニタリング調査の種類】 

①個店モニタリング調査 

②アンテナショップモニタリング調査 

【重点的調査・分析項目】 

  ●価格 … 適正価格の検討に活用 

  ●品質（味）… 商品レベルの検討に活用 

  ●商品デザイン … 販売訴求力の向上に活用 

  ●提供方法 … 販売形態の検討に活用 

  ●その他（属性情報等）… 顧客ターゲットの検討に活用 

調査手法 ①個店モニタリング調査 

個店（事業所）において、来店した消費者に対しペーパーア

ンケートを実施する。その場で消費しない商品については、商

品内封入アンケートで対応する。調査内容については、重点項

目をベースに各事業所のニーズによって内容の調整を行う。 

・アンケート回収数：100枚/商品・サービス（下限値） 

②アンテナショップモニタリング調査 

   アンテナショップ（広島市中心部のひろしま夢ぷらざ）、町

内観光交流拠点（道の駅「来夢とごうち」、観光交流施設「太

田川交流館かけはし」）をモニタリングの場とし、来場者に対

し、商品販売、試食、試用を通じてモニター調査を実施する。 

   本調査での特徴的内容としては、完成パッケージ品だけでな

く、開発段階、プロトタイプ商品のモニタリング調査も実施す

る点である。 

・モニタリング調査回答数：100件/商品・サービス（下限値） 

活用方法 消費者からの評価情報を事業所へフィードバックし、既存商

品・サービスのブラッシュアップ、改良に活用するとともに、新

たな着想のヒントのための新商品開発データとしても活用する。 

開発段階、プロトタイプ商品については、事業者の思い込み（想

定している顧客層や、自社商品についての過剰な評価など）を商

品完成前に払拭する事ができ、市場性のある商品へと昇華するこ

とができる。 
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２.サブ調査 

 

活用データ ①市場情報評価ナビ（MieNa） 

②地域経済分析システム（RESAS） 

による商圏特性、観光客動向等調査 

調査項目 ①(MieNa)市区町村マーケットレポート（年代別人口数・世帯数、

将来人口数、昼夜間人口差、所得富裕度、就労者数 等） 

商圏分析レポート（商圏別消費購買力、品目別支出額・購買力等） 

②(RESAS)観光マップ（メッシュ分析《流動人口》、From－to 分

析《滞在人口》、滞在人口比率、外国人移動相関分析 等） 

調査手法 ①MieNaの該当データベースより、支援対象個社の商圏特性を把

握。 

②RESASの該当データベースより、観光客の数及び出発地、イン

バウンド観光客の消費動向を把握。 

活用方法 Mienaの分析結果により、事業者が想定する商圏情報を適切に

把握し、RESASによる分析では、来町観光客の動態を把握。ター

ゲット商圏、顧客層の設定など、経営戦略立案、商品政策（マー

チャンダイジング）の基礎資料として活用。また、新規創業者に

ついては、出店計画地の選定基準として活用する。 

 

活用データ 業界専門誌による商品（消費）トレンド調査 

調査項目 事業者それぞれの業界専門誌より情報を収集し、商品（消費）

トレンドを分析、事業者に提供する。 

調査手法 日経 MJ(週 3日発行)より、市場マーケット動向、商品（消費）

トレンド、新規ビジネス情報を収集し、個社の支援ニーズ別に取

りまとめ、事業者に提供する。 

活用方法 個社の事業計画策定、新商品開発、販路開拓支援、売り場戦略

に活用する。 

 

（実施目標） 

 
実施内容 現 在 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

個者支援数 0 8 8 8 8 8 

 

 

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・課題） 

   小規模事業者は、新たな需要増加のための取り組みが不足しており、特に商品開

発や新規販路開拓において弱点といえる。その結果、売上の減少や事業廃止に 
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至った事業者も有り、後継者不足にも繋がっている。新商品・サービス開発、新規

顧客開拓の支援による持続的発展への展開が必要である。 

 

 

(目 的) 

  町内需要の縮小が避けられない当町において、地域への流入需要の獲得、ネット

を活用した地域外の需要開拓に挑戦していくことは、管内の小規模事業者が今後持

続的に経営を維持・発展していく上で必要不可欠であり、また、そのような事業者

の育成を支援機関には求められている。 

 本事業においては、当商工会の「経営発達支援計画」における方針にもある通り、 

“地域外の需要を取り込める企業を増やす”ことで、小規模事業者の観光関連産

業参加意欲を高め、６次産業化などの新規事業への波及効果を広めることにより、

観光関連事業者を多く輩出し、観光関連産業の基幹産業化を目指す。 

 

(事業内容) 

 次の取組みを通じ、支援事業者の販路拡大を目指す。 

 

 ①展示会・商談会等への出展支援による販路拡大 

 ●支援対象事業者 

自社の製作する商品の販路を拡大したい事業者 

◆想定される業種 … 製造業（土産物として提供できる商品を持つ事業者・新商品

を開発した事業者） 

●ターゲット 

地域外（広域）の事業者（ＢtoＢ）及び即売会等での一般客（ＢtoＣ） 

●取組みの内容 

町内事業者は、魅力のある自社商品を所有・もしくは開発しても、自力で販路

を開拓する機会を得ることが困難であるため、商談会や展示会への参加を支援

し、地域外（広域）事業者との商談の機会を創出、ＢtoＢ取引成約を目指す。 

また、即売会等における支援（ＢtoＣ）については、一般客（来場者）への直

売であるため、一般客への商品購買訴求力を高めるための支援を行い、売上獲得

につなげる。 

 

●事業実施フロー 

 （ＢtoＢ支援） 

   ◇展示会・商談会へ参加を希望もしくは検討している事業者に対し、専門家 

派遣を活用して個社のレベル・ニーズに合わせた出展、商談に対する支援を

実施。 

 

※専門家による支援 

・商品提案書（仕様書）の作成方法 

・出店ブースのレイアウト及び装飾 
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・バイヤーとの交渉術 

 

 

 

 

   ◇展示会・商談会へ参加。担当する経営指導員も帯同し、事業者のフォローに

当たる。 

 

 

 

 

   ◇参加を通じて得たバイヤー等からの意見を事業者へフィードバックし、商品

のブラッシュアップへ反映。必要に応じて、再度専門家へ支援を依頼。 

 

（ＢtoＣ支援） 

 ◇即売会等への参加を希望もしくは検討している事業者に対し、専門家派遣を活

用して個社のレベル・ニーズに合わせ、一般客への商品購買訴求力を高めるた

めの支援を実施。また、自社商品の商品認知度向上の場としても活用すること

により、即売会以外でのチャネル（自社店舗販売やネット販売）での販売を促

進させる。 

 

※専門家による支援 

・出店ブースのレイアウト及び装飾 

   ・商品陳列方法、チラシ・POP等の作成 

   ・接客方法、対面販売方法のノウハウ取得 

 

 

 

 

 

   ◇即売会等へ参加。担当する経営指導員も帯同し、事業者のフォローに当たる。 

 

 

 

 

 

   ◇参加を通じて得た購入者からの意見を事業者へフィードバックし、商品のブ

ラッシュアップへ反映。必要に応じて、再度専門家へ支援を依頼。 

 

 

 

 

商談成立 ブラッシュアップ 

商品販売 ブラッシュアップ 
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●具体的に想定する商談会等 

展示会・商談会等の名称 期待する効果 

販路開拓支援「商談会」 

（開催月:11月） 

（ターゲット：ＢtoＢ） 

広島県商工会連合会が主催する商談会であり、食

品関連商品のみが対象。広島県内百貨店バイヤーを

はじめとし、ひろしまブランドショップ「TAU」をは

じめとした首都圏の百貨店・スーパーのバイヤーも

参加。参加バイヤーの業態が絞り込まれており、百

貨店・スーパーでの販路を希望する場合に効果が期

待できる。 

 

ニッポン全国物産展 

（開催月 11月） 

 

① 物産展 

（ターゲット：ＢtoＣ） 

 

② 商談会 

（ターゲット：ＢtoＢ） 
 

 

①物産展 

全国商工会連合会主催。食品・非食品ともに出展

することができる。出展社は全国 47都道府県より集

まり、東京での開催。来場する首都圏の一般消費者

に対し、商品の即売による売上獲得及び、全国的に

商品を広く PRすることができるとともに、販売等を

通じたマーケティング調査の場として活用すること

ができる。 

②商談会 

物産展と併催される商談会。首都圏を中心とした

流通業バイヤーをはじめとし、総菜メーカー、給食

企業、空港の土産屋などのバイヤーが参加。交渉の

中で特に評価が高い商品については、日本最大級の

大型展示商談会「スーパーマーケット・トレードシ

ョー」への無料出展の道も開かれる。首都圏での販

路拡大や、全国展開を希望する事業者において効果

が期待できる。 

 

中四国ビジネスフェア

（開催月:２月） 

 

① 商談会 

（ターゲット：ＢtoＢ） 

 

② 展示販売会 

（ターゲット：ＢtoＣ） 

 

 

①商談会 

食品、非食品ともに出展することが可能であり、

中四国地域を中心とし、首都圏のバイヤー等も参加

する。中四国をメインとし、首都圏まで販路開拓を

希望する事業者において、新規の顧客獲得が期待で

きる。 

②展示販売会 

来場する一般消費者に対し、商品の即売による売

上獲得及び商品を広く PR することができるととも

に、販売等を通じたマーケティング調査の場として

活用することができる。 
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●実施目標 

（ＢtoＢ） 

 

（ＢtoＣ） 

 
 

目  標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

展示会・商談会への参加

企業数 
0 6 6 6 6 6 

参加企業のうち、新規成

約した企業数 
0 3 3 3 3 3 

目  標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

即売会への参加企業数 0 6 6 6 6 6 

参加企業のうち、売上高

前年比 5％増の企業数 
0 3 3 3 3 3 

 

 

②ＩＴ活用による販路拡大 

 ●支援対象事業者 

（１）観光客の来店者数を増やしたい事業者 

     ◆想定される業種 … 小売業・飲食業・宿泊業・娯楽業 

（２）自社の製作する商品の販路を拡大したい事業者 

     ◆想定される業種 … 製造業（土産物として提供できる商品を持つ事業者 

・新商品を開発した事業者） 

●ターゲット 

一般顧客(ＢtoＣ) 

●取組みの内容 

（１）情報発信支援（※観光客の来店者数を増やしたい事業者） 

スマートフォンの普及により、一般顧客の情報入手はインターネットが主流に

なっているため、ホームページや SNSでの情報発信は、事業者にとって必要不可

欠になっている。そこで、支援事業者にとって効果の高いと思われる情報発信ツ

ールの選定及び整備、効果的な情報発信の方法など、セミナーや講習会の開催、

専門家派遣の活用により、個社のターゲットへ向けて効果的な情報発信を実施で

きるように支援、商品サービスの認知度を向上させ、販売機会の増加を図り、支

援事業者の売上金額増加へ繋げる。 

 

 ●事業実施フロー 

  ◇事業者向けに、ＩＴ（ツール）活用セミナーを開催。基礎知識の習得（集団）。 

 

  ◇支援個社に応じたＩＴ活用を検討。活用策、ノウハウ等は専門家派遣を積極的
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に活用し、情報発信効果を向上させる。ＩＴによる情報発信は、事業者側の一

方的な発信になりがちであるため、アクセス解析手法を必ず支援内容に含め

る。 

 

  ◇運用開始。定期的な効果測定を必ず行い、発信内容、アプローチ先などの見直  

    しを実施する。必要に応じて、専門家派遣を再度活用。 

 

●実施目標 

 

(2)インターネットを活用した販売支援 

  （※自社の製作する商品の販路を拡大したい事業者） 

   市場環境の変化により、インターネットを通じた商品・サービスの販売は、重

要な販売チャネルとなっており、小規模事業者にとっても無視できない状況にな

っている。だが一方、管内事業者においては、その活用方法や可能性ついて、魅

力は感じながらも、情報やノウハウがないため、積極的な活用を行う事業者はほ

とんどいないのが現状である。そこで、本支援メニューにおいて、インターネッ

トを通じた商品販売の基礎知識を習得、個社の取り扱う商品・サービスの販路と

して活用することにより、売上金額の増加へと繋げる。想定されるタイプは二つ 

  である。 

   （ア）自社型ＥＣサイトの活用 

       自社のホームページ内への「ショッピングカート・システム」の設置や        

ＥＣサイト自体の構築・運用 

   （イ）モール型ＥＣサイトの活用 

       楽天市場、yahooショッピング、Amazonマーケットプレイスに代表される

出店形式のＥＣサイトや、全国商工会連合会が地域特産品販売サイト「ニッ

ポンセレクト.com」のような商品出品型ＥＣサイトの活用。 

 

  ●事業実施フロー 

    ◇自社型・モール型両方をふまえたＥＣサイトの活用セミナーを開催（集団）。 

       基礎知識の習得及び個社毎の活用適性はどちらなのかを探る。 

 

    ◇専門家派遣を活用し、支援個社に応じたＥＣサイト活用支援を行う。 

       自社型については、サイト構築から、運用時の【商品管理】・【サイト管理】 

     【顧客サポート】・【売上管理】に対する支援が想定される。 

     モール出店型は、大規模モールであればサポート体制が構築されているた

めそれを活用できるが、様々な面でコストがかかるため、モール出店の検討

目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 

セミナー参加企業数 0 10 10 10 10 10 

専門家派遣数 0 10 10 10 10 10 

対前年度比売上(受注)増加企業数 0 3 3 3 3 3 
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段階における専門家の意見の活用を想定。商品出品型については、商品自体

のネット通販への販売適性、パッケージング、価格等の検討に専門家を活用。 

 

●実施目標 

 
 

目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

セミナー開催回数 0 1 1 1 1 1 

セミナー参加企業数 0 10 10 10 10 10 

専門家派遣数 0 10 10 10 10 10 

対前年度比売上(受注)増加企業数 0 3 3 3 3 3 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

（現状・課題） 

   地域では、人口減少と流通体系の変化などによる地域外への消費流出により、経

済の疲弊が進んでおり、町内の消費力の減少を、観光客（交流人口）による域外の

経済力の取り込みによる活性化に取り組んでいる。しかしながら、現況では観光客

の増加が地域経済の回復に与える影響が少なく、一次産業から各産業の連携による

地域全体の経済への波及効果が課題である。 

安芸太田町が実施した、道の駅でのアンケート調査によると、町内における充実

してほしいサービスにおいて「食事・郷土料理」が 30 パーセント以上を占め、観

光客の「食」に対するニーズを十分に満たすことができていない現状が窺える。 

また、地産地消などの地域内での経済還流に加え、地域外へ発信できる商品の開

発など地域経済の活性化が必要である。 

 

 （取組みの内容） 

上記の課題解決のため、行政、観光協会、ＪＡ広島市、漁協の町内各種団体と「食

による地域活性化推進協議会(仮称)」を設立する。そのため安芸太田町商工会は、

本事業のトータルプランニングを行い、また各団体を取りまとめる機能を果たす。 

  商品開発、販売においては、会員事業所がメインとなることから、商工会が支援主

体となる。 
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連携イメージは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●「食」による経済活性化 

商工会は、飲食業者を中心とした取組みとして、安芸太田町観光協会が発案し 3

年前から取り組んでいる「漬物やきそば」と、一部店舗が創出した「ダムカレー」

を町内の飲食店がどちらかの商品を消費者に提供できる体制を拡充すること、さら

に、町内産の「見浦牛」や「手造りハム」「地場野菜」を使った「ハンバーガー」

等の新商品の開発を支援し、これにより安芸太田町の「食」のコンセプトを確立し、

B級グルメの町として観光客誘致を支援する。食による振興は、飲食提供事業者へ

の経済効果だけでなく、ＪＡ，漁協等との連携により 1次産品の地産地消による 6

次産業化に繋げていくこととする。 

商工会は、ものを生産し、商品として売る「ものの流れ」において潮流を生み出

し、産業活性化の基盤を作ること、そして、観光振興、つまりは、「ひとの流れ」

へと波及効果を及ぼすことを目的に事業展開を図る。 

 

（事業実施フロー） 

   ◇メニューコンセプト、実施体制の確立（ブランディング） 

      使用食材、レシピ、提供方法などのコンセプトを統一、食材提供者の選定確保、

広報宣伝（アプリの新設、安芸太田食べ歩きマップの作成や、スタンプラリー、

幟による宣伝、ＳＮＳでの情報拡散など）の確立及び実施方法を検討、実施する。 

 

 

 

 

 

 

【ＪＡ広島市・漁協】 
・生産農家の取り纏め 
・材料の提供 

【観光協会】 
・広報宣伝活動 
・推進イベント企画運営 

【行政】 
・商品開発支援 
・推奨作物生産支援 

【商工会】 
・事業トータルプラニング 
・調整・取り纏め 
 
 

【飲食業者】 
・商品開発・提供 
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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 

 

 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・課題） 

      従来より、安芸太田町（行政）との連絡協議会や、近隣商工会との共同研修会、

情報交換会などを定期的に開催し、意見交換及び情報交換を行い、連携を取りあっ

てきた。しかしながら、経営支援発達計画を実施すること、そしてその効果を上げ

ていくためには、既存の情報交換の方法のみならず、より具体的かつ緊密な連携体

制を構築することで、経営発達支援計画を推進していく必要がある。 

 

  （取組みの内容） 

   ◆行政関係との支援ノウハウのブラッシュアップ 

    定期開催している(毎月１回)、町の商工観光課、地域づくり課、産業振興課、

地域おこし協力隊との安芸太田町農商工業連絡会議において、各施策の進捗状

況、住民、事業者からの要望等の情報を共有するだけではなく、具体的な実施

手法、連携体制の構築といった内容を協議する場とし、行政と商工会の実働的

共同戦略会議とすることで、実行スピードを加速し、さらなる事業者支援へ繋

げる。 

◆継続的情報交換の方法 

  （1）県内商工会のうち芸北北ブロックを構成する 3商工会「安芸太田町商工会・北

広島町商工会・安芸高田市商工会」が共同で開催する研修会、情報交換会に参

加して、各会の支援内容や状況について情報交換をし、支援ノウハウを高める

ため、年 1回以上全職員の情報共有を行う。 

   （2）日本政策金融公庫の協議会への参加により、地域の経済動向や融資状況の意見

交換を行い事業者支援の情報共有を行う。年 1回以上参加。 

  （3）専門的支援のため、ミラサポの専門家派遣の利用や広島県よろず支援拠点での

支援ノウハウの情報交換を行う。 

（4）事業引継ぎ支援センターとの情報交換により、事業承継の個社支援を必要に応

じて随時行う。 

 

 

    ◆新たな取り組み 

        後述の（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」に記載する各種団体と定期的（年 1 回

以上）に「安芸太田町地域懇談会（仮称）」を開催し、連携団体と直接的な意見

交換の場を設け、連携体制の強化を図るとともに、地域の現状を”オール安芸

太田”で把握することで、各団体のノウハウを適材適所に配置し、地域の問題

解決に向けて協議する場とする。 
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 ２．経営指導員等の資質の向上等に関すること 

 （現状・課題） 

    今日まで、商工会職員として、広島県、広島県商工会連合会、広島県商工会職員

協議会、そして中小機構といった外部機関が開催する研修会へ参加し、職員それぞ

れの職制、能力に応じたスキルアップを目指してきた。しかしながら、会員ニーズ

の多様化を受け、従来取り組んできた金融、税務、労務、経理といった経営改善普

及事業を中心とした支援では、会員満足度の向上を効果的に得られない状況となっ

ている。今後は、既存の研修会のみならず、より専門的かつ実践的な知識を習得す

ること、そして、その知識を職員全員で共有化することにより、会員事業者のニー

ズをすくい取り、課題解決に向け、受身型支援から提案型支援を実施できるよう、

支援能力の向上を図る必要がある。 

 

  （取組みの内容） 

◆既存研修の強化ならびに知識の共有化について 

①経営指導員について 

広島県が主催の「商工会専門スタッフ研修」、「経営革新支援研修」、広島県

商工会連合会主催の「相談能力向上研修」、「マネジメント能力研修」において、

基礎的なスキルアップは継続させ、その他各種団体等が主催する「販路開拓セ

ミナー」「６次産業化セミナー」などの専門的研修の参加比率をより向上させ、

実践的なノウハウを取得する。 

②指導職員について 

広島県商工会連合会主催の「商工会等基本能力研修」及び職員協議会主催の

「商工会職員パワーアップセミナー」に参加し、経営指導員とともに事業者支

援を行うための基礎的支援能力のスキルアップを継続的に行う。 

   ③事務局長について 

本計画の効果的遂行を行うため、広島県商工会連合会主催の「管理職養成研

修」に参加し、管理能力の向上を図り、職員の経営支援能力発揮のための体制

づくりを行う。 

    ④知識の共有化について 

          各職員が研修により培ってきた能力や、得意分野などの知識の共有化を図る

ため、月 1回程度の「商工会内職員研修会」を開催し、持ち回りで講師を務め

ながら、プレゼンテーション能力の向上を図りつつ、職員全体のレベルアップ

と知識の共有化図る。 

 

◆新たに取組む内容 

   ①全職員について 

小規模事業者等支援において、多数の支援事例の知識と指導内容に対するプ

レゼンテーション能力が必要であるため、事例発表研修会等への参加によりス

キルアップを図る。 

     経営指導員は受講義務があったが、今後は、指導職員も含め、全国商工会連

合会による「経営指導員等ＷＥＢ研修システム」を利用し、小規模事業者指導
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に必要な知識の習得を図る。 

   ②職員内部での支援・指導内容の共有について 

経営指導員の取り組んでいる支援・指導内容、指導職員の取り組んでいる 

支援・指導内容を週一回の職員会議で共有するとともに、相談内容をデータベ

ース化し他の職員と共同で支援できる体制を作る。 

データベース化した指導事例は、小規模事業者の指導能力向上のため職員で

共有する。 

      

 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 

  本計画の事業評価及び検証を以下の方法により実施する。 

  (1) 当商工会内に「経営発達支援事業評価委員会」を置き、事業評価及び改善等の

提言、助言を受け、必要に応じて見直しを行う。 

 (2) 委員会構成 

  ①内部関係者（9名） 

    ・会 長     ・副会長(2名)    ・専務理事 

    ・商業部会長   ・工業部会長     ・観光部会長 

    ・青年部長     ・女性部長 

   ②外部関係者（3名） 

    ・安芸太田町商工観光課長（行政） 

    ・安芸太田町地域づくり課長（行政） 

    ・中小企業診断士（専門家） 

   ③事務局（4名） 

    ・事務局長    ・経営指導員（3名） 

 (3) 委員会開催時期  毎年 1月～３月 

 （事業評価方法） 

    評価委員会の事業評価、検証を受け、必要に応じて、翌年度の事業計画の見直

しを行うとともに、事業の実施状況・成果などについて報告を行う。 

    ・理事会への報告：３～４月 

    ・総代会及び町等関係団体への報告：５月 

   ・会報、ホームページによる広報：５月 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

【安芸太田町商工会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  安芸太田町商工会本所 

   広島県山県郡安芸太田町戸河内６７０－６ 

   電話：０８２６－２８－２５０４   ＦＡＸ：０８２６－２８－２０７０ 

 

  安芸太田町商工会加計支所 

    広島県山県郡安芸太田町加計３４９４－２ 

    電話：０８２６－２２－１２２１  ＦＡＸ：０８２６－２２－１８０７ 

総代会 

理事会及び三役会議 

経営発達支援事業評価委員会 
（事業評価・改善提案・提言） 
 

報告 

報告 評価 

報告 評価・改善等指示 

（事務局） 

事務局長：佐々木知昭 
管理及び監督 

 

経営指導員（３名） 
蛸瀬 勇人（計画総合統括） 
渡邊 和広（戸河内・筒賀地区担当） 
寺井 朋也（加計地区担当） 

指導職員（４名） 
小梅 明美（戸河内・筒賀地区担当） 
佐々木 志津子（戸河内・筒賀地区担当） 
瀬川美徳（加計地区担当） 
沖田 佑介（加計地区担当） 
 

連携 

（計画推進チーム） （計画推進サポートチーム） 
管理・監督 

小規模事業者 
 

相談 支援 

連携 

①行政（安芸太田町） 
②各協力団体（安芸太

田町観光協会他） 
③金融機関 
④専門家 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                （単位 千円） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 

1.地域経済動向調査事業費 

2.経営状況分析事業費 

3.事業計画策定支援事業費 

4.事業計画策定後支援事業費 

5.需要動向調査事業費 

6.新たな需要の開拓に寄与す

る事業に関する事業費 

7.地域経済活性化事業費 

8.経営発達支援事業の円滑な

実施に向けた支援力向上の

ための取り組み事業費 

500 

500 

500 

700 

600 

2,700 

 

1,000 

500 

 

500 

500 

500 

700 

500 

2,800 

 

1,000 

500 

 

500 

500 

500 

700 

600 

2,700 

 

1,000 

500 

 

500 

500 

500 

700 

500 

2,800 

 

1,000 

500 

 

500 

500 

500 

700 

600 

2,700 

 

1,000 

500 

 

（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広島県補助金（小規模事業経営支援事業費） 

②安芸太田町補助金 

③会自主財源（会費収入、受託料収入、手数料収入、賦課金収入等） 

④国の補助金収入（経営発達支援計画認定後の補助金収入） 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

・安芸太田町ブランド事業等の販路開拓、産品の高付加価値化 

・地域産品６次産業化等の商品開発事業 

・観光関連業者の環境整備 

・創業、第２創業、事業承継等、持続的事業発展 

連携者及びその役割 

◆連携による効果 

他組織と連携することにより、地域経済の現状把握と、活性化に向けの意識や今後

の方向性についての情報の共有化を図ることにより、一体となった取り組みが可能と

なる。 

・「安芸太田町版地域商社」(平成３０年度設立予定)との連携 

代表者 安芸太田町企画課主幹 

事務局 広島県山県郡安芸太田町戸河内 784-1 

 役  割 製品のブランド化、販路開拓支援、伝統技術の継承支援、観光事業者の 

育成 

・安芸太田町産業担当課 

代表者 町長 小坂 眞治 

事務局 広島県山県郡安芸太田町戸河内 784-1 

役  割  安芸太田町がんばるビジネス応援補助金による創業、事業承継、事業拡大

等支援及び各種支援制度の運営連携、観光等誘客事業連携 

・㈱広島銀行加計支店 

  代表者 支店長 渡部 聡一郎 

  事務局 広島県山県郡安芸太田町加計 3756-1 

役  割 金融等の事業者支援、創業、第２創業者支援連携 

・（一社）安芸太田町観光協会 

代表者 会長 末田 健治 

事務局 広島県山県郡安芸太田町上殿 632-2 

役  割 観光振興、販路開拓支援等連携 

・広島市農業協同組合加計支店 

代表者 支店長 佐々木 敏郎 

事務局 広島県山県郡安芸太田町加計 3784-1 

役  割 ６次産業化支援等連携 

・広島市農業協同組合戸河内支店 

代表者 支店長 仁田 二郎 

事務局 広島県山県郡安芸太田町上殿 618 

役  割 ６次産業化支援等連携 

・太田川森林組合 

代表者 代表理事組合長 佐々木 徹 
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事務局 広島県山県郡安芸太田町上殿 261 

役  割 ６次産業化支援等連携 

・太田川上流漁業協同組合 

代表者 代表理事組合長 竹下 政次 

事務局 広島県山県郡安芸太田町加計 801-1 

役  割 ６次産業化支援等連携 

・三段峡漁業協同組合 

代表者 代表理事組合長 河本 紀六 

事務局 広島県山県郡安芸太田町吉和郷 36-1 

役  割 ６次産業化支援等連携 

・安芸太田町社会福祉協議会 

  代表者 会長 梶谷 俊造 

  事務局 広島県山県郡安芸太田町中筒賀 2902-5 

  役  割 買物弱者支援等連携 

連携体制図等 

 

…相互連携 

 

「安芸太田町版 

地域商社」 
 

安芸太田町産業担当課 

㈱広島銀行加計支店 

安芸太田町観光協会 

広島市農業協同組合 
加計支店 

広島市農業協同組合 
戸河内支店 

太田川森林組合 

太田川上流漁業協同組合 

三段峡漁業協同組合 

安芸太田町社会福祉協議会 

安
芸
太
田
町
商
工
会 
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