
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
安芸津町商工会（４２４０００５００４０８４） 

実施期間 2019年（平成３１年）４月１日～2022年（平成３３年）３月３１日 

目 標 

１.目標 

平成 30 年 7月豪雨災害により被災した事業者の復興を支援し、地域の担い手である

小規模事業者を復活させることで活気にあふれた安芸津町を再生する。 

 

復興支援及びリスクマネジメント支援【新規】 
目標１：３年間の小規模事業者数の減少数を 22者以下（率にして 5％以下） 

目標２：ＢＣＰ等を含む事業計画作成事業者数を 30者 

 

個店の魅力アップと競争力強化【継続】 

目標３：売上高増加事業者数（アウトカム達成率）40％ 

 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２.地域経済動向調査に関すること【指針③】 

・中小企業景況調査・RESAS活用による情報収集【継続】 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・財務分析及びＳＷＯＴ分析による経営分析【継続】 

４．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

・ＢＣＰ及び事業承継計画による持続的経営の実現【新規】 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・巡回訪問中心のフォローアップ支援【継続】 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

・小規模事業者のレベルに応じたマーケティング調査【一部新規】 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

・展示会・商談会出展による販路拡大【継続】 

・ＩＴ活用による新たな販路拡大【新規】 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 

・観光及び地域産品ＰＲ支援事業【継続】 

・地域経済活性化に繋がるイベントへの進化【継続】 

連絡先 

安芸津町商工会 

〒739-2402 広島県東広島市安芸津町三津 1649-1 

ＴＥＬ 0846-45-4141  ＦＡＸ 0846-45-3172 

メールアドレス akitu@hint.or.jp 

 

mailto:akitu@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 

１．目標 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において、「地域のあるべき姿」に『あきつブランドを活用して経営に活力ある小規

模事業者が増加している』と『次世代の地域の担い手である、後継者や若手の小規模事業者が

育っている』を掲げ、「①特産品の改良及び新商品開発」、「②人的ネットワーク構築及び人材

交流」、「③個店の魅力アップと競争力強化」に取組んだ結果、評価委員から「あきつブランド

の創出」及び「次世代を担う若手経営者の育成」に一定の効果があったとの評価を得ることが

できた。 

しかしながら、第１期計画の「経営発達支援事業の目標」には、定量的目標が示されていな

かったことから、各事業の達成度を測ることが難しいとの意見もあった。よって、次期計画で

は事業毎に数値目標を設定する等の改善が必要である。 

また、当地域は、平成 30 年 7 月豪雨災害により、多くの小規模事業者が甚大な被害を被っ

たため、当初計画にはなかったグループ補助金や被災地型持続化補助金を活用した復旧復興支

援事業を最優先に実施したことについて高い評価を得た。 

なお、各々の事業についての取組内容及び評価は以下のとおりである。 

① 特産品の改良及び新商品開発（休止）

本事業は「特産品ワーキング委員会」が中心となり、平成 20 年度に全国展開支援事業で

開発した特産品（8 件）の改良及び新商品開発に取り組んだ結果、「ハート島クッキー＆コ

ーヒー」や「杜氏鍋」など「あきつブランド創出」に繋がる特産品を開発することができた。 

また、これらの特産品を広くＰＲするため、地元イベントである「あきつフェスティバル」

やアンテナショップ「あきつプラザ」において試食・販売を行うとともに、「あきつブラン

ド創出」に繋げるため、東京銀座「ＴＡＵ」や広島市本通り「ひろしま夢ぷらざ」において

アンケート調査を実施したが、いずれも販売が主たる目的であったため、ブランドイメージ

に繋がる情報は得られなかった。

よって、評価委員より「ブランドイメージを確立することは難しい」とか「売上に直結す

る販路開拓支援に力をいれた方がよい」との意見があったため、第２期では小規模事業者に

ダイレクトマーケティングを含む戦略的な事業計画策定を促すなど、事業内容を一部改善し

て実施すべきであったが、後述のとおり、次期においては災害対応を最優先することとなる

ため、特産品改良に伴うブランド化や新商品開発は当面休止するものとする。 

② 人的ネットワーク構築及び人材交流（一部継続実施）

次世代を担う若手経営者を育成するため、異業種交流会による「人的ネットワークの構築」

を推進するともに、「創業支援と事業承継支援」に積極的に取組んだ。 

取組内容としては、「創業セミナー」や「事業引継ぎセミナー」を開催し、新規創業・事

業承継に係る事業計画の作成支援に力を入れた結果、残念ながら新規創業の実績はなかった

が、事業承継に関する問合わせは多く、当地域における喫緊の課題であることが確認できた。 

よって、第２期においては「創業セミナー」は廃止するが、「事業承継セミナー」につい

ては「事業承継研修会」として継続する。また、「異業種交流会」については経営者同士の

情報交換が新たなビジネスチャンスに繋がるとの評価であったことから、「ＢＣＰ発表会」

として継続実施することとする。 
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③ 個店の魅力アップと競争力強化（拡充して継続実施） 

地域小規模事業者の持続的な経営発達のために、きめ細かい巡回指導による個々の経営力

向上と販売促進を継続して支援した。 

取組内容としては、「経営計画策定セミナー」、「プレスリリースセミナー」、「個別フォロ

ーアップ」を行った結果、平成 29 年度では支援対象事業者 46 者のうち 12 者（26％）が売

上増加に繋がるなど、評価委員から高い評価を得られたので、次期においても個別フォロー

アップに一層力を入れて継続実施する。 

 

④ 豪雨災害に伴う復興支援事業（継続実施） 

平成 30 年 7 月豪雨災害により、被災した多くの小規模事業者の事業継続が危ぶまれてい

る。よって、当商工会では被災事業者に対して、グループ補助金や被災地型持続化補助金を

活用した復興支援事業を最優先に実施した。 

取組内容としては、職員による全被災事業者被害状況確認、グループ補助金等各種情報提

供、グループ補助金及び持続化補助金の申請支援を行った結果、グループ補助金申請で 45

社、持続化補助金申請で 12社、延べ 57 社に対して直接的支援を行うことができたことで、

当該事業者はもとより評価委員からも高く評価された。 

しかしながら、復興支援は短期間で終わるものではなく、相当の年数を要するものである

ことから、「復興」と「リスクマネジメント」が次期計画の重要テーマとなることは必然で

ある。 

よって、次期計画は「復興支援」を最重点に位置づけ、復興のための集中期間を３年間と

定めるとともに、単なる現状復帰に留まらず、被災事業者の持続的経営に繋がるようＢＣＰ

等を含むリスクマネジメント支援を事業計画策定に取り入れることとする。 

 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（1）地域の現状と課題 

＜地域概況＞ 

 

 

第１期計画から変更なし 

 

 

＜安芸津町の現状と課題＞ 

 

① 小規模事業者数の減少 

第１期計画作成時から 3年しか経過しておらず、当地域を取り巻く環境は大きくは変わ

っていないが、（図１）の管内小規模事業者数の推移を見ると、平成 27 年度と平成 30 年

度の比較で 23者（4.9％）減少している。それに加えて、下記③で記載したとおり、今回

の豪雨災害により事業継続が危ぶまれる小規模事業者が多く発生したことから、今後、廃

業数が例年以上に増加することが懸念されるため、小規模事業者の減少をいかに食い止め

るかが最大の課題である。 
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（図１）管内小規模事業者数等の推移 

 
 

②管内人口の減少 

安芸津地域の年代別人口については、（図２）のとおり「65 歳～」を除き、すべての年代

で減少している。 

このように、管内人口の減少に歯止めがかからない中で、小売業・サービス業については

地域住民のみに対する販売では商圏が狭まり売上等も減少するため、これからは域外に販路

を見出すことが生き残りの唯一の方策である。 

 

 

（図２）年代別人口の推移 

 
（東広島市ＨＰより） 
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③ 豪雨災害の状況 

平成30年7月の豪雨災害により土石流や河川の氾濫が発生し、当地域においては、2人が亡

くなるとともに、床下浸水まで含めると安芸津町内で365件の住宅が被災した。 

とくに、ＪＲ安芸津駅前を中心とした三津地区では１時間に67㎜という猛烈な雨量を記録

するなど、店舗や住宅など多くの施設が、損壊や浸水などの被害を受けた。 

また、幹線道路や生活道路、鉄道が寸断されるなど公共インフラにも多大な被害が生じる

とともに、宅地や農地ため池などに土砂や流木が流れ込み、市民生活や経済活動にも甚大な

被害が生じており、完全復旧までにはまだ相当の時間を要する見込みである。 

 

＊三津雨量観測
累加雨量 521.0mm 7月5月9時～8日19時

最大時間雨量 67.0mm 7月6日20時～6日21時  
 
市内における被災状況（平成３０年９月２１日現在）

西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 合計
8 1 3 1 5 1 0 5 12 36

死亡 5 1 1 3 2 12
重症 1 2 1 1 2 7
軽傷 2 1 1 3 2 8 17

66 86 59 67 204 14 38 76 365 975
全壊 2 3 4 1 5 2 14 11 42
大規模半壊 1 1 1 1 4
半壊 4 2 6 2 31 2 2 8 47 104
一部損壊 5 4 8 3 1 10 6 37
床上 17 36 17 25 63 3 24 17 191 393
床下 38 45 27 30 101 6 12 26 110 395

344 195 547 598 408 150 90 492 631 3,455
道路 40 20 33 48 25 26 13 86 71 362
河川 28 28 21 33 33 17 7 10 104 281
橋梁 2 2 4 1 1 1 12 23
港湾 2 2
公園 10 1 1 1 2 1 4 1 21
上水 4 6 5 2 11 10 19 57
下水 7 3 2 4 6 8 3 33
農地 99 57 256 259 224 61 24 227 195 1,402
（田） (82) (44) (208) (216) (198) (54) (22) (203) (152) (1,179)
（畑） (17) (13) (48) (43) (26) (7) (2) (24) (43) (223)
山地 60 27 103 142 22 8 25 43 107 537
林道 4 5 4 3 10 4 5 4 4 43
農道 22 10 25 34 21 7 3 31 53 206
水路 40 15 61 43 22 12 2 47 34 276
ため池 23 21 25 25 30 6 4 15 20 169
頭首工 5 3 6 5 3 8 1 6 6 43

418 282 609 666 617 165 128 573 1,008 4,466

人

住家

インフラ

合計  
（東広島市ＨＰ「平成30年7月豪雨災害復興・復旧プラン」より） 

 

 

（2）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

① 中長期的な振興のあり方（あるべき姿） 

上記（１）のとおり、当地域における現状と課題は、第１期計画作成時点と大きくは変

わっていないが、第１期計画では想定していなかった「大規模災害」の発生により、当地
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域の小規模事業者の存続に多大な影響を与えたことは間違いなく、今後の小規模事業者に

対する振興のあり方を考える上で、災害対応は避けて通れない重要テーマである。よって、

第２期計画策定に当たっては、「災害からの復活」を「中長期的な振興のあり方」に追加

し、次のとおりとする。 

 

第２期計画における中長期的な振興のあり方 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 東広島市の施策との関連性 

東広島市では、「イノベーションと市民の暮らしの高質化がつくり出す経済・産業の発

展」（第三次東広島市産業活性化方策より）を目指す将来像として、産業の多彩化を促進

するイノベーションの取り組みの強化や生活支援や交流等につながる商業・サービス業の

支援強化を推進しようとしている。 

また、「平成30年７月豪雨災害復興・復旧プラン」において、３つの基本方針を掲げて

３年間で復旧することを目標に掲げるとともに、３つの基本方針に基づき、被災前の状態

に戻すため、３つの再生の柱で普及を着実に進めていくことにしている。その１つの柱と

して「産業基盤の再生／地域経済の再生」を取り上げている。 

 

《 東広島市の災害復興・復旧プラン 》 

『基本方針』  ①市民の日常生活を早期に取り戻す。 

②産業基盤の再生を図る。 

③二次災害の防止とライフラインを確保する。 

『再生の柱』  ①暮らしの再生 

                ○被災者の生活支援・再生 

                〇生活環境の整備 

②産業基盤の再生 

                〇地域経済の再生 

                〇農林水産業の再生 

③インフラの再生 

                〇公共土木施設等の復旧 

                〇農地・農業用施設・林道の復旧 

                〇上下水道施設の復旧 

 

（東広島市ＨＰ「平成30年7月豪雨災害復興・復旧プラン」より） 

 

③ 商工会としての役割 

商工会は、地域の強みを生かした産業振興を推進する役割を担っており、国・県・市等

が実施している小規模事業者向けの各種支援施策を普及させるとともに、地域のニーズや

課題など小規模事業者の声を行政に届けて、施策に反映させることが重要である。 

◯ 地域の小規模事業者に活気があり、次世代を担うことが出来る後継者や若手

経営者が多数存在する地域となる。 

 

◯ 被災した小規模事業者の復興復旧支援を実施することで、地域の担い手であ

る小規模事業者を復活させる。 
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とりわけ豪雨災害により、多くの小規模事業者が甚大な被害が遭った当地域では、被災

事業者の「復興」が最重要テーマであり、今後も被災事業者の復旧状況に応じて、具体的

な「支援策」を国・県・市等に要望していくことが重要である。 

 

（3）経営発達支援事業の目標 

上記（２）の「第２期計画における中長期的な振興のあり方」（あるべき姿）を実現するた

め、以下の目標（指標）を定め、事業の進捗状況を測る道標とする。 

 

① 復興支援及びリスクマネジメント支援（新規） 
（図１）のとおり、当地域における直近３年間の小規模事業者の減少数は 23 者（△

4.9％）である。しかしながら、この度の災害により、廃業に追い込まれる小規模事業者

が大幅に増加する恐れがあるため、第２期計画では復興支援を最重点に位置付け、小規模

事業者数（445者）の減少を 5％（22者）以下に抑えるとともに、将来の災害に備えて事

業計画策定にＢＣＰを追加する小規模事業者数 30者を指標とする。 

 

目標１：３年間の小規模事業者数の減少数を 22者、率にして５％以下 に抑制する 

 

目標２：ＢＣＰ等を含む事業計画作成事業者数を 30者（※）とする 

※30者はグループ補助金申請事業者 45者のうち 3分の 2に相当 

 

② 個店の魅力アップと競争力強化（拡充して継続） 

自社の商品・サービスを有効に活用する手段や強み弱みや需要動向等を的確に把握する

ことで、個社の魅力アップや競争力強化を実現することが経営発達支援事業の最終的な目

標である。よって、支援対象事業者（事業計画策定事業者）のうち売上高増加事業者の割

合を指標とする。 
 

目標３：売上高増加事業者数を事業計画策定事業者数のうち 40％（※）とする 

  ※Ｈ29 年度アウトカム実績の広島県平均が 40％ 

 

 

（4）目標の達成に向けた方針 

東広島市の「産業活性化方策」と当会の「地域産業の現状・課題」「中長期的な振興のあり

方」を踏まえ、上記（３）に掲げた目標を達成するため、下記の実施方針を定める。また、東

広島市の「災害復興・復旧プラン」において、今年度を含めて３年間で復旧することを目標に

掲げているため、第２期計画の実施期間を３年間とする。 

 

① 復興支援及びリスクマネジメント支援 
ア．復興に向けた事業計画を策定するうえで、今後はＢＣＰを組み入れる必要があるため、

ＢＣＰやリスクマネジメントを理解するための研修を実施するとともに、地域商工業者

数や小規模事業者数が年々自然的に減少している中で、さらに被災による廃業数が多く

ならないようにするために、被災事業者の経営分析を見直しと事業計画策定を強力に実

施する。 

 

イ．災害からの復活に向けて、被災した小規模事業者がＢＣＰを含む事業計画を策定した

場合、緊急時における対応等自社内での情報共有が重要であることは勿論のこと、取引



7 
 

関係等周辺事業者に対する情報提供も重要である。よって、取引先や近隣の地域小規模

事業者に、自社のＢＣＰ計画を知ってもらうための発表会を「異業種交流会」として実

施し、災害時においても持続的に事業継続できるよう小規模事業者同士の交流を促す。 

 

② 個店の魅力アップと競争力強化 

ア．個社支援に特化して対応するため、中小企業診断士等の専門家を活用した個別相談を

実施する。事業承継に関する問い合わせはあるが、実際にどこから手をつけてよいか理

解できていない小規模事業者が多いため、事業承継の手順などの研修を実施する。 

 

イ．自社商品・サービスの特性を確認及び検討するために、展示会等へ出店してテストマ

ーケティングを実践する。そのために、出店前には研修会を実施し、販売方法やアンケ

ート調査等の手法を学ぶとともに、人口減少による商圏縮小に対応するため、地域外へ

の販路拡大対策としてＥＣサイトを活用した販路開拓やＩＴ活用方法などの習得を推

進する。 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 
 平成３１年（2019年）４月１日～平成３３年（2022 年）３月３１日（３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 

２．地域の経済動向調査に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した地域経済動向調査に対する評価委員会の評価及び第２期の取組

方針は、以下のとおりである。 
① 経済動向調査（継続） 

全国連からの景況調査を年４回、対象事業者 15社に対して実施し、報告書等を各事業者

へ配布した。また、要約版をＨＰへ掲載し、地域小規模事業者へ情報提供した。 

この事業については、地域内の小規模事業者の現状をリアルタイムで把握することがで

き、その情報を地域小規模事業者へフィードバックできるなど、事業計画策定等において

有効であることから第２期においても継続して実施する。 

 

② 県・市等からの情報収集（継続） 

広島県の経済動向調査や東広島市の人口統計等を情報収集してＨＰへ掲載し、地域小規

模事業者へ情報提供した。評価委員より他の各種データの収集も必要ではないかとの声が

あった。この事業については、地域小規模事業者の事業計画等の参考となるため、県や市

の情報のみならず、他の各種データの収集も含めて継続して実施する。 

 

③ 分析システムを活用したデータ収集 

「MieNa」（市場情報評価ナビ）や「RESAS」（地域経済分析システム）を活用した情報収集

を実施し、個社支援の時に活用した。評価委員より、エリア情報等を積極的に収集し、Ｈ
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Ｐ等に掲載したほうがよいのではとの声があったので、第２期においては、「RESAS」をよ

り積極的に活用して、産業構造、観光戦略、人口構成などのエリア情報の収集を継続して

実施する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 中小企業景況調査（継続） 

（情報収集の方法） 

全国連の「中小企業景況調査」を活用して地域経済動向を継続して把握する。 

（調査対象・調査項目） 

4 業種の 15 事業者に対して、主要景況項目（売上額・原材料等仕入単価・採算・資

金繰り）に係るＤＩの推移を年 4回調査し、地域内の業種別動向を把握する。 

（調査手段） 

当会職員が調査日程に従い、訪問の上、面接し聞き取りにて行う。 

（成果の活用方法） 

当地域の業種別の経済動向を全国平均・県平均と比較分析し、当会ＨＰや会報誌へ掲

載するほか、個社の取扱商品やサービスの内容に応じて情報を絞り込み、適宜小規模事

業者へ提供し、事業計画策定の基礎資料とする。 

 

② 各種データの情報収集 

（情報収集の方法） 

国・県・市・民間企業がとりまとめた各種統計データを、各ＨＰ等から情報収集する。 

（調査項目） 

広島県経済動向調査（広島県）：国内県内の経済動向、中小企業動向、雇用情勢等 

日銀短観調査（日銀広島支店）：中国地方、広島県内の業種別の業況判断、設備投資

判断、雇用判断等 

小規模企業白書（中小企業庁）：国の支援施策、小規模事業者の成功事例等 

（調査手段） 

当会職員が、上記調査項目について情報収集する。 

 

③ 分析システムを活用したデータ収集 

（情報収集の方法） 

「RESAS」（地域経済分析システム）を活用して、地域の経済動向分析を行い、年１回

公表する。 

（調査項目） 

人口マップ（人口構成）、産業構造マップ（稼ぐ力分析）、企業活動マップ（中小・小

規模企業財務比較）、地域経済循環マップ（地域経済循環図）、まちづくりマップ（From-to

分析、滞在人口比率）など 

（調査手段） 

当会職員が RESASを活用し、上記調査項目について調査分析を実施する。 

 

（2）成果の活用 

収集した情報は商工会内部の勉強会等で共有した上で、当会ＨＰや会報誌へ掲載するほ

か、個社の取扱商品やサービスの内容に応じて情報を絞り込み、適宜小規模事業者へ提供し、

事業計画策定の基礎資料とする。 
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（3）目標 

 現状 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

①調査回数 4回 4回 4回 4回 

①公表回数 4回 4回 4回 4回 

②公表回数 3回 4回 4回 4回 

③公表回数 2回 1回 1回 1回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した地域内小規模事業者の経営分析に対する評価委員会の評価及び第

２期の取組方針は、以下のとおりである。 
 
① 会員事業者へのアンケート調査（廃止） 

会員事業者へアンケート調査を実施した結果、現状等を把握し経営カルテの内容整備が

できた。なお、本調査を実施する上できめ細かな巡回訪問を実施したため、平成 29 年度

実績の巡回訪問件数については広島県内商工会でトップとなるなど効果はあったが、収集

した基本データについては短期間で大きな変化はないため、第２期において廃止する。 

 

② 被災事業者等に対する巡回訪問（継続） 

豪雨災害の発生直後に、職員全員で全会員事業所を巡回訪問して、被災状況を把握した。 

その後も、グループ補助金（制度説明会・申請手続説明会等）及び持続化補助金（説明 

など）に関わる情報提供や周知作業を実施した。 

この事業については、今後もﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟや進捗確認が必要であるため継続して実施する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 
① 経営分析を行う事業者の発掘方法 

・「経営分析セミナー」を開催する。 

・巡回訪問や窓口相談などを介して掘り起しをする。 

 
② 経営分析の内容 

ア．対 象 者 

セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い事業者を選定 

イ．分析項目 

定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を実施 

＜財務分析＞ 

・安全性：流動比率・当座比率・固定比率・自己資本比率など 

・収益性：自己資本利益率・総資本利益率・売上総利益率損益分岐点など 

・生産性：付加価値・労働生産性・労働分配率・1人当たり売上高 

・成長性：増収率・増益率など 

＜ＳＷＯＴ分析＞ 

・強み、弱み（自社でコントロール可能な内部環境） 

・脅威、機械（景気、経済等自社の努力で変えられない外部環境） 
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ウ．分析手法 

経済産業省の「ローカルベンチマーク」、全国連の「経営計画作成支援ツール」等

のソフトを活用し、経営指導員が分析を行う。また、より高度な分析が必要な場合

には、中小企業診断士等の専門家と一緒に分析を実施する。 

 

（2）成果の活用 

・当該事業者にフィードバックし、事業計画策定や復興支援等に活用する。 

・データベース化し、情報共有による経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

（3）目標 

 現 行 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

セミナー開催回数 1回 1回 1回 1回 

経営分析実施件数 24件 30件 30件 30件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した事業計画策定支援に対する評価委員会の評価及び第２期の取組方

針は、以下のとおりである。 
 
① 事業計画策定支援セミナー等の開催（継続） 

事業計画策定支援セミナーを実施した結果、事業計画策定の意義や重要性について、浸

透することができた。この事業については、策定した事業計画をＰＤＣＡサイクルで検証

する必要があるため継続して実施する。 

 

② 創業セミナーの開催（廃止） 

創業セミナーを実施した結果、地域内の受講者も少なく、創業の相談件数もあまりなか

った。この事業については、事業評価委員から行政が実施する創業セミナー参加のうち、

当地域での創業希望者を対象に個別に対応した方が効果的ではないかとの意見があり廃

止する。 

 

③ 復興支援に係る事業計画策定支援（拡充して継続） 

被災した小規模事業者に対して、グループ補助金や被災地型持続化補助金等の各種補助

事業について、巡回訪問や窓口指導を通して、周知及び手続相談を実施した。 

・グループ補助金復興支援計画策定件数（45 者） 

・被災地型持続化補助金申請件数（12 者） 

・商店街災害復旧等事業費補助金申請件数（1者） 

この事業については、復興に向けて歩みだしたばかりのため、今後もカリキュラムにＢ

ＣＰを追加するなど、リスクマネジメントを組入れた事業計画策定を継続して実施する。 

 

④ 経営指導員１人当たりの事業計画策定件数 

平成 29年度における当商工会の経営指導員１人当たりの事業計画策定件数は 23件と広

島県内商工会でトップの実績であった。これは目標としていた 12 件の２倍近い実績であ

り、評価委員会において高く評価された。 
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＜今回の申請における取組＞ 

（1）支援に対する考え方 

事業計画の重要性について認識が薄い小規模事業者に、持続化補助金やグループ補助金等

の申請をきっかけにその重要性を理解してもらう。とくに、当地域では被災時対策としてＢ

ＣＰによるリスクマネジメントの重要性について、被災事業者はもとより被災していない小

規模事業者にもその重要性を浸透させる必要があるため、第２期計画における最重点事業に

位置付ける。 

また、第１期において事業承継に関する問い合わせが多くあったことや平成 31年度以降に

大幅な事業承継税制の改正が予定されることに合わせ、事業承継の必要性について再度理解

してもらうため事業承継研修会を実施する。 

さらに、自社のＢＣＰ計画を知ってもらうための発表会を「異業種交流会」として実施し、

災害時においても持続的に事業継続できるよう小規模事業者同士の交流を促す。 

 

（2）事業内容 

① リスクマネジメント研修会の開催（新規） 

ア．募集方法   巡回訪問 

イ．開催回数   １回 

ウ．カリキュラム 事業の継続計画の重要性 

            災害救命に学ぶ優先順位のつけかた 

            想定外の災害に対応する方法 

            事例演習で学ぶ復旧プロセス等 

エ．参加予定者  被災した小規模事業者 

 

② 事業承継研修会の開催（継続） 

ア．募集方法   郵送、チラシによる新聞折込、ＨＰ掲載、巡回訪問等 

イ．開催回数   １回 

ウ．カリキュラム 事業承継とは 

            事業承継の必要性など 

エ．参加予定者  経営者が 60歳以上の小規模事業者 

 

③ 事業計画策定セミナーの開催（拡充継続） 

ア．募集方法   郵送、チラシによる新聞折込、ＨＰ掲載、巡回訪問等 

イ．開催回数   １回 

ウ．カリキュラム 事業計画の重要性、経営理念、経営戦略の策定など 

（※ＢＣＰによるリスクマネジメントや事業承継を含む） 

エ．参加予定者  地域小規模事業者、上記①及び②研修会の参加者 

 

④ 事業計画の策定 

ア．対象者    経営分析を行った事業者及び上記③のセミナー参加者等 

   イ．手段・手法  事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が担当割で張り付

き外部の専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

⑤ＢＣＰ発表会（異業種交流会） 
ア．開催回数   １回 

イ．参加予定   ＢＣＰ作成事業者・取引先等小規模事業者・地域住民 



12 
 

ウ．事業内容   取引先及び地域小規模事業者（地域住民を含む）に対してＢＣＰの

内容を発表する。 

エ．事業効果   災害等緊急時における持続的な経営に繋げることができる。 

 

（3）目標 

 現 行 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

事業計画策定件数 

（BCP事業計画） 

（事業承継計画） 

46件 

（－） 

（－） 

24件 

（10件） 

（ 2件） 

24件 

（10件） 

（ 2件） 

24件 

（10件） 

（ 2件） 

ＢＣＰ発表会回数 

（参加予定者） 
－ 

1回 

（20名） 

1回 

（20名） 

1回 

（20名） 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した事業計画策定後の実施支援に対する評価委員会の評価及び第２期

の取組方針は、以下のとおりである。 
 
① 巡回訪問の実績 

平成 29 年度の巡回訪問件数については広島県内商工会のトップであり、全国連表彰を

受けるとともに評価委員からも高く評価された。よって、引き続き個社支援のために、巡

回訪問に重点を置き継続実施する。 

 

② 創業補助金および小規模事業者経営発達支援融資制度の活用実績 

小規模事業者経営発達支援融資制度（通称：第２マル経制度）については、第１期にお

いて中国地域で２例目の融資を実行したことから、評価委員はもとより日本政策金融公庫

からも高く評価された。 

 

③ 被災事業者に対するフォローアップの状況 

被災した小規模事業者に対して、グループ補助金や被災地型持続化補助金等の各種制度

のフォローアップを巡回訪問や窓口対応にて積極的に実施した。評価委員会から被災した

小規模事業者の復興復旧は始まったばかりなので継続してほしいとの声もあるため、継続

して実施する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 巡回訪問による進捗確認 
事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員等が概ね四半期に一度の頻度

で巡回訪問のうえ、事業の進捗状況の確認、改善等の支援を行う。  
 

② フォローアップの頻度 
事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問

回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らして

も支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 具体的には、事業

計画策定 24 社のうち、①4 社は毎月１回、②8 社は四半期に一度、③他の 12 社について

は年２回とする。ただし、事業者からの申出等により、適宜対応するものとする。 
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（2）目標 

 現 行 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
37件 24件 24件 24件 

①頻度（延数）  

98回 

48回 48回 48回 

②頻度（延数） 32回 32回 32回 

③頻度（延数） 24回 24回 24回 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した需要動向調査に対する評価委員会の評価及び第２期の取組方針は、

以下のとおりである。 
 

① アンケートによる調査分析事業（改善） 

地元アンテナショップ「あきつプラザ」、東京銀座「ＴＡＵ」や広島市「ひろしま夢ぷ

らざ」において、地域産品を取扱う事業者による店頭販売ＰＲ及びアンケート調査を実施

した。 
この事業については、評価委員会より販売が主目的であったため、今後は販売を主目的

としないマーケティング調査を実施するようにとの意見があったほか、外部機関への分析

も不十分との指摘もあったことから、今後は調査項目をマーケティング調査に絞り込み、

外部機関と連携して実施する。 
また、マーケティング調査に不慣れな小規模事業者は、東京や広島市などの遠方に出か

けることに負担を感じるケースも多い。よって第２期では、先ず地元イベント等でアンケ

ート調査（BtoC）を行った上で、徐々に東京や広島市の展示会・商談会でのマーケティ

ング調査（BtoB・BtoC）に繋げるよう、小規模事業者のレベルに応じたメニューが提供

できるよう工夫するものとする。 
 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 地元イベント等におけるマーケティング調査事業＜ＢtoＣ＞ （継続） 

（支援対象） 

  初めてマーケティング調査を実施する小規模事業者（地元特産のジャガイモを使った 

「コロッケ」や酒粕を使った「杜氏鍋」など、安芸津のブランドイメージに繋がる 

商品開発を行った食品製造業者等） 

（実施手段・手法） 

下記の場所及びイベントにおいて、一般消費者に対し、個々の商品について事業者自

らが聞き取り調査を行う。なお、１アイテム当たりのサンプル数は基本15とする。 

 

イベント名及び調査場所 対象 実施回数・時期 

あきつフェスティバル（町内） ＢtoＣ 年１回（11月） 

 

（調査結果） 

外部機関等の専門家に依頼して分析する。 
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（調査項目） 

味関連、量、デザイン、コンセプト、取扱いやすさ、原料・品質状況、価格競争力、

新規性、トレンド把握、回答者の属性（年齢・性別等）、改善すべき点等 

（分析結果の活用） 

分析結果は、経営指導員等が該当小規模事業者に直接説明する形でフィードバック

し、更なる改良等を行う。 

 

 

② 域外におけるマーケティング調査事業＜ＢtoＢ及びＢtoＣ＞ （一部新規） 

（支援対象） 

  ①の結果を基にブラッシュアップを図った商品及び自社の主力商品を地域外（首都圏 

及び広島市圏）に拡大するため、一般消費者に加えバイヤーとの商談を希望する小規 

模事業者 

（実施手段・手法） 

下記の場所において、バイヤー及び来店客（一般消費者）に対し、個々の商品につい

て、経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート票へ記入する。なお、一般消費者に

対するアンケート調査のサンプル数は基本15とする。 

 

商談会等名及び調査場所 対象 実施回数・時期 

広島ブランドショップ「TAU」（東京都） 
ＢtoＣ 

ＢtoＢ 
年１回（10月） 

ひろしま夢ぷらざ（広島市） ＢtoＣ 年１回（11月） 

ニッポン全国物産展（東京都） ＢtoＣ 年１回（11月） 

県連主催商談会（広島市） ＢtoＢ 年１回（11月） 

ビジネスフェア中四国（広島市） 
ＢtoＣ 

ＢtoＢ 
年１回（ 2月） 

 

（調査結果） 

外部機関等の専門家に依頼して分析する。 

（調査項目） 

味関連、量、デザイン、コンセプト、取扱いやすさ、原料・品質状況、価格競争力、

新規性、トレンド把握、回答者の属性（年齢・性別等）、改善すべき点等 

（分析結果の活用） 

分析結果は、経営指導員等が該当小規模事業者に直接説明する形でフィードバック

し、更なる改良等を行うとともに、補足的に「MieNa」（市場情報評価ナビ）による

商圏の分析結果を活用する。 

 

（2）目標 

 現 行 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

①地元イベント等でのマーケティン

グ調査対象事業者数 
3 社 5 社 5 社 5 社 

②域外におけるマーケティング調査

対象事業者数 
3 社 10 社 10 社 10 社 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した新たな需要開拓事業に対する評価委員会の評価及び第２期の取組

方針は、以下のとおりである。 
 

① 特産品の改良及び新商品開発（休止） 

「特産品ワーキング委員会」を中心に、全国展開支援事業で開発した特産品の改良や新商品

開発に取り組んだ結果、「ハート島クッキー＆コーヒー」等の特産品開発に繋がった。 
また、アンテナショップ「あきつプラザ」において、地域内の特産品商品のＰＲ及び情報

発信ができたことは評価委員から高く評価されたが、「あきつブランド」のコンセプト設定

が十分でなかったことからブランド化の事業効果は認められなかった。 
よって、第２期においては災害対応を最優先することもあり、特産品開発（ブランド化）

は当面休止し、展示会・商談会への出展等を中心とした販路開拓支援に注力する。 
 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 展示会・商談会等の出展支援事業（拡充して継続） 

下記の展示会・商談会の出展支援を行う。特に、全国規模の展示会への参加は、個社では

費用負担が大きいため、当商工会で小間を確保し出展を促す。これにより、事業者の販路開

拓が見込まれるとともに、出展者のレベルアップを図ることができる。 
 
展示会・商談会名称 開催時期 来場者数等 出展事業者数 

ニッポン全国物産展 

    （東京都） 11月 16万人 ４社 

ビジネスフェア中四国 

    （広島市） 2月 
一般(2,800人) 

バイヤー(400社) 
４社 

広島県連主催「商談会」 

    （広島市） 11月 バイヤー（24 社） ２社 

 

② 展示会・商談会事前セミナー支援事業（新規） 

上記①へ出展する小規模事業者に対して、出展での効果を上げるため、個社の出展商品の

魅力を最大限にＰＲする工夫や展示の見せ方などの事前指導も行う。これにより、事業者の

販路開拓が見込まれるとともに、出展者のレベルアップを図ることができる。 
〇開催回数   １回 

〇カリキュラム 

・具体的な販売先をイメージした価格設定及びパッケージデザインの改良 

・バイヤー対策（交渉方法・商品提案書作成方法など） 

・店舗内のレイアウト・陳列・POP など 

 

③ 出展後のフォローアップ支援事業（新規） 

全出展先に展示会等で得たアンケート及びヒアリング結果を基に、個社と共に専門家を交

え商品ごとに以下のフォローアップを実施する。 

・どこに販路があるか（ＢtoＢ・ＢtoＣを含め）整理し検討する。 

・市場ニーズに合った商品の開発・改良を行う。 

・パッケージデザイン等の検討を行う。 
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・利益を確保するため、原価計算を行う。 

・商談先への営業支援(提案書・掛率等) 

 

④ 販路開拓のためのインターネット活用（ＥＣサイト）による支援事業（新規）  

自社ＨＰや当会のＨＰ、新設する地域事業者周知ＨＰにおいても、情報戦略としてはある

一定の効果は生じると考えられるが、実際に購買行動や顧客からの事業者への働きかけ行

動、を生じさせるとは言い難く、販路開拓面においては、一定数の顧客を有するＥＣサイト

利用、というものの効果が高いであろうと考えられる。 

そのため、人口が少ない当地域において、販売網や商圏範囲が狭い地域事業者において、

ＥＣサイトによる販路開拓を支援し、持続的な販路取得となるよう支援していく。  

また、ＥＣサイト活用と並行して、事業者自身で実践できる「ＳＮＳ」（Facebook、twitter、

ブログ、Youtube）の活用についても支援し、顧客の囲い込みがインターネットにて実現で

きるよう支援していくとともに、必要に応じ、専門家派遣により効果的なＩＴ活用となるよ

う支援していく。  

 

（2）目標 

 現 行 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

①展示会・商談会出展事業者数 ― 10社 10社 10社 

売上見込額／社 ― 10万円 10万円 10万円 

成約見込件数／社 ― １件 １件 １件 

②事前セミナー参加事業者数 ― 10社 10社 10社 

③出展後ファローアップ支援

対象事業者数 
― 10社 10社 10社 

④ＥＣサイト等活用事業者数 

（SNS活用を含む） 
― 10社 10社 10社 

上記のうち専門家派遣者数 ― 5社 5社 5社 

上記①～④の支援により売上

高が増加する事業者数の目標 

（事業計画策定数の 40％） 

 10社 10社 10社 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した地域経済の活性化に資する事業に対する評価委員会の評価及び第

２期の取組方針は、以下のとおりである。 
 

① 観光ＰＲ支援事業（継続） 

安芸津町観光協会と連携して、歴史名所や食等の情報発信及びＰＲを実施した。評価委員

会から、安芸津のＰＲに繋がったとの声をいただき、継続して実施する。 
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② 地域産品ＰＲ支援事業（①に移管して継続） 

ＪＡや漁協と情報交換しながら、地域産品である「じゃがいも」、「牡蠣」のＰＲを実施し

た。評価委員から、地域産品の販売等はＪＡ等が実施しているので、商工会としては観光

協会と連携実施するＰＲ支援の一部に取り込んで実施する方が効果的ではないかとの声が

あり、本事業については、「①観光ＰＲ支援事業」に組み入れて実施する。 
 

③ 地域づくり支援事業（一部見直し） 

東広島市と連携し、地域観光事業に積極的に取り組んだ。評価委員より、観光事業のみな

らず、商工会が積極的に地域と行政の橋渡しになってほしいとの声があった。 
そこで、商工会と地域住民（自治会含み）が交流する機会をつくる事業を実施する。 
 

④ 地域イベント支援事業（継続） 

地域イベント及び祭りに対する支援について、実行委員会の一員として補完的なフォロー

をしながら支援した。評価委員会より、地域内への交流人口増加の一助になったとの声をい

ただき継続して実施する。 
 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 観光ＰＲ支援事業（拡充して継続） 

安芸津町観光協会、芸南農業協同組合、安芸津漁業協同組合、早田原漁業協同組合と連携

をとりながら、地域イベント情報、安芸津町の歴史及び観光名所、地域産品（じゃがいも・

牡蠣）等について、当会ＨＰやマスコミ等でＰＲを実施する。 

 

② 地域づくり支援事業（一部見直し） 

東広島市と連携を図りながら、安芸津町をテーマとした地域づくりの講演会を年１回実施

する。あわせて、東広島市長との意見交換を実施する。 

また、商工会と地域自治会長との連絡会議を年３～４回程度開催する。そこで、地域の問

題点等を話し合い、行政へ提言する。 

 

③ 地域経済活性化イベントへの進化（継続） 

以下の地域イベントについて、実施機関と連携を取りながら各種イベントの情報発信やＰ

Ｒを実施し、単なる一過性のイベントでなく、地域小規模事業者にとって経済効果と伴う地

域経済の活性化に繋がるイベントに進化させる。 

 

 

 

実施イベント 集客数 イベント実施機関 

三津祇園祭 1,500 名 三津祇園祭保存会 

住吉祭・東広島花火大会 15,000 名 住吉奉賛会・東広島花火大会実行委員会 

あきつフェスティバル 30,000 名 あきつフェスティバル実行委員会 
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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 
＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した支援ノウハウ等の情報交換に対する評価委員会の評価及び第２期

の取組方針は、以下のとおりである。 
 

① 近隣商工会議所・商工会経営指導員との連携並びに情報共有（継続） 
中央ブロック協議会の研修会を年 1 回実施及び東広島商工連絡協議会による協議会を年

4 回実施及び竹原広域連絡協議会による経営指導員部会を年 2 回実施した。これら経済状

況が近い商工会議所及び商工会との連携や情報共有は、小規模事業者の支援に対して有効

であったことから、第２期において継続して実施する。 
 

② 金融機関との情報交換（継続事業） 

日本政策金融公庫呉支店との連絡協議会を年 2 回実施したほか、地元金融機関と情報交換

により金融機関との連携強化や最新の金融情報の取得などに繋がった。とくに、日本政策金

融公庫との協議は、中国地域で 2 例目の小規模事業者経営発達支援融資制度（第２マル経）

の実行に繋がるなど効果は大きく、第２期において継続して実施する。 
 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

①近隣商工会議所・商工会経営指導員との連携並びに情報共有（継続事業）  

ア．広島県職員協議会中央ブロック協議会（三原臨空商工会、黒瀬商工会、広島県央商工会、

大崎上島町商工会）による研修会を年１回開催する。 

イ．東広島商工連絡協議会（東広島商工会議所、黒瀬商工会、広島県央商工会）による連絡

会議を年４回開催する。 

ウ．竹原広域連絡協議会（竹原商工会議所、大崎上島町商工会）による経営指導員部会を年

２回開催する。 

エ．上記３つの協議会を通じ、各管内地域の景況、事業者からの相談に対する支援内容

等について情報交換を行い、効果的な事業支援に役立てる。  

 

②金融機関との情報交換（継続事業） 

ア．日本政策金融公庫呉支店による経営改善貸付普及推薦団体連絡協議会に年2回参加

する。 

イ．経営指導員が参加し、管内の景況、資金需要、金融情報等について情報交換を行い、

ジャストインタイムな金融支援に役立てる。  

ウ．地域金融機関3行（広島銀行、もみじ銀行、呉信用金庫）と「金融懇談会」を年2回

開催し、地域経済動向の現状についての情報交換を行い、小規模事業者支援の充実

を図る。  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した経営指導員等の資質向上を図る取組みに対する評価委員会の評価

及び第２期の取組方針は、以下のとおりである。 
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① 各種研修会への参加（継続） 

広島県商工会連合会や中小企業大学校が主催する経営指導員並びに指導職員を対象

とした10の研修会に延べ20名が参加し、小規模事業者支援に必要な支援ノウハウの取得

ができたので、第２期においても引き続き計画的な研修派遣を実施する。 

 

② 専門家派遣を利用したＯＪＴ（継続） 

専門家との同行巡回支援を5事業者12回実施し、専門家によるヒアリング方法や提案

方法の仕方を修得することができたので、引き続き継続実施する。 

 

③ 支援ノウハウ並びに支援内容の内部共有（継続） 

商工会内部勉強会を6回実施したが、事業評価委員会より十分な情報交換を行うため

には実施回数が少ないとのの声があったため、第２期では月１回程度開催する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 各種研修会への参加 

ア．広島県商工会連合会や中小企業基盤整備機構、中小企業大学校などが主催する各種研修

会へ参加することで、記帳指導、金融、税務といった基本能力に加え、新たな販路開拓

による売上の向上、利益の確保を重視した支援能力の向上に努める。  

イ．資金繰り、販売促進、収益改善など小規模事業者が抱える様々な経営課題を解決するた

め、職員のスキルアップや「商工会として事業者から何を求められているのか」を念頭

に置いた意識改革、行動改革に取り組む。  

 

※受講する研修は以下の通りである(例示)：  

◯商工会等職員基本能力研修：  

経営改善普及事業における経営支援業務を行うための基本能力の習得と、その資質

の向上を図ることを目的とする研修会 

◯経営革新支援研修会： 

商工会が行う経営改善普及事業小規模事業者の経営革新を推進する経営指導を行

うえで必要な知見の習得を図るために実施される。研修内容は、中小企業新事業活動

促進の概要、融資・税制等の支援策、新市場・成長分野のマーケット動向、実際のビ

ジネスプラン作成手法等を中心とした研修会 

◯商工会等専門スタッフ研修： 

経営改善普及事業等に従事する経営指導員及び専門経営指導員を対象として、

業務に必要な知識を付与し、その資質向上を図ることが目的。特に経営改善普及

事業の強化、推進を図ることを主眼として実施される研修会 

 

② 専門家派遣を利用したＯＪＴ 

経営指導員の支援能力向上を図るため、「ミラサポ」や「よろず支援拠点」といった

専門家派遣制度を利用した個別相談に帯同する。また、経営課題の洗い出しや問題解決

方針並びに方法の提示、経営計画の軌道修正といった各事業者がおかれている経営環境

を踏まえた指導内容や助言内容、情報収集方法を学び、支援研修だけでは得られないノ

ウハウや知識の習得に取り組むことで、支援能力の向上につなげる。  
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③ 支援ノウハウ並びに情報の内部共有 

当会職員が閲覧できる経営カルテシステム（CRMate）を利用し、相談や支援内容を具

体的に記入することで、職員内での情報共有を迅速化する。  

また、システム利用による情報共有の迅速化により、これまでの相談、支援内容を把

握することができ、担当者が不在であっても円滑な相談、指導の支援が可能となるほか、

毎月１回職員会議を実施し、各職員が研修会やＯＪＴで習得した知識や支援ノウハウに

ついて報告をし、事業内容について全職員で情報を共有する。  

 

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 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期において実施した事業の評価及び見直しのための仕組みに対する評価委員会の評価

及び第２期の取組方針は、以下のとおりである。 
 

① 事業評価検討委員会の設置（継続） 

事業評価委員会を年２回開催し、実施事業への評価や支援計画への意見により円滑な事業

の実施が行えたことから、第２期において継続実施する。 

 

② 評価結果の公表（継続） 

経営発達支援事業の進捗状況、事業内容等及び評価結果について、商工会だより「あさぼ

らけ」を年3回発行し、新聞折込にて町内全戸に配布し、地域小規模事業者及び地域住民へ

報告した。あわせて当会ＨＰにも掲示し、常時、誰でも閲覧できる環境を整備した。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（1）事業内容 

① 事業評価検討委員会の設置 

事業評価委検討委員会は、商工会正副会長及び専務理事に加え、地域金融機関、日本政策

金融公庫などの外部有識者を構成員とする。  

 

② 事業評価検討委員会の役割 

事業評価検討委員会を年2回開催し、事業の進捗状況の確認と、事業成果の評価、見直し

を行うとともに、事業成果の評価、見直しにより、各項目の目標毎に検証を行い、次年度の

支援方針の決定を行う。  

 

③ 事業評価検討委員会後の事業進行の改善について 

事業評価検討委員会での評価並びに提言を踏まえ、事業計画について改善案を検討すると

ともに、理事会・総代会において報告する。  

 

④ 事業効果 

事業全体の総合的な目標達成度合いを設定し、委員会による評価によって、事業計画を円

滑かつ適切に実施する。 

  

⑤ 情報提供（公表） 

事業の成果、評価、見直しの結果については、引き続き、当会ＨＰや会報誌にて公表し、

常時、外部からも閲覧できる環境を整備する。 
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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３０年１２月現在） 

（１）実施体制 

 
 
（２）連絡先 

安芸津町商工会 
〒７３９－２４０２ 広島県東広島市安芸津町三津１６４９－１ 
ＴＥＬ ０８４６－４５－４１４１ 
ＦＡＸ ０８４６－４５－３１７２ 
メールアドレス akitu@hint.or.jp 
ＨＰアドレス https://www.akitsuchoshokokai.or.jp/ 

 
 

事務局長 荒 谷 尚 樹 

事務局次長（経営指導員） 
今 村 健 一 

◆主担当業務 
・経営状況分析 
・事業計画策定支援 
・事業計画策定後実施支援 等 
 

課長補佐（経営指導員） 
重 森 敏 彦 

◆主担当業務 
・地域経済動向調査 
・需要動向調査 
・新たな需要開拓支援 等 

補助員   ：濱 波  岬 
記帳指導職員：出 木 仁 美 

 
◆担当業務 
・データ収集や各種調査における支援業務 等 

会長 山 下 勇 治 

mailto:akitu@hint.or.jp
https://www.akitsuchoshokokai.or.jp/
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（別表３） 
経営発達支援事業に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 
（6 月以降） 平成 32 年度 平成 33 年度 

必要な資金の額 2,658 5,000 5,000 5,000 
  

・経済動向調査 
・経営分析 
・事業計画策定支援 
・事業計画策定後の実施支援 
・需要動向調査 
・新たな需要開拓に寄与する

事業 
・事業評価委員会等 
 

 
48 
0 

160 
1,250 

500 
600 

 
100 

 

 
100 
100 
300 

2,000 
1,000 
1,000 

 
500 

 

 
100 
100 
300 

2,000 
1,000 
1,000 

 
500 

 

 
100 
100 
300 

2,000 
1,000 
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 
 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、手数料収入 等  

 
（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

①地域の経済動向調査 

②経営状況の分析 

③事業計画策定支援 

④事業計画策定後のフォローアップ支援 

⑤需要動向調査 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業 

⑦地域経済活性化事業 

⑧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 

⑨事業成果、評価及び見直し等 

 

連携者及びその役割 

 

連携者名 役 割（①～⑨は連携する内容） 

東広島市 

市長 高垣広徳 

〒739-8601 東広島市西条栄町 8-29 

℡082-422-2111 

①地域経済動向に係る情報提供 

⑦各種イベント等への出展協力 

⑨当事業に係る評価及び見直し等の指導助言 

広島県 

知事 湯﨑英彦 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

℡082-228-2111 

①地域経済動向に係る情報提供 

⑤⑥販路開拓支援及びマーケティング調査 

（ＴＡＵの活用） 

広島県よろず支援拠点 

理事長 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(公)ひろしま産業振興機

構内 

℡082-240-7706 

②経営分析に係る助言 

③④専門家派遣等を活用した指導及び助言 

日本政策金融公庫呉支店 

支店長 照喜名邦浩 

〒737-0045 呉市本通 4-7-1 

℡0823-24-2600 

①地域内資金需要についての情報提供 

⑧連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換 

㈱広島銀行安芸津支店 

支店長 峠井英昭 

〒739-2402 東広島市安芸津町三津 4255-1 

℡0846-45-1125 

①地域内資金需要についての情報提供 

⑧連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換 

呉信用金庫安芸津支店 

支店長 出山貴史 

〒739-2402 東広島市安芸津町三津 4423-2 

℡0846-45-4111 

①地域内資金需要についての情報提供 

⑧連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換 
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㈱もみじ銀行竹原支店安芸津出張所 

所長 桐山勝敏 

〒739-2402 東広島市安芸津町三津 4294 

℡0846-45-1150 

①地域内資金需要についての情報提供 

⑧連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換 

（一社）広島県中小企業診断士協会 

会長 岸本実 

〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 

℡082-569-7338 

②経営分析に係る助言 

③④専門家派遣等を活用した指導及び助言 

⑨当事業に係る評価及び見直し等の指導助言 

広島県事業引継ぎ支援センター 

総括責任者 平野勝正 

〒730- 広島市中区基町 5-44 

℡082-555-9993 

③④事業承継に関する指導及び助言 

広島県商工会連合会 

会長 熊高一雄 

〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 

℡082-247-0221 

③④専門家派遣等を活用した指導及び助言 

⑤⑥販路開拓支援及びマーケティング調査 

（ひろしま夢ぷらざの活用） 

⑧事業全体の評価及び進捗状況の助言 

⑨当事業に係る評価及び見直し等の指導助言 

ひろしまブランドショップ「ＴＡＵ」 

店長 村上祥平 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 

℡03-5579-9952 

⑤⑥販路開拓支援及びマーケティング調査 

ひろしま夢ぷらざ 

店長 倉岡達志 

〒730-0035 広島市中区本通 8-28 

℡082-541-3131 

⑤⑥販路開拓支援及びマーケティング調査 

芸南農業協同組合 

組合長 山田政数 

〒739-2402 東広島市安芸津町三津 4258-1 

℡0846-45-1240 

⑥地域産品ＰＲ支援 

⑦各種イベント等への出展協力 

安芸津漁業協同組合 

組合長 柴孝利 

〒739-2402 東広島市安芸津町三津 5792-2 

℡0846-45-0050 

⑥地域産品ＰＲ支援 

⑦各種イベント等への出展協力 

早田原漁業協同組合 

組合長 森尾龍也 

〒739-2403 東広島市安芸津町風早 1351-39 

℡0846-45-0151 

⑥地域産品ＰＲ支援 

⑦各種イベント等への出展協力 

安芸津町観光協会 

会長 土居則行 

〒739-2402 東広島市安芸津町三津 1649-1 

℡0846-45-4141 

⑥地域産品ＰＲ支援 

⑦各種イベント等への出展協力 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

＜広島県、東広島市、日本政策金融公庫、広島銀行、呉信用金庫、もみじ銀行＞ 

２．経営状況の分析に関すること 

＜よろず支援拠点、中小企業診断士協会＞ 

３．事業計画策定支援に関すること 

＜よろず支援拠点、中小企業診断士協会、広島県事業引継ぎセンター、広島県商工会連合会＞ 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

＜よろず支援拠点、中小企業診断士協会、広島県事業引継ぎセンター、広島県商工会連合会＞ 

５．需要動向調査 

＜ブランドショップＴＡＵ、ひろしま夢ぷらざ＞ 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

＜ブランドショップＴＡＵ、ひろしま夢ぷらざ、広島県、広島県商工会連合会＞ 
 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 
＜東広島市、安芸津町観光協会、芸南農業協同組合、安芸津漁業協同組合、早田原漁業協同組合＞ 

 
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り組み 

＜東広島市、日本政策金融公庫、広島銀行、呉信用金庫、もみじ銀行、広島県商工会連合会＞ 
 

管内の小規模事業者 

安芸津町商工会 

連 携 

支 援 
 

◯地域経済動向調査・需

要動向調査結果の提

示、提供 

◯経営分析・事業計画策

定支援 

◯事業計画策定後のフ

ォローアップ 

◯販路開拓支援 
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