
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

大崎上島町商工会（ 法人番号 2240005010547 ） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

第 1 期計画に引き続き、第 2 期経営発達支援計画を策定し、島内の既存事業所

において事業承継並びに経営支援を行うことで事業の継続と持続的な発展を図

り、同時にＵＩターンなどの移住者には定住促進並びに創業・第二創業・経営支

援などの伴走型支援を行うことで、今後 10 年間で新規創業 40 件を目標とする。

また、小規模事業者数の維持と社会人口の増加に寄与することで、大崎上島町地

域の経済発展に寄与する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

・景況調査による小規模事業者の現状把握 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・小規模事業者の選定と経営分析の活用 

３．事業計画策定支援に関すること【指針①】 

・事業者の目的に応じた事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・巡回訪問等によるフォローアップ支援並びに資金調達等の支援 

・専門家並びに関係機関との連携 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・連携する関係団体におけるイベント等でのマーケティング調査の実施 

・地域関連団体との連携による商品調査及び収集データの活用 

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】 

・商談会等出展事業者への支援 

・事業(会社)概要書・ＨＰの作成支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
・移住者の定住促進と「大崎上島 OMOTENASHI 隊」の普及 

・地域事業者の活性化と進水式の観光資源化 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

・島内事業者及び金融機関との情報交換会 

・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 

・支援機関との連携並びに情報交換 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

・各種研修会への参加と専門家派遣を利用したＯＪＴ 

・支援ノウハウ並びに支援内容の内部共有 

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 

・事業評価検討委員会の設置による事業の改善並びに情報の提供 

連絡先 

大崎上島町商工会 

広島県豊田郡大崎上島町中野４０９８番地４ 

ＴＥＬ ０８４６－６４－３５０５ ＦＡＸ ０８４６－６４－３５５２ 

E-Mail  kamijima-ohsaki@hint.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 
Ⅰ 大崎上島町地域の現状と課題 
１．大崎上島町の概況 
 ・瀬戸内海のほぼ中央に位置しており、海上交通の要衝として発展。 
 ・連絡橋が無く、フェリーなどの海上交通のみ来島が可能。 
・平成 15 年の 3 町合併により、町名が現在の大崎上島町となる。 

 ・北部から西部は竹原市、東広島市（安芸津町）に、東部は愛媛県今治市（大三島町） 
  に、そして南部は呉市（豊町）に相関している。 
 ・瀬戸内海特有の降雨、降雪、降霜日数が少ない温暖な気候であるため、年間を通し 

て過ごしやすい。 
 ・瀬戸内海屈指の造船の島と呼ばれた造船業や、瀬戸内の温暖な気候による柑橘類を 

主とする農業が町の主要産業である。 

  

    
  (「広島県教育委員会ＨＰ」より)  (「ひろしま観光ナビ」より) 

 

・大崎上島町は、第 2 次長期総合計画の中で、人口減少に伴う少子高齢化への対応と、 

地域産業の活性化を目標に掲げ、各種施策を実施しており、当商工会も第 2次長期 

計画との整合性を保つべく事業を実施する。 

○「大崎上島町 第 2次長期総合計画」の概要 

 ・「大崎上島町 第 1次長期総合計画」における理念を基に、自然の恵みや先人た 

ちの蓄積を活かしながら、産業の発展、生活基盤や福祉・教育の充実、行財政 

の運営などの方向性を検討し、「大崎上島町第 2次長期総合計画」が策定され 

た。 

   ・計画期間は、平成 27年度から 36年度までの 10か年。 

   ・「教育の島プロジェクト(人材育成)」「癒しと元気の島プロジェクト(健康づく 

り・食育)」「働く場を育むプロジェクト(創業支援)」「住んでみたい島発信プ 

ロジェクト(定住促進)」を重点プロジェクトに掲げ、これからの大崎上島町の 

目指すべき姿を示し、町政運営を総合的かつ計画的に進めている。 
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２．大崎上島町の現状と課題 

・平成 15年の 3町合併以降、管内人口は減少傾向にあるが、ＵＩターンによる転入者

が増加しており、平成 26年以降は社会動態において増加している。（表 1・表 2） 

・主要産業の中心である造船業は、組立産業であるため、その船舶部品や金属部品加

工は多くの下請業者から成り立っており、その大半が小規模事業者である。 

・大崎上島町全体の製造品出荷額は平成 24年から 26年にかけて約 30億円増加して 

 いるが、中国地区の造船業については、直近データ（平成 28年度中国地区新造船 

建造量及び船舶用工業製品の生産高）で 124隻（対前年度比 95.4％）、3,479千総 

トン（対前年度比 92.7％）と数・量共に減少している。（表 3） 

・島内造船業者は、2～3年先の受注を確保しているものの、中国地区における新造船

受注量（契約ベース）は、53 隻 (対前年度比 34.4％)、 102 千総トン(対前年度比

1.7％) と外国企業による安値受注などにより大幅に減少しており、先行きは不透明

である。 

・年間を通して温暖な気候であるため、柑橘類を中心に農業が盛んであるが、柑橘類

販売価格の下落や輸入自由化により、農業就業人口（販売農家）は減少している。 

（表 4） 

・大型店や中型店の進出さらには商圏人口の減少などにより、卸小売業及び全サービ

ス産業において、事業者数・従業員数共に減少しており、その結果、空き店舗が増

加している。(表 5) 

・既存の小規模事業者においては、経営者の高齢化や後継者不足による休廃業が増加 

しており、小規模事業者数は減少傾向にある。（表 6） 

・当商工会が実施した「企業景況調査(平成 29年 1月～6月期)」によると、経営上の 

問題点として「需要の停滞」「購買力の他地域への流出」「従業員の確保難」「材料 

等仕入単価の上昇」が多くを占めているほか、同コメント欄においても、従業員の 

確保難や仕入高の向上、業況の悪化を訴えている。このように、財政基盤が弱く、 

人手不足もあって販路開拓や新商品の開発を行うための情報収集能力やノウハウ、 

人員の余裕がない事業所が多いことが分かる。(表 7-1・7-2・8-1・8-2) 

 

(表 1)大崎上島町商工会管内人口の推移（単位：人） 

調査年 平成 7年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

管内人口 10,854 10,131 9,235 8,448 7,992 

14 歳以下人口 1,146 945 796 674 566 

65 歳以上人口 3,454 3,691 3,666 3,616 3,587 

（引用元：国勢調査） 

 

(表 2)社会動態（単位：人） 

調査年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

社会増減数 -15 -101 -8 28 54 

（引用元：大崎上島町 地方人口ビジョン） 
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(表 3)製造品出荷額（従業員 4人以上の事業所）（単位：所、人、百万円） 

調査年 平成 22年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

事業所数 19 21 14 16 

従業員数 500 508 422 457 

製造品出荷額 52,366 60,560 60,120 63,649 

（引用元：工業統計調査） 

※平成 23年は工業統計調査が行われていない為、除外 

 

(表 4)農業就業人口（販売農家）（単位：人） 

調査年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

農業就業人口 718 633 498 402 

（引用元：世界農林業センサス・農林業センサス） 

 

(表 5)小売、サービス業事業所数並びに従業者数の推移(単位：所・人) 

調査年 
平成 24年 平成 26年 平成 28年 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

卸売業、小売業 172 611 170 566 152 564 

宿泊業、飲食サービ

ス業 
48 235 49 249 42 211 

生活関連サービス

業、娯楽業 
29 92 27 93 26 90 

サービス業(他に分

類されないもの) 
41 144 43 138 36 133 

(引用元：経済センサス基礎調査・経済センサス活動調査） 

(引用元：広島県ＨＰ 統計情報 経済センサス 平成２８年(２０１６年活動調査―集計 

結果の概要【速報】)) 

※平成 28年におけるデータは、平成 28年 6月に実施された「経済センサス―活動調査」

について，速報集計結果を広島県が速報集計に基づき概要として取りまとめたものであ

り，後日公表される確報集計結果とは数字が異なる場合がある。 

 

(表 6)大崎上島町商工会管内小規模事業者数の推移 

調査年 平成 18年 平成 21年 平成 24年 平成 26年 

小規模事業者数 454 495 495 491 

（引用元：平成 18年度事業所統計より県が算出した数値） 

（引用元：経済センサス基礎調査・経済センサス活動調査） 
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 (表 7-1)大崎上島町内事業者の小売業における経営上の問題点について 

27年7～12月期 28年1～6月期

第１位 消費者ニーズの変化への対応 38.6 % 18.2 % 需要の停滞 27.3 % 18.2 %
第２位 購買力の他地域への流出 29.5 % 20.5 % 消費者ニーズの変化への対応 25.0 % 9.1 %
第３位 需要の停滞 27.3 % 11.4 % 購買力の他地域への流出 18.2 % 2.3 %
第４位 仕入単価の上昇 22.7 % 13.6 % 大型店・中型店の進出による競争の激化 15.9 % 13.6 %

仕入単価の上昇 15.9 % 4.5 %
第５位 大型店・中型店の進出による競争の激化 13.6 % 13.6 % 販売単価の低下・上昇難 13.6 % 4.5 %

全体
うち最も重

要視してい

る割合

全体
うち最も重

要視してい

る割合

 
(引用元：大崎上島町商工会 企業景況調査(平成 29年 1月～6月期)) 

 

(表 7-2) 大崎上島町内事業者の小売業における経営上の問題点について 

28年7～12月期 29年1～6月期

第１位 需要の停滞 40.9 % 15.9 % 需要の停滞 50.0 % 22.2 %
第２位 購買力の他地域への流出 31.8 % 13.6 % 消費者ニーズの変化への対応 30.6 % 5.6 %
第３位 消費者ニーズの変化への対応 25.0 % 15.9 % 購買力の他地域への流出 22.2 % 8.3 %

販売単価の低下・上昇難 22.2 % 2.8 %
第４位 大型店・中型店の進出による競争の激化 20.5 % 9.1 % 仕入単価の上昇 19.4 % 5.6 %
第５位 仕入単価の上昇 13.6 % 9.1 % 大型店・中型店の進出による競争の激化 16.7 % 13.9 %

従業員の確保難 16.7 % 11.1 %

全体
うち最も重

要視してい

る割合

うち最も重

要視してい

る割合

全体

 
(引用元：大崎上島町商工会 企業景況調査(平成 29年 1月～6月期)) 

 

(表 8-1)大崎上島町内事業者のサービス業における経営上の問題点について 

27年7～12月期 28年1～6月期

第１位 利用者ニーズの変化への対応 37.5 % 16.7 % 従業員の確保難 29.2 % 16.7 %
第２位 店舗の狭隘・老朽化 20.8 % 4.2 % 店舗の狭隘・老朽化 25.0 % 12.5 %
第３位 従業員の確保難 16.7 % 16.7 % 利用者ニーズの変化への対応 16.7 % 12.5 %

需要の停滞 16.7 % 8.3 %
第４位 人件費の増加 8.3 % 0.0 % 人件費の増加 12.5 % 8.3 %

材料等仕入単価の上昇 8.3 % 4.2 % 利用料金の低下・上昇難 12.5 % 0.0 %
材料等仕入単価の上昇 12.5 % 8.3 %
需要の停滞 12.5 % 4.2 %

第５位 大企業の進出による競争の激化 4.2 % 4.2 % 大企業の進出による競争の激化 4.2 % 4.2 %
新規参入業者の増加 4.2 % 0.0 % 新規参入業者の増加 4.2 % 0.0 %
事業資金の借入難 4.2 % 0.0 % 事業資金の借入難 4.2 % 4.2 %
熟練従業員の確保難 4.2 % 0.0 % 熟練従業員の確保難 4.2 % 0.0 %

全体
うち最も重

要視してい

る割合

全体
うち最も重

要視してい

る割合

 
(引用元：大崎上島町商工会 企業景況調査(平成 29年 1月～6月期)) 
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(表 8-2)大崎上島町内事業者のサービス業における経営上の問題点について 

28年7～12月期 29年1～6月期

第１位 利用者ニーズの変化への対応 29.2 % 20.8 % 店舗の狭隘・老朽化 28.0 % 12.0 %
人件費の増加 29.2 % 12.5 %

第２位 材料等仕入単価の上昇 25.0 % 12.5 % 材料等仕入単価の上昇 24.0 % 12.0 %
従業員の確保難 24.0 % 4.0 %

第３位 需要の停滞 20.8 % 8.3 % 利用者ニーズの変化への対応 20.0 % 16.0 %
人件費以外の経費の増加 20.8 % 4.2 %

第４位 熟練従業員の確保難 16.7 % 8.3 % 需要の停滞 16.0 % 16.0 %
熟練従業員の確保難 16.0 % 8.0 %

第５位 店舗の狭隘・老朽化 12.5 % 8.3 % 利用料金の低下・上昇難 12.0 % 4.0 %
従業員の確保難 12.5 % 4.2 %

うち最も重

要視してい

る割合

全体
うち最も重

要視してい

る割合

全体

 
(引用元：大崎上島町商工会 企業景況調査(平成 29年 1月～6月期)) 

 

 

Ⅱ 第 1期における成果（課題）と第 2期に向けた改善点 

１．第 1 期における成果（課題） 
 ・第 1期では、造船関連業種を中心とした小規模事業者支援を中心に計画の策定を行 

い、設備投資や資金繰りに利用され、事業者からも好評であった。 

 ・第 1期経営発達支援計画で記載した数値目標について、計画 2年目（平成 28年度） 

において、数値目標数達成率 71％（数値目標数 31項目に対し 22項目達成）と当初 

目標である 60％を上回っており、概ね好評を得ている。 

・造船関連業約 37社より選定した単年度黒字化を目指す 20社における対前年付加価 

値額増加率において、計画 2年目（平成 28 年度）の目標である 5％に対し、実績は 

15％と数値目標は達成している。 

 ・第 1期課題としてあげた、造船下請業者等の人材不足、後継者不足の対応として、 

新規創業 3件、事業承継 7件の支援を行った。 

 ・小規模事業者において、事業計画策定後のアフターフォローを行っているものの、 

ＰＤＣＡサイクルを確立した自立的な事業活動には至っていない。 

 

２．第 2 期に向けた改善点 
 ・基幹産業である造船関連業種の他に、6 次産業化を図る農業関連事業者の増加や、

ＵＩターン者が求める職種の多様化を踏まえ、造船関連業種だけでなく農業関連事

業者等を含む全ての小規模事業者を対象とした第 2期支援計画を策定する。 

 ・6 次産業化を図る農業関連事業者を中心に創業者が増加していることを踏まえ、事

業承継、創業、第 2創業支援を行う。 

 ・造船関連業約 37者支援対象事業者から選定した町内事業者 20を対象とし、赤字企

業先の単年度黒字化を目指した数値目標である対前年付加価値額増加率について

は、支援対象の拡大を踏まえて全小規模事業者から 20者を選定する。 

  

（表 9）大崎上島町商工会会員における業種別事業者数（単位：者） 

業種 会員数 業種 会員数 
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Ａ農林業 4 Ｊ金融業、保険業 3 

Ｂ漁業 1 Ｋ不動産業、物品賃貸業 12 

Ｃ鉱業、採石業、砂利採取業 2 Ｌ学術研究、専門・サービス業 8 

Ｄ建設業 66 Ｍ宿泊業、飲食サービス業 33 

Ｅ製造業 50 Ｎ生活関連サービス業、娯楽業 19 

Ｆ電気・ガス・熱供給・水道業 6 Ｏ教育、学習支援業 3 

Ｇ情報通信業 4 Ｐ医療、福祉 3 

Ｈ運輸業、郵便業 20 Ｑ複合サービス業 1 

Ｉ卸売業、小売業 125 Ｒサービス業（他に分類されないもの） 25 

※大崎上島町商工会における普通会員のみを抽出 

 ・選定については、業種別における島内事業者の割合によって選定する。 

 ・第 1 期における対前年付加価値額増加率は、1 事業者が大幅な増加を行うと、他事

業者が減少していたとしても「増加」として計上されてしまい、実績数値としてそ

ぐわないため、選定した 20者における付加価値額前年比増加 3％の達成割合を新た

な数値目標とする。 

 

Ⅲ 中長期的な振興のあり方と目標 
前述のとおり、当町内産業においては、小規模事業者数・農業就業者数の維持、下

請け構造からの脱却、資金繰りの円滑化が大きな取組課題となっている。また、ＵＩ

ターン者の増加などの機運をとらえた振興が必要となっており、引き続き以下の 3 つ

を中長期的な振興のあり方とする。 

○中長期的な振興のあり方 
・以下の 3点を当商工会における中長期的な振興のあり方とする。 

① 島内の既存事業所において事業承継並びに経営支援を行うことで事業の継続

と持続的な発展を図る。 

② 同時にＵＩターンなどの移住者には定住促進並びに創業・第二創業・経営支援

などの伴走型支援を行うことで、新規創業者等を大幅に増加させる。 

③ 小規模事業者数の維持と社会人口の増加に寄与することで、大崎上島町地域の

経済発展に寄与する。 

○目標 
・経営発達支援事業における目標を以下のとおり設定する。 

・造船関連業種だけでなく、農業関連事業者等を含む全ての小規模事業者を支援 

対象とする。《新規》 

① 財政基盤の強化、新商品の開発、販路拡大だけでなく、事業承継支援を行う

ことで、次世代に事業をつなげ、持続的な発展を実現する。《継続》 

② 年間 4件の創業支援を行い、今後 5年間で 20件の新規創業を目標とする。《新

規》 

③ 重点支援先として 20社を選定し、5年後の前年付加価値額前年度増加 3％を重

点支援先の 70％(14者)達成を目標とする。《継続》 
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Ⅳ 実施方針 
① 伴走型支援の実施による小規模事業者の経営基盤の確立（目標①に対応） 

  ・巡回、窓口指導、セミナー等を通じて小規模事業者の経営課題を抽出する。 

  ・中小企業診断士等の専門家だけでなく、行政、産業支援機関、金融機関など各支 

援機関と連携する。 

・小規模事業者の経営基盤強化や円滑な事業の承継など、経営計画策定からフォロ 

ーまでの伴走型支援を行うことで、事業者の持続的発展を促す。 

 

② 創業の促進と経営支援（目標②に対応） 

・創業検討段階、創業期、成長期のなど各段階に応じて、資金調達や人材確保、販 

路拡大、情報提供などの支援を強化、充実する。 

  ・創業希望者を発掘し、当会、行政、金融機関等が開催する各種セミナーや窓口相 

談の斡旋を行い、創業への意欲を促す。 

・創業希望者には、金融機関と連携して事業計画、資金計画を作成し、当地域内で 

の新規創業の後押しを行う。 

 

③ 売上の拡大に向けた販路拡大、開拓支援（目標①③に対応） 

  ・販路拡大へのアプローチ方法を充実、強化するためにも、専門家を交えた販路開 

拓ツールの作成指導を行う。 

  ・基幹産業である造船関連業種の他に、6次産業化を図るの農業関連事業者の増加 

や、ＵＩターン者が求める職種の多様化を踏まえ、造船関連業種だけでなく全て 

の小規模事業者、特に農業関連事業者等の第 6次産業化を図る事業者や販路開拓 

を積極的に行う事業者を対象とする。 

  ・マーケティングを中心とした販路開拓支援を実施する。 

  ・新商品の開発や販路の拡大には資金の獲得においては、必要であれば「小規模事 

   業者持続化補助金」などの補助金の利用や、「小規模事業者経営改善資金融資制 

度」等による資金調達支援を行う。 

  ・大崎上島町観光協会等関係団体と連携して販路開拓を行う。 

 

④ 経営指導員等が実施する経営支援能力の向上（目標①②③に対応） 

  ・事業で抱える問題の解決や、更なる成長を目指す小規模事業者等に伴走型の支援 

を行うためにも、経営指導員等の経営指導業務全般において質の向上を図り、事 

業における分析や背景に基づいた事業計画を事業者と共に策定し、円滑な実施が 

できるよう、経営指導員等の資質向上を目指すため、ＯＪＴや研修の参加を積極 

的に行う。 
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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 
 

5年間（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.地域経済動向調査に関すること【指針③】 

○第 1期における取組と成果 

・島内 15社を対象にした中小企業景況調査及び会員 100社を対象にした中小企業景気 

動向調査を実施し、結果を会員事業者及び役場、金融機関、税務署等関係機関に配布 

した。町単位で同様の調査は従来行われておらず、関係機関からは地域経済動向調査 

資料として評価が高い。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

・第１期の中小企業景気動向調査は、造船関連業種を対象として行ったが、第 2期は造 

船関連業種だけでなく 6次産業化を図る農業関連事業者等を含めた 100社を対象とす 

ることで、多様化する島内事業者のより詳細な経済動向調査を行う。 

・報告書については、経営指導の一環として巡回や窓口相談時に説明し、事業者の経営 

状況等と照らし合わせ、事業者が抱える経営課題の把握に役立てる。 

 

（１）事業内容 

① 中小企業景況調査«継続事業» 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・中小企業景況調査後の報告冊子については、協力事業者に配布するのみであったため、 

特定の事業者にしか情報が行き届いていなかった。そのため、有効な情報発信が行え 

ていなかったので、当会ＨＰ等に報告データアップする等して、全会員事業者への情 

報提供を行う。 

   

 ○第 2期計画での実施内容： 

〈１〉目的 

・全国的な経済動向を把握し、巡回や窓口での相談対応、経営分析等に活かすとともに、 

 商工会ＨＰで広く情報提供を行い、小規模事業者の経営環境の把握に役立てる。 

 

〈２〉調査内容 

・全国商工会連合会が行っている「中小企業景況調査」を活用して、商工会管内 15事 

業所を対象とし、巡回によりアンケートに基づくヒアリング調査を実施する。 

調査対象：管内の中小・小規模事業者 15社 
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（ 製造業 3者 建設業 2者 小売業 4者 サービス業 6者 ） 

   調査項目： 

・今期売上額(1期 3ヶ月分) ・客単価 ・利用客数 ・資金繰り 

・仕入単価(材料等) ・採算(経常利益) ・従業員(含臨時・パート) 

・外部人材(請負・派遣) ・業況(自社) ・借入金利 

・新規設備投資の状況 ・直面している経営課題 ・自由記載 

   調査回数：年 4回（1-3月期、4-6月期、7-9月期、10-12月期） 

  

〈３〉活用方法 

・巡回、窓口相談における提供、会報誌に同封、当会ＨＰにて提供する。業種毎に全国 

的な動向を把握し、事業計画を策定や見直しに活用する。 

 

②中小企業景気動向調査«継続事業» 

○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

・中小企業景気動向調査の平成 28年度回収率は、上期 99％、下期 95％であり、目標 

 であった回答率 100％は未達成であったため、巡回訪問や窓口相談にて当会職員に 

よる周知徹底を図り、「中小企業景気動向調査」回答率 100％を達成する。 

 

○第 2期計画での実施内容： 

〈１〉目的 

 ・地域経済動向を把握し、巡回や窓口での相談対応、経営分析等に活かすとともに、 

商工会ＨＰで広く情報提供を行い、地域の小規模事業者の経営環境の把握に役立て 

る。 

 

 〈２〉調査内容 

・大崎上島町商工会会員事業所 100社を対象とした「中小企業景気動向調査」を実施 

し、景況等きめ細かい調査を行う。 

調査対象：管内の中小・小規模事業者 100社 

   調査内容： 

① 前年同期と比べた今期の状況 

② 前期に比べた今期の状況 

③ 前年同期と比べた来期の見通し 

・売上(加工)額 ・売上(加工)単価 ・売上(加工)数量 ・資金繰り 

・輸出額 ・原材料仕入単価 ・原材料在庫数量 ・製品在庫数量 

・採算(経常利益) ・従業員(含臨時・パート) ・外部人材(請負・派遣) 

      ・設備創業率 ・引合い ・受注残 ・業況(自社) ・受取手形期間 

      ・長期資金借入難度 ・短期資金借入難度(含手形割引) 

      ・新規設備投資の状況 ・直面している経営課題 ・自由記載  

   調査回数：年 2回（1-6月期、7-12月期） 

 

 〈３〉活用方法 

・調査結果は、巡回・窓口相談において情報提供、会報誌に同封、当会ＨＰ公表など 
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により、広く島内の小規模事業者に情報提供するとともに、商工会として、地域経 

済動向を把握し、事業計画を策定する上で、地域内動向や見通しを参考にする。 

 

（２）目標 

事業内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

中小企業景況調査 

公表・情報提供回数 
4 4 4 4 4 4 

中小企業景気動向調査 

公表・情報提供回数 
2 2 2 2 2 2 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

○第 1期における取組と成果 

 ・造船関連業種を中心に 141社の経営分析を行い、事業計画や事業方針を決定する際の 

資料として利用した。 

 ・島内小売業 1件において島内金融機関と折衝し、融資条件の緩和につなげ、資金繰り 

の改善を支援した。 

・造船関連事業者等巡回訪問数件数では、平成 28年度の目標 240件に対し、実績値 

291件で目標を達成した。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

 ・第 1期計画で実施した各下請事業者へ新造船受注状況の情報提供については、各造船 

所にてスケジュールの管理と十分な情報伝達が行われていたため、第 2期計画に盛り 

込まないこととした。 

 ・造船関連業種だけでなく全ての業種を支援対象とする。 

 ・分析した内容については、円滑な事業者支援を目的として、職員内で事業者情報の共 

有を図る。 

 

（１）目的 

・小規模事業者の経営課題の解決や事業承継による持続的な発展を遂げるためには、事 

業の実態把握が必要不可欠であるため、巡回や窓口相談、セミナーを通じて各事業所 

の経営環境を勘案した経営状況の分析を実施し、小規模事業者の実態に応じた支援を 

行う。 

 

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

・基幹産業である造船関連業種の他に、6次産業化を図る農業関連事業者の増加や、Ｕ 

Ｉターン者が求める職種の多様化を踏まえ、造船関連業種だけでなく農業関連事業者 

等を含む全ての小規模事業者を対象とする。 

 

① 小規模事業者の掘り起し«継続事業» 
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・意欲的に新事業展開を図る事業者や売上拡大などの経営課題を抱えている事業者等 

から支援対象を選定する。 

  ・支援対象は、管内を 3地区に分割して、各地区 1名経営指導員を担当させ、それぞ 

れ巡回訪問や、事業承継、事業計画の個別相談対応等を行った事業者から選定する。 

 

（３－１）目標 

事業内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

個別相談回数 423 450 465 465 480 480 

 

②  経営状況の分析方法«継続事業» 

 ＜定量分析（財務分析）＞ 

・支援対象事業者から、巡回訪問時に収支決算書（損益計算書、貸借対照表）をいた 

だき、それを基に財務分析を行う。 

  ・財務分析に際しては、日本政策金融公庫の「財務診断サービス」利用し、より細や 

かな分析を行う。 

（分析項目） 

  ・自己資本比率（％）《（純資産÷総資産×100）》 

→資本の健全性を分析する。自己資本比率が 25％以下の事業所については改善指導 

を行う。 

  ・経営安定率（％）《経常利益÷限界利益×100》 

→経営の安定性を分析する。経営安定率が 0％以下の事業所については改善指導を 

行う。 

  ・流動比率（％）《流動資産÷流動負債×100》 

→短期的な支払能力を分析する。流動比率が 120％以下の事業所については改善指 

導を行う。 

  ・借入金返済能力《（税引後利益＋減価償却費）－年間借入金返済元金》 

→借入金の返済能力を分析する。マイナスの事業所には改善指導を行う。 

 

  ＜定性分析（非財務分析）＞ 

  ・支援対象事業者に対し、巡回訪問時に聞き取りを行い、ＳＷＯＴ分析により「強み」 

「弱み」「機会」「脅威」を把握することで、事業者の経営状況と具体的な課題を明 

確にし、取り組むべき課題を明らかにする。 

  （分析項目） 

  ・ファンダメンタルズ 

→支援対象事業者のメインバンクや資金調達方法、職業的外部専門家（税理士等） 

の利用状況等。 

  ・マネジメント 

→経営理念や事業の意思決定、後継者の育成等。 

  ・経営基盤 

→従業員の教育や訓練の状況、年齢構成、社内労働環境等。 

  ・マーケティング 

→主力商品並びにサービスの商況、採算性、ブランド性、販売動向等。 
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③ 活用方法«継続事業» 

 ・事業所に分析結果を提供し、今後の経営方針の決定や事業計画の策定、実行する際 

の基礎資料として活用する。 

  ・財務分析結果については、会計知識に乏しい小規模事業者にも、財務状況が把握で 

きるよう説明し、内容を理解してもらいながら、経営基盤の強化に向けた指導を行 

う。 

  ・各社の経営状況を共有し、情報の共有について、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。 

  ・システムの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、指導支援が可能となる。 

 

（３－２）目標 

事業内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数 141 150 155 155 160 160 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針①】 

○第 1期における取組と成果 

・事業者が直面している経営課題を解決することを目的に、事業計画策定等のセミナー 

を開催した。 

・セミナー受講者アンケートによると、各セミナーの満足度は 50％以上であり、概ね好 

評である。 

・事業計画の策定事業者数について、平成 28年度目標の 15者に対し、実績値 48者と 

大幅に上回っており、融資や設備投資を行う際に好評であったが、経営革新計画や小 

規模事業者持続化補助金等の補助金獲得を目的とした事業計画策定を支援する計画 

となっていた。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

・島内全事業者を支援対象とするため、第 1期計画にて実施した、造船関連業種対象の 

技能取得セミナーは第 2期計画に盛り込まないこととし、「事業計画の作成方法」講 

習会を開催する。 

・事業者と共に事業計画を策定し、事業の実施に必要であれば認定や補助金制度を利用 

する。 

・第 1期では、補助金等の制度利用を目的とした「事業計画策定事業者数」を数値目標 

に掲げていたが、第 2 期は、各事業の運営状況を把握しながら事業計画の策定目的別 

に数値目標を掲げる。 

 

（１）目的 

・具体的な行動や指針を見出し、将来を意識した事業運営を目的とした、事業計画の策 
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定支援を行う。 

・事業者が主体的かつ継続的な事業計画の策定支援を行うことで、事業の持続的な発展 

を促す。 

・事業主が高齢である小規模事業者については、事業承継だけでなく引き継ぎや廃業を 

視野に入れた事業計画の策定支援を行う。 

・創業について、創業検討段階、創業期といった段階に分け、その段階に応じた事業計 

画策定支援を行う。 

・重点支援先として 20社を選定する。5年後の前年付加価値額前年度増加 3％を、重点 

支援先の 70％(14者)達成を目標とする。 

 

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

・基幹産業である造船関連業種の他に、6次産業化を図る農業関連事業者の増加や、Ｕ 

Ｉターン者が求める職種の多様化を踏まえ、造船関連業種だけでなく農業関連事業者 

等を含む全ての小規模事業者を対象とする。 

 

○第 2期計画での実施内容： 

 ①「事業計画の作成方法」講習会の開催《新規事業》 

 ・事業を運営し、定めた目標に対するプロセスを実施していく上で、順序や進行方法 

を明確にすることの必要性を伝え、計画策定のノウハウ等について理解を深めても 

らう。 

  ・講習会受講後は、事業主と経営指導員で「1.地域経済動向調査」「2.経営分析」「5. 

需要動向調査」を参考にして、中小企業診断士等専門家と連携しながら事業計画の 

策定を実施する。 

 

〈事業計画策定対象毎の支援の考え方・指導内容〉 

・原則、経営分析事業者を対象に、地域経済動向調査結果、経営分析結果、需要動向調 

査結果等を参照しながら、経営指導員等による窓口・巡回対応時に、また、上記講習 

会後の専門家との連携の下に、事業計画策定を支援する。 

・想定する対象者毎の支援における考え方は以下のとおり。 

 

① 持続的な発展を希望する事業者«新規事業» 

 ・現状に満足せず、次世代においても事業の運営並びに発展を目指す事業者において 

は、販路拡大や自社商品やサービスを活かす事業計画の策定や、財務分析による資 

金繰りの見直しを支援する。 

 

② 経営改善«新規事業» 

・経営改善が必要な事業者は、資金繰りが悪く、負債の増加によって返済が困難な場 

合が多い。そのため、経営状況の分析を踏まえて事業内容の見直しや利益率を重視 

し、専門家を交えて事業計画の策定支援を行う。 

 

③ 経営革新«継続事業» 
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 ・経営革新を図る事業所は、経営成績が良く財務面も余裕がある場合が多い。そのた 

め、自社商品、サービスの向上を促し、経営革新や商圏拡大のための経営革新計画 

策定支援を行う。地域経済動向調査や需要動向調査の分析結果を踏まえ、事業計画 

の策定支援を行う。 

 

④ 事業承継等«新規事業» 

・事業承継を課題とする事業主並びに事業後継候補者には、専門家による事業承継個 

別相談を行うことで、事業主と後継候補者の認識を共有する場を提供する。 

・専門家を交えて、事業承継を見据えた中長期的な事業計画の策定を支援する事で、 

経営不安を払拭しながら事業承継に取り組むことができる。 

・事業の第 3者への引継ぎを希望する事業者には、事業の魅力や価値を把握しながら 

事業承継計画策定支援にあたる。この支援においては、広島県事業引継ぎセンター 

と協力しながら支援を行う。 

 ・廃業については、事業内容の緊急性を把握しながら、より高度な知識を要する場合 

が多いため、専門家へ依頼し支援を行う。 

  ・講習会を開催することで、事業承継に対する潜在的な苦手意識の克服を図る。 

 ・受講対象事業者である小規模事業者は、造船下請けから農業、小売業等様々である 

ことから、事業者のニーズに応じて業種ごとの事業承継講習会を行う。 

 

⑤ 創業«新規事業» 

・創業検討段階には、事業目標や事業内容、必要資金や設備投資等に伴う資金調達方 

法等を突き詰め、専門家や地域金融機関と連携し事業計画の策定を支援する。 

  ・創業者の掘り起しについては、大崎上島町が行っている移住定住促進事業並びに町 

が認定している定住アドバイザーや、大崎上島町への入島窓口である白水港近くに 

位置する観光協会と連携して、移住者における創業希望者の掘り起しを行う他、会 

員事業者から情報を収集する。 

・行政等関係団体が主催する「創業塾」への参加を斡旋する等、創業に対する意識と 

事業実現性を高め、創業者が事業計画の策定に主体的に関わるよう図る。 

・開業資金調達のために、日本政策金融公庫や地域金融機関の創業助成制度や補助金 

を紹介し、申請並びに申込方法について指導を行う。 

・創業後は、事業がスムーズに進むように、専門家並びに金融機関と連携して支援に 

取り組む。 

 ・事業内容や財務状況等を参考に、上記「事業者のニーズに応じた事業計画の策定支 

援について」「事業承継等について」といった支援内容に取り組む。 

 

（３）目標 

事業内容 
Ｈ28年度 

（実績） 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

「事業計画の作成方法」 

講習会開催回数 
－ 1 1 1 1 1 

「事業計画の作成方法」 

講習会参加者数 
－ 10 10 10 10 10 



１５ 
 

事業計画策定件数 

（持続的発展を希望） 
25 23 23 23 23 23 

事業計画策定件数 

（経営改善） 
16 18 18 18 18 18 

経営革新計画策定件数 3 3 3 3 3 3 

事業承継計画策定件数 2 2 2 2 2 2 

創業計画策定件数 2 4 4 4 4 4 

重点支援先 20 社におけ

る付加価値額前年度増

加 3％達成事業者数 

12 3 5 7 10 14 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

○第 1期における取組と成果 

・事業計画策定セミナー参加事業者等の事業計画策定者や事業承継予定者のフォローア 

ップを目的に実施。 

 ・専門家による個別相談を行う事で、支援事業者の課題解決を図り、事業の円滑な実施 

を支援した。 

 ・フォローアップ実績として、事業計画策定 10者、事業承継 4者、創業 2者について、 

専門家派遣を利用した支援を行っている。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

 ・第 1期は、創業希望者へＨＰや広報誌にて創業支援施策の情報提供を行う事を目標と 

していたが、第 2期は、事業者全般への情報提供ではなく、個社が必要とする情報提 

供を行う。 

 ・支援対象事業者のニーズに沿った支援を行い、数値目標についても事業計画の策定目 

的別に数値目標を掲げる。 

 

（１）目的 

・事業者の現況を踏まえ、事業計画策定事業者に対しての積極的な巡回活動により、課 

題、問題に対して素早く対応する。 

・伴走型の支援を行うためにも、事業計画策定後のフォローアップは重要であると考え 

られるため、策定後の巡回や相談回数を増やして対応する。 

 ・支援対象事業者のニーズにより、事業計画内容やフォローアップ内容に違いがあり、 

より深い知識を必要とする場合が多いため、専門家や金融機関と連携して支援に取り 

組む。 

 

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

・基幹産業である造船関連業種の他に、6次産業化を図る農業関連事業者の増加や、Ｕ 

Ｉターン者が求める職種の多様化を踏まえ、造船関連業種だけでなく農業関連事業者 
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等を含む全ての小規模事業者を対象とする。 

 ・定期的な巡回訪問を行い進捗状況を確認すると共に、事業者情報を職員内で共有し、 

事業計画策定後の経営状況を常に把握する。 

 

 ○第 2期計画での実施内容： 

 ①巡回訪問等によるフォローアップ支援について«継続事業» 

 ・事業計画策定を支援した事業者に対するフォローアップを行う。 

・進捗や経営状況の分析、財務状況を踏まえ、必要に応じて事業計画の「実施」「見 

直し」「修正」を行い、事業の円滑な遂行を支援する。 

 

 〈事業計画策定対象毎の支援の考え方・指導内容〉 

① 持続的発展を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ《新規事業》 

  ・持続的発展を目指す事業計画策定後、3ヶ月に 1度以上の巡回訪問により進捗状況 

を確認する。 

  ・当会経営指導員により伴走型支援を行いながら、必要に応じて次世代につなげる事 

業承継や経営革新等の他事業計画策定につなげる。 

 

② 経営改善に伴う売上確保等を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ

«新規事業» 

・経営改善に伴う売上確保等を目指す事業計画策定後、2ヵ月に 1度以上の巡回訪問 

により進捗状況や数値目標の達成度を確認する。 

・事業計画の変更が必要であれば速やかに対応し、できる限り数値目標を達成するよ 

う支援する。 

・経営改善を行う事業者においては、事業計画を金融機関へ提出している事業者が多 

いため、金融機関との連携を図りながら、協力して支援を行う。 

 

③ 経営革新を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«継続事業» 

・経営革新計画策定後、毎月 1度以上の巡回訪問により、進捗状況の確認を行う。 

・中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援の認定支援機関である強みを生 

かし、広島県経営革新計画書や経営力向上計画書の策定支援等を、当会経営指導員 

により伴走型の支援を行う。 

 

④ 事業承継等を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«新規事業» 

・事業承継等に伴う事業計画策定後、毎月 1 度以上の巡回訪問によるヒアリングと経 

営状況をチェックしながら進捗状況の確認を行う。 

・事業承継における、経営全般、マーケティング、金融、雇用、税務などの課題解決 

に必要な支援を行う。 

 

⑤ 創業を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«新規事業» 

・創業検討段階においては、今後創業する可能性が高く、フォローアップを重ねるこ 

とで創業の実現性を高めることができる。 

 ・創業後、70％が 3年以内に廃業すると言われており、創業後のフォローアップは非 
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常に重要である。創業後、毎月 1度以上の巡回訪問を行い、事業の進捗について確 

認し、必要に応じて事業計画の「実施」「見直し」「修正」を行い、事業の円滑な遂 

行を支援する。 

 

⑥ 資金調達等の支援«継続事業» 

・事業計画実施のために資金調達が必要な場合は、日本政策金融公庫の小規模事業者 

経営改善資金融資制度等の融資制度の活用を検討する他、新設された「小規模事業 

者経営発達支援資金」の勧奨するなど、事業者のニーズや経営状況、事業内容に応 

じた融資制度を活用することで、資金調達を行う。 

・融資実行後は、必要に応じて 3ヶ月に 1度巡回訪問を行い、進捗状況の確認と事業 

計画の見直しや補助金、助成金制度を推奨するなど、事業の遂行性を高める。 

 

⑦ 専門家並びに関係機関との連携«継続事業» 

・情報の共有による当会経営指導員 3名による常時相談体制を作り、広島県商工会連 

合会、ミラサポ、よろず支援拠点などの専門家派遣制度を利用することで、高度な 

経営課題にも対応することができる。。 

 ・専門家だけでなく、日本政策金融公庫、地域金融機関（広島銀行、もみじ銀行、呉 

信用金庫、広島市信用組合）と連携し、地域支援機関による事業者の支援体制の強 

化を図る。 

 ・事業者支援により、事業の持続的な発展や創業希望者の起業につなげることで、大 

崎上島町地域経済の活性化につなげる。 

 

（３）目標 

支援内容 
Ｈ28年度 

（実績） 
Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

事業計画策定事業者への巡

回数（持続的発展を希望） 
48 92 92 92 92 92 

事業計画策定事業者への巡

回数（経営改善） 
96 108 108 108 108 108 

経営革新計画策定事業者数

への巡回数 
36 36 36 36 36 36 

事業承継計画策定事業者数

への巡回数 
24 24 24 24 24 24 

創業計画策定事業者数への

巡回数 
24 48 48 48 48 48 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

○第 1期における取組と成果 

・巡回、窓口相談や業界新聞「内航海新聞」による国内需要動向調査並びに情報提供を 

業種ごとに行っていたが、造船各社、海事事務所等自社にて情報収集を行っており、 

また、構内下請事業者についても造船各社から情報提供がされていたため、提供情報 
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には重複したものもあり、十分に活かされていなかった。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

・小規模事業者が販売する商品について需要動向調査を実施し、商品開発や改良、販路 

開拓等、各事業者の商品に対する支援策を講じるためのデータとして活用する。 

  

（１）目的 

・小規模事業者は、消費者ニーズを把握することのない経験と勘頼りの経営が多いため、 

限られた経営資源を有効に活用するためにも、最新の需要動向を小規模事業者に提供 

することで、新たな需要の開拓につなげる。 

 

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・小規模事業者が消費者のニーズ動向を掴むことは難しいため、商品の需要開拓に関す 

る情報の提供を行うための調査、分析を行う。 

 ・6次産業化を目指す農業関連事業者や食料品の開発並びに改良に意欲的な事業者を主 

な支援対象とする。 

 

 ○第 2期計画での実施内容： 

①ブルーベリー・オリーブ・柑橘類等島内農業生産物を使用した加工食料品等のマー 

ケティング（アンケート)調査の実施について«新規事業» 

支援対象： 

・島内で増えている 6次産業化を目指す農業関連事業者や、食料品の開発並びに改良 

に意欲的な事業者 

  調査内容： 

  ・広島県のアンテナショップであるひろしま夢ぷらざや、大崎上島町の玄関口に位置 

する観光協会、島内宿泊施設である㈱ホテル清風館の物産品販売コーナー等を調査 

場所として活用して、加工食料品等のマーケティング調査を行う。 

 ※ひろしま夢ぷらざ：1日平均来訪問者数約 5,000人。 

  大崎上島町観光協会：大崎上島町の入島口の一つである白水港の近くに位置し 

ており、観光客の訪問が多い。また、弾き語り等のイベ 

ントを定期的に開催しており、観光協会への訪問者は多 

い。 

  ホテル清風館：観光客だけでなく、都市部（関西、関東等）の中学校、高校 

における修学旅行にて頻繁に利用されている。 

・アンケート内容を検討する際、事業者が求める商品への意見を収集するため明確な 

調査テーマを設定する。 

（調査テーマ並びにアンケート内容設定の流れ） 

(1) アンケート調査を行う商品の決定 

    (2) 事業者ヒアリングによる、事業者が抱く課題の抽出 

(3) 課題抽出による調査テーマの設定 

 (4) アンケート設問内容の決定 
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●調査項目（例示）：味、商品名、使用材料、価格、パッケージデザイン 等 

   ●調査方法：調査場所にて、支援対象事業者が取り扱う商品の試食を交えたアンケ 

ート調査を行う。 

         回答方法を選択形式とすることで、回答数を得やすいアンケートを行 

う。アンケートの最終項目として、自由記載欄を設け、調査商品への 

貴賤ない意見を収集する。 

各調査場所における調査標本数は以下の通りである。 

 ひろしま夢ぷらざ：150 

 大崎上島町観光協会：100 

 ホテル清風館：100 

 

  調査結果の活用： 

・調査により収集した情報は整理し、各事業者へ提供することで、商品の精査や改善 

を行うデータとして活用する。 

   （情報の収集から調査結果活用の流れ） 

    （1）アンケート調査（ひろしま夢ぷらざ、清風館、観光協会 等）の実施 

    （2）消費者ニーズ（価格、品質、デザイン、商品名 等）の整理・把握 

    （3）報告書の作成 

      ・アンケートにおいては、選択式及び自由記載欄を設ける。 

      ・選択式における回答はグラフでまとめる。 

      ・自由記載欄にて書かれた意見について重きを置き、消費者の生の声を参考 

にするため、全文記載する。 

      ※報告書の内容(例示)： 

      ・回答者の属性(性別、年代) ・商品への感想(選択式及び自由記載)  

・価格について(選択式及び自由記載) ・味について(選択式及び自由記載) 

      ・商品名について(選択式及び自由記載) 

・見た目について(選択式及び自由記載) 

      ・購入において重視するポイント(選択式) 

    （4）実施事業者へ報告を行い、商品のブラッシュアップを支援し、販路開拓に 

つなげる（P23に例示した商談会等の出展） 

        ※必要に応じて（1）～（4）を繰り返し行う。 

・支援においては、パッケージや味など深い知識と経験が求められるコトから、専 

 門家を交えて分析、開発、改良、改善を行う。 

 

（３）目標 

支援内容 
28 年度 

（実績） 
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

マーケティング調査結果提 

供・個社支援数 
－ 5 5 7 7 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】 
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○第 1期における取組と成果 

・事業概要書作成支援は、事業者からも好評であり、事業所窓口や名刺交換の際にお渡 

しするなどの活用が行われており、当会ＨＰにおいても作成支援した概要書データを 

掲載し、幅広い周知を行った。 

 ・ＨＰ作成支援は、開設やランニングコストが事業者負担であることから、支援を希望 

  する事業者が少なかった。 

・造船関連下請事業者の中には、造船関連受注だけでなく行政や中国電力㈱大崎発電所 

などの他業種からの受注を獲得しており、該当する事業者については、小規模事業者 

経営改善融資を利用した金融支援や、設備投資における補助金、助成金制度の利用に 

おける支援を行った。 

 ・工業部会主催として技能講習や特別教育、労務講習会を行った。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

 ・事業概要書並びにＨＰは、事業の周知を図るためには必要な営業ツールである事を、 

事業者に再度認識して頂くと共に、商談会等への出展を促すことで、販路開拓につい 

てもう一段ステップアップした支援を行う。 

 ・基幹産業である造船関連業種の他に、6次産業化を図るの農業関連事業者の増加や、 

ＵＩターン者が求める職種の多様化を踏まえ、造船関連業種だけでなく農業関連事業 

者等を含む全ての小規模事業者を対象事業者とする。 

 

(１)目的 

・管内小規模事業者の販路開拓を支援するため、需要動向の分析を踏まえ、需要の開拓 

を図り、商談会等に出展する事業者には、事前事後のフォローを行う。 

・対外的なＰＲ力不足、商品ＰＲを行う機会に乏しい事業者も多いため、販路開拓支援 

だけでなく、販路開拓を行うための営業ツール作成並びに利用指導、支援を行う。 

 

(２)事業内容 

○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・需要動向調査により収集分析した情報を効果的に発信し、小規模事業者の販路開拓を 

支援する。 

 ・小規模事業者の営業ツールとして事業概要書、ＨＰ作成指導の支援を継続して行う。 

 ・6次産業化を目指す農業関連事業者や食料品の開発並びに改良に意欲的な事業者を主 

主とした販路開拓に意欲的な事業者を支援対象とする。 

 

 ○第 2期計画での実施内容： 

①ブルーベリー・オリーブ・柑橘類等島内農業生産物を使用した加工食料品製造又は販 

売事業者等への支援«新規事業» 

支援対象： 

・「５．需要動向調査に関すること」にてテストマーケティング調査を実施並びに支 

援した事業者 

・島内で増えている 6次産業化を目指す農業関連事業者や、食料品の開発並びに改良 

に意欲的な事業者 
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  ・販路開拓に意欲的であり、持続的な事業の発展を希望する事業者 

支援内容： 

・販路開拓を目指す事業者を対象に、商談会や展示会出展支援を行う。 

  ※出展等対象商談会（例示） 

    広島県 信用金庫合同ビジネスフェア（例年 11月開催）： 

広島県 4信金（広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島み 

 どり信用金庫）による合同ビジネスフェア。 

広島県商工会連合会主催 商談会（例年 11月開催）： 

        首都圏及び広島地域を中心に、こだわりの商品を取り扱う百貨店やスー 

        パー等のバイヤーを誘致した商談会。 

ビジネスフェア中四国（例年 2月開催）： 

中四国地域連携軸上に位置する、浜田、広島、松山、高知の 4市と商工 

会議所が協力し、企業・団体の広域的な販路拡大や経済交流を図るため、 

年 1回開催している消費財見本市・商談会。 

＜出展前＞ 

・目を引く、効果的なＰＲに繋がるプレゼン方法、ブース展示方法等の指導 

・出展商談会における前年度商談成約の傾向、各種統計調査からのトレンド情報等の 

事前情報提供 

・当日持ち込みの営業ツール（事業概要書等）の作成を支援する。 

＜出展中＞ 

・来訪者に対する商品ニーズ等についてのヒアリングを行う。 

＜出展後＞ 

・商談会等出展後は、事業者から出展時の状況等を専門家と共にヒアリングし、商品 

のブラッシュアップにつなげ、必要であれば需要動向調査としてマーケティング調 

査を行う。 

・当日のバイヤーに対するヒアリング、需要動向調査の結果等を踏まえ、商品の開発 

や改良、改善について支援。資金面では地域資源活用売れる商品づくり支援事業や 

小規模事業者持続化補助金等の補助金申請支援等を行い、味や商品名、パッケージ    

等については、よろず支援拠点やミラサポを利用して専門家と連携した支援を行う 

ことで、資金力やノウハウが乏しい事業者の販路開拓を支援する。 

  ・情報発信手段として、プレスリリースの支援を行い、商工会が事業者に代わり、記 

者クラブ等を通じてマスコミメディアに情報を提供することで、広報活動を支援し 

販路拡大につなげる。 

 

② 事業(会社)概要書・ＨＰの作成支援・指導«継続事業» 

支援対象： 

・造船関連業種だけでなく農業関連事業者等を含む全ての小規模事業者 

・持続的な発展を希望し、販路開拓や他分野進出に積極的な小規模事業者 

  支援内容： 

  ・事業者のＰＲ不足を補うため、事業(会社)概要書の作成支援を行う。 

  ・専門家と連携して事業者のニーズを掘り起し、各事業者の特徴や特色を表現できる 

よう指導、支援を行い、営業ツールとして活用する。 
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  ・営業スタイルや発信する情報について事業者と打ち合わせを行い、消費者のニーズ 

に対して適切な情報を提供できる営業ツールの作成支援並びに指導を行う。 

  活用方法： 

・支援指導により事業者が作成した事業(会社)概要書は、名刺交換を行う際に併せて

手交し、事業内容を口頭だけでなく視覚的に訴えることで、どの場においても商談

を可能とすることで、商品並びにサービスの取引数増加につなげる。 

・商品やサービスを提供する際に事業(会社)概要書を同封することで、提供した内容

で家でなく他商品並びにサービスの周知を図り、利用者のリピーター化を行い売上

の増加につなげる。 

・事業(会社)概要書には、事業者が作成したＨＰのＵＲＬを記載することで、消費者

が求める詳細な情報を提供することができ、利用者とのマッチングを図る。 

  ・支援指導により事業者が作成したＨＰは、事業(会社)概要書だけでなく当会ＨＰ、 

広島県商工会連合会ＨＰ、大崎上島町観光協会ＨＰ等の関係機関においてリンク付 

けし、島内外を問わず認知度の向上を支援する。 

  

 

（３）目標 

支援内容 
28 年度 

（実績） 
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

商談会参加者数 11 11 11 12 12 12 

商談成約件数 1 2 2 3 3 4 

事業概要書・ＨＰ作成事

業者数 
14 15 15 15 15 15 

事業概要書・ＨＰ作成事

業における対前年度売上

高増加割合 

5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

○第 1期における取組と成果 

・新造船の進水式観光資源化において、進水日の情報を収集できておらず、十分な情報 

発信が行えなかった。 

・広島商工会議所が主催する「広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会」の会員とし 

て、大崎上島町が受け入れを行っている民泊体験型修学旅行事業の協力をしており、 

女性部会を中心とした会員事業所に修学旅行生の受け入れ依頼を行っている。 

  

○今回の申請における取組の方向性 

・新造船の進水式の観光資源化について、各造船会社から事前に進水式の日程を収集し、 

当会ＨＰにて周知を行う。 

 ・当会会員に、大崎上島町が行っている移住者定住促進施策の一つである「空き家バン 

ク」への登録を薦め、移住者の定住促進を促す。 

・当会会員だけでなく地域住民へのお買いもの支援を行うことで、地域経済の活性化を 
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図る。 

 ・6次産業化を図る農業関連業者の増加に伴い、新商品開発や広報手段等を提供支援す 

る事で、地域産業の振興を行う。 

 

(１)目的 

 ・大崎上島町は「第 2次長期総合計画」を策定し、人口減少に伴う少子高齢化への対応 

と、地域産業の活性化を目標に掲げ、各種施策を実施している。 

 ・当会としては、大崎上島町、大崎上島町観光協会、関連団体と連携して各種事業を実 

施する。 

 

(２)事業内容 

○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・造船各社による新造船進水式の観光資源化や移住者受け入れ等の外部からの人口流入 

だけでなく、地域住民の島内消費額増加を図る事業を実施し、島の内外両面から経済 

の活性化を促す。 

 

 ○第 2期計画での実施内容： 

①移住者の定住促進«継続事業» 

・ＵＩターンによる移住者が増加している大崎上島町において、移住を希望される相 

談者には、大崎上島町が実施している定住促進施策の斡旋を行う。(表 10) 

  ・大崎上島町は、移住予定者への情報提供として空き家の賃貸、売買情報を記載した 

「空き家バンク」をインターネット上で公開している。当会としても、会員事業所 

が所有する利用されていない家屋について、当会を通じて「空き家バンク」登録の 

斡旋を行うことで、空き家の有効利用並びに定住促進による地域の活性化に寄与す 

る。 

 

(表 10)大崎上島町 移住者（空き家バンク利用者）数（単位：人） 

調査年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

世帯数 2 8 12 12 12 11 

人数 2 12 20 25 22 13 

（引用元：大崎上島町 空家バンク利用者推移） 

 

  ・島の玄関口に位置する大崎上島町観光協会や、行政、移住者支援を行う移住者友の 

会の「Ｉ縁の集い」と連携し、移住者の受け入れ態勢構築の協力支援を行うことで、 

島での継続的な生活を維持する仕組みの整備を行う。 

  ・島の生活様式に触れる体験型修学旅行生の受け入れによる、島民と島外民の交流を 

図る事で地域活性化を促す。 

 

②地域事業者の活性化«継続事業» 

・当会は各種生産、製造業社による異業種町おこしグループである「ＦＦアイラン 

ド大崎会（以下、ＦＦ会）」を発足しており、町の観光や物産を島外に向けてＰ 

Ｒ活動を行うことで、産業振興や地域活性化に貢献する。 
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  ・物産展や商談会など、ＦＦ会活動による外部への情報を発信する機会が多い。そ 

のため、ＦＦ会を通して商業系新規創業者の販路開拓や認知度向上を図り、事業 

者の経営支援を行う。 

 

③進水式の観光資源化«継続事業» 

  ・島内造船会社 3社により年間 10数回程度新造船の進水式が行われており、目前 

で巨艦の船舶が船台を滑り降りる様は一見の価値があることから、大崎上島町で 

はそれを観光資源と位置づけ、観光客の受け入れを行っている。 

  ・島内造船会社より進水式の日程を収集し、当会ＨＰなどで広報を行い、観光協会 

や地元宿泊施設と連携して観光客の誘致を積極的に推進する。 

 

④「大崎上島 OMOTENASHI隊」の普及«新規事業» 

  ・当会商業部会では「大崎上島 OMOTENASHI隊」と称し、おもてなし隊員(加盟店) 

事業者によって、商品の配送や送迎を行っており、お買い物が不便な利用者のサ 

ポートを行っている。 

  ・当会ＨＰや広報誌による広報活動を行うことで、高齢者の買い物支援や地域内店舗 

からの購入による経済活動の促進を図る。 

 

⑤オリーブオイル搾油機開発によるオリーブ栽培農家増加事業について«新規事業» 

  ・当会は、国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校、中国経済産業局 産業経 

営支援課、社会福祉法人大崎福祉会などの関係機関と連携し、オリーブ搾油機の 

開発事業を行っている。 

  ・実用機は、島内農業関係者による使用を認めることとしており、島内のオリーブ 

農家の増加を図っている。 

 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

○第 1期における取組と成果 

 ・造船、建設、小売業代表者 3名との情報交換会の開催回数を月 1回と予定していたが、 

代表者との日程調整や繁忙期のズレなどにより、年 4回の開催実績となった。 

 ・他地域の情報や町内金融情報収集を目的に開催し、従来行っていなかった近隣商工会、 

商工会議所の経営指導員定例会議や島内金融機関 4行との情報交換会を行う事で、情 

報の共有化を図った。事例として、共同で買い物動向調査や講習会を開催している。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

 ・支援対象業種の拡大により、造船、建設、小売業といった枠組みから当会商工会長、 

工業部会代表者、商業部会代表者 3名との情報交換会を行う。また、平成 28年度の 

開催実績より、月 1度の開催から年 4回の開催に変更する。 

 ・経営発達支援事業の円滑な実施に向け、小規模事業者の販路拡大と業績の向上に結び 

付く支援の取組みを強化し、他支援機関との連携を通じた情報交換を実施する。 
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・経営カルテ入力システム等を利用し、支援ノウハウ等を職員内で情報共有する。 

 

（１）目的 

・商工会における縦と横の繋がりを有効に活用するとともに、関係機関との連携強化を 

行う。 

 ・経営改善普及事業支援実施者として、他商工会や商工会議所などの支援機関と連携し 

協力する事で、小規模事業者に対する経営支援ノウハウ等に関する情報交換を行う。 

 

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・地域金融機関、外部支援機関及び専門家と連携し、定期的な情報交換会を行い、小規 

模事業者への支援ノウハウや地域の需要動向を把握する。 

 ・支援機関において情報を共有し、小規模事業者支援の基盤強化を図る。  

 

 ○第 2期計画での実施内容： 

① 島内事業者との情報交換会«継続事業» 

  ・当会商工会長、工業部会代表者、商業部会代表者 3名と事務局で年 4回、各業界 

の情報交換会を行う。 

・各業界の需要傾向を共有することで、地域循環型経済を目指す。 

 

② 金融機関との情報交換会«継続事業» 

  ・島内金融機関 4 行（広島銀行、もみじ銀行、呉信用金庫、広島市信用組合）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。 

  ・年 2回開催される日本政策金融公庫呉支店の経営改善貸付普及推薦団体連絡協議 

会に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。 

 

③ 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» 

  ・大崎上島町の近隣市町における商工会議所並びに商工会の経営指導員と「竹原広 

域連絡協議会指導員部会」を年 2回開催し、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。 

 

④ 支援機関との連携並びに情報交換«継続事業» 

  ・ミラサポ、よろず支援拠点、広島県商工会連合会等専門家派遣を要請した場合、 

個社支援事業者に、職員が随行し支援ノウハウを学び、経営カルテ入力システム 

等で職員内の情報共有を行う。 

 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

○第 1期における取組と成果 
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 ・平成 28年度は、経営指導員並びに指導職員を対象とした 14の研修会に、述べ 33名 

が参加した。 

 ・目標毎日開催であった経営指導員ミーティングを平成 28年度は週 1回しか開催でき 

ず、目標達成できなかった。 

 ・目標週 1回開催であった職員会議は、平成 28年度実績週 1回と目標を達成した。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

 ・第 2期においても、各職員の支援能力向上を図るため各種研修会に参加する。 

 ・専門家派遣制度を積極的に活用並びに同行することで、支援ノウハウを学び支援能力 

  の向上を行う。 

 ・研修会や専門家同行により得た支援ノウハウを職員内で迅速に共有する。 

 ・職員の資質向上並びに支援事業者の情報共有を兼ねた勉強会を開催する。 

 

（１）目的 

 ・広島県商工会連合会の定める研修体系要綱により、経営指導員、指導職員は専門及び 

一般研修に参加し知識の習得に取り組んでいるが、研修で得た知識を職員内で共有す 

る機会は少なく、担当者によって支援能力、相談対応に差が生じているため、職員全 

体の支援レベルの向上に取り組む。 

 

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・各種研修等による個々の支援能力向上を図るだけでなく、経営指導員だけでなく全職 

員の情報共有のため、システムの利用を推進する。 

 

 ○第 2期計画での実施内容： 

① 各種研修会への参加«継続事業» 

・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。 

  ・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が目的。 

      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 

指導を行う上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が中心。 

      商工会等専門スタッフ研修 
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    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、業務い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。 

・他地域の経営指導員と交流を持ち、見識を深め支援能力の向上に努める。 

 

② 専門家派遣を利用したＯＪＴ«継続事業» 

・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。 

・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。 

 

③ 支援ノウハウ並びに支援内容の内部共有«継続事業» 

・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。 

・システムの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。 

  ・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 

ウについて報告書を作成し、月に 2回、支援を行っている 1社の財務、事業内容に 

ついて全職員で情報を共有し、今後の支援方法について討論を行う。 

 

 

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 

○第 1期における取組と成果 

 ・平成 28年度は事業評価検討委員会を 3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。 

 

○今回の申請における取組の方向性 

 ・事業の成果や事業評価委検討委員会による評価、見直しの結果については、情報公開 

の観点から当会ＨＰや会報誌にて公表する。 

 

（１）目的 

 ・計画期間中に開催する事業評価検討委員会において、本計画の状況確認、成果の評価、 

見直し案について評価を受け、計画の円滑な実施に活用する。 

  

（２）事業内容 

 ○第 1期計画の評価等を踏まえた対応： 

 ・定期的に事業評価検討委員会を開催し、計画の円滑な実施を行う。 

 ・事業評価委員会による評価、見直し、結果については当会ＨＰや広報誌から公開する。 
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 ○第 2期計画での実施内容： 

 ○事業評価及び見直しをするための経営発達支援計画事業評価検討委員会«継続事業» 

・前回認定の計画から「経営発達支援計画事業評価検討委員会」設置している。 

  ・当商工会正副会長、行政、広島県商工会連合会、日本政策金融公庫呉支店支店長、 

   島内金融機関支店長、外部評価委員 3名により委員会としている。 

・委員会により、経営発達支援計画において、事業の実施状況、成果の評価、見直し 

 を行う。 

 

① 事業評価検討委員会の設置«継続事業» 

・事業評価委検討委員会は、大崎上島町商工会正副会長に加え、島内金融機関、日 

本政策金融公庫の他、大学教授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 3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。 

・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、事務局において事業計画につ 

いて改善案を検討する。 

   ・改善内容については、全職員で共有し、事業計画に反映する。 

 

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 

・事業の成果、評価、見直しの結果については、当会ＨＰや会報誌にて公表する。 

 

「平成 29年度第 1回 大崎上島町商工会経営発達支援計画事業評価検討委員会」委員名簿 

委員役職 氏名 所属 所属役職  

委員長 永田 靖 広島経済大学 経済学部 教授 外部委員 

委員 森下 隆典 大崎上島町 地域経営課 課長 行政 

委員 伊藤 浩司 日本政策金融公庫 呉支店 支店長 金融機関 

委員 宮浦 明久 広島銀行 木江支店 支店長 
地域金融

機関 

委員 濱田 晃 もみじ銀行 大崎支店 支店長 
地域金融

機関 

委員 西野 剛 呉信用金庫 大崎支店 支店長 
地域金融

機関 
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委員 松浦 一志 広島市信用組合 木江支店 支店長 
地域金融

機関 

委員 松浦 明治 大崎上島町商工会 会長 商工会 

委員 元樋 修宜 大崎上島町商工会 副会長 商工会 

委員 小川 裕壮 大崎上島町商工会 副会長 商工会 

委員 佐々井 洋明 広島県商工会連合会 事務局長  

委員 矢頭 真弓 ㈱ＨＲ 代表取締役 外部委員 

委員 長谷川 尚道 特定非営利法人 かみじまの風 理事 外部委員 

 

事務局 

氏名 所属 所属役職 

御堂 淳 大崎上島町商工会 事務局長 

渡川 誠之 大崎上島町商工会 総務課 課長 

森下 秀月 大崎上島町商工会 経営支援課 課長 

銭亀 敦 大崎上島町商工会 経営支援課 主事 
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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 8月末現在） 

（１）組織体制 

① 商工会  会員数  392名 

② 部 会  商業部会 260名 工業部会 113名 青年部会 36名 女性部会 89名 

      （会員の主要業種毎にそれぞれの事業に適切な改善発達を図るため設置） 

③ 役職員  役 員 27名（ 会長 1名 副会長 2名 理事 22名 監事 2名 ） 

       職 員  8名（ 事務局長 1名 経営指導員 3名 指導職員 2名  

記帳指導職員 2名 ） 

 

  【 組織図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・経営発達支援計画における目標達成に向けて、職員間の情報共有を密にし、活発な 

意見交換を行っていく。 

 ・事業を推進するにあたり、既存の商工会事業の検証、改善を含め、本会職員の得意 

分野を活かし、職員全体で事業者支援に取り組めるよう強固な実施体制で臨む。 

 ・経営発達支援計画の実施は、経営指導員 3名が主となって推進し、指導職員 2名と 

記帳指導職員 2名は補助的業務を行う。計画の進捗状況管理並びに統括は事務局長 

が行う。 

 ・必要に応じて、広島県商工会連合会並びに関係機関等と連携し、密度の濃い支援を 

受ける事で、各事業所に効果的な伴走型支援に取り組む。 

 

（２）連絡先 

   大崎上島町商工会 

    〒731-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野 4098番地 4 

          ＴＥＬ 0846-64-3505  ＦＡＸ 0846-64-3552 

          Ｅ－ｍａｉｌ kamijima-ohsaki@hint.or.jp 

          ＵＲＬ http://www.hint.or.jp/~kamijima-ohsaki/index.html 

 

商工会長 

副会長 

総会 

監事 

事務局長 

理事会 経営指導員 

各部会 
青年部・女性部 

指導職員 
記帳指導職員 

mailto:kamijima-ohsaki@hint.or.jp
http://www.hint.or.jp/%7Ekamijima-ohsaki/index.html
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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 

(30 年 4 月

以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 6,518 6,518 7,318 7,318 7,718 

 

中小企業景気動向調査 

経営分析事業費（専門家謝金他） 

講習会開催費（専門家謝金他） 

事業計画策定支援等フォローアップを

含めた支援費用（専門家謝金他） 

マーケティング調査委託費 

情報交換会における会議費 

職員研修旅費 

事業評価検討委員会（委員等謝金他） 

 

1,400 

108 

108 

2,500 

 

2,000 

12 

110 

280 

1,400 

108 

108 

2,500 

 

2,000 

12 

110 

280 

1,400 

108 

108 

2,500 

 

2,800 

12 

110 

280 

1,400 

108 

108 

2,500 

 

2,800 

12 

110 

280 

1,400 

108 

108 

2,500 

 

3,200 

12 

110 

280 

（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、国庫補助金、県補助金、町補助金、事業受託費 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。 

 

 



３２ 
 

（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

①中小企業景況調査«継続事業» 

②中小企業景気動向調査«継続事業» 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①小規模事業者の掘り起し«継続事業» 

②経営状況の分析方法«継続事業» 

③活用方法«継続事業» 

３．事業計画策定支援に関すること【指針①】 

①「事業計画の作成方法講習会」の開催«新規事業» 

〈事業計画策定対象毎の支援の考え方・指導内容〉 

①持続的発展を希望する事業者«新規事業» 

②経営改善«新規事業» 

③経営革新«継続事業» 

④事業承継等«新規事業» 

⑤創業«新規事業» 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  ①巡回訪問等によるフォローアップ支援について«継続事業» 

〈事業計画策定対象毎の支援の考え方・指導内容〉 

①持続的発展を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«新規事業» 

②経営改善に伴う売上確保等を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアッ 

 プ«新規事業» 

③経営革新を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«継続事業» 

④事業承継等を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«新規事業» 

⑤創業を目的とした事業計画策定事業者へのフォローアップ«新規事業» 

⑥資金調達等の支援«継続事業» 

⑦専門家並びに関係機関との連携«継続事業» 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①ブルーベリー・オリーブ・柑橘類等島内農業生産物を使用した加工食料品等の 

マーケティング（アンケート)調査の実施について«新規事業» 

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ブルーベリー・オリーブ・柑橘類等島内農業生産物を使用した加工食料品製造 

又は販売事業者等への支援«新規事業» 

②事業(会社)概要書・ＨＰの作成支援・指導«継続事業» 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
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①移住者の定住促進«継続事業» 

②地域事業者の活性化«継続事業» 

③進水式の観光資源化«継続事業» 

④「大崎上島 OMOTENASHI隊」の普及«新規事業» 

⑤オリーブオイル搾油機開発によるオリーブ栽培農家増加事業について«新規事 

業» 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

①島内事業者との情報交換会«継続事業» 

②金融機関との情報交換会«継続事業» 

③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» 

④支援機関との連携並びに情報交換«継続事業» 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

①各種研修会への参加«継続事業» 

②専門家派遣を利用したＯＪＴ«継続事業» 

③支援ノウハウ並びに支援内容の内部共有«継続事業» 

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 

○事業評価及び見直しをするための経営発達支援計画事業評価検討委員会«継続 

事業» 

 

連携者及びその役割 

 

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 

  ○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○中国税理士会  ＴＥＬ：082-246-0088 

    会長 灘 博明 

    広島市中区袋町 4番 15号 

 

２．経営状況の分析に関すること 

  ○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○中小企業基盤整備機構 中国本部  ＴＥＬ：082-502-6300 

    本部長 井上 秀生 

広島県広島市中区八丁堀５− ７ 住友生命広島八丁堀ビル 3F 

  ○中国税理士会  ＴＥＬ：082-246-0088 

    会長 灘 博明 
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広島県広島市中区袋町 4-15 

  ○中国税理士会 竹原支部  ＴＥＬ：0846-22-1093 

    支部長 高杉 薫二 

    広島県竹原市中央 3丁目 12-6 

  ○一般社団法人 広島県中小企業診断協会  ＴＥＬ：082-569-7338 

    会長 岸本 実 

    広島県広島市中区千田町 3丁目 7番 47号 

  ○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 

    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○日本政策金融公庫 呉支店  ＴＥＬ：0823-24-2600 

    支店長 伊藤 浩司 

    広島県呉市本通 4-7-1-201 

  ○ウハラ経営人事  ＴＥＬ：082-437-2158 

    代表 宇原 浩二 

    広島県東広島市河内町入野 4970-1 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○中国税理士会  ＴＥＬ：082-246-0088 

    会長 灘 博明 

広島県広島市中区袋町 4-15 

  ○中国税理士会 竹原支部  ＴＥＬ：0846-22-1093 

    支部長 高杉 薫二 

    広島県竹原市中央 3丁目 12-6 

  ○一般社団法人 広島県中小企業診断協会  ＴＥＬ：082-569-7338 

    会長 岸本 実 

    広島県広島市中区千田町 3丁目 7番 47号 

  ○公益財団法人広島市産業振興センター  ＴＥＬ：082-278-8880 

    理事長 皆本 也寸志 
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広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

  ○広島市中小企業支援センター  ＴＥＬ：082-278-8032 

    所長 土佐 計 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

  ○広島県事業引継支援センター  ＴＥＬ：082-555-9993 

    統括責任者 平野 勝正 

    広島県広島市中区基町５－４４ 広島商工会議所ビル 7階 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○中国税理士会  ＴＥＬ：082-246-0088 

    会長 灘 博明 

広島県広島市中区袋町 4-15 

  ○中国税理士会 竹原支部  ＴＥＬ：0846-22-1093 

    支部長 高杉 薫二 

    広島県竹原市中央 3丁目 12-6 

  ○一般社団法人 広島県中小企業診断協会  ＴＥＬ：082-569-7338 

    会長 岸本 実 

    広島県広島市中区千田町 3丁目 7番 47号 

  ○公益財団法人広島市産業振興センター  ＴＥＬ：082-278-8880 

    理事長 皆本 也寸志 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

  ○広島市中小企業支援センター  ＴＥＬ：082-278-8032 

    所長 土佐 計 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

  ○広島県事業引継支援センター  ＴＥＬ：082-555-9993 

    統括責任者 平野 勝正 

    広島県広島市中区基町５－４４ 広島商工会議所ビル 7階 

○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 
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    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○日本政策金融公庫 呉支店  ＴＥＬ：0823-24-2600 

    支店長 伊藤 浩司 

    広島県呉市本通 4-7-1-201 

  ○ウハラ経営人事  ＴＥＬ：082-437-2158 

    代表 宇原 浩二 

    広島県東広島市河内町入野 4970-1 

   

５．需要動向調査に関すること 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○一般社団法人 広島県中小企業診断協会  ＴＥＬ：082-569-7338 

    会長 岸本 実 

    広島県広島市中区千田町 3丁目 7番 47号 

  ○公益財団法人広島市産業振興センター  ＴＥＬ：082-278-8880 

    理事長 皆本 也寸志 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

  ○広島市中小企業支援センター  ＴＥＬ：082-278-8032 

    所長 土佐 計 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 

    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○大崎上島町観光協会  ＴＥＬ：0846-65-3455 

    会長 末光 巌 

    広島県豊田郡大崎上島町東野 6625-61 

  ○日本政策金融公庫 呉支店  ＴＥＬ：0823-24-2600 

    支店長 伊藤 浩司 

    広島県呉市本通 4-7-1-201 

  ○㈱ホテル清風館  ＴＥＬ：0846-62-0555 

    代表 角南 正之 
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    広島県豊田郡大崎上島町沖浦 1900 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○一般社団法人 広島県中小企業診断協会  ＴＥＬ：082-569-7338 

    会長 岸本 実 

    広島県広島市中区千田町 3丁目 7番 47号 

  ○公益財団法人広島市産業振興センター  ＴＥＬ：082-278-8880 

    理事長 皆本 也寸志 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

  ○広島市中小企業支援センター  ＴＥＬ：082-278-8032 

    所長 土佐 計 

広島県広島市西区草津新町 1-21-35 

○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 

    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○日本政策金融公庫 呉支店  ＴＥＬ：0823-24-2600 

    支店長 伊藤 浩司 

    広島県呉市本通 4-7-1-201 

  ○大崎上島町観光協会  ＴＥＬ：0846-65-3455 

    会長 末光 巌  

    広島県豊田郡大崎上島町東野 6625-61 

  ○大崎上島漁業協同組合  ＴＥＬ：0846-63-0302 

    組合長 濱中 国雄 

広島県豊田郡大崎上島町沖浦 1138-1 

  ○大崎内浦漁業協同組合  ＴＥＬ：0846-64-4217 

    組合長 中村 修二 

広島県豊田郡大崎上島町中野 4930-21 

  ○広島ゆたか農業協同組合  ＴＥＬ：0823-66-2011 

組合長 金子 仁 
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広島県呉市豊町大長 5915-8 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

  ○大崎上島町  ＴＥＬ：0846-65-3111 

    町長 高田 幸典 

    広島県豊田郡大崎上島町東野 6625番地 1 

  ○大崎上島町観光協会  ＴＥＬ：0846-65-3455 

    会長 末光 巌  

    広島県豊田郡大崎上島町東野 6625-61 

○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 

    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○特定非営利活動法人かみじまの風  ＴＥＬ：0846-67-5530 

    代表 横本 正樹 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 1834  

  ○大崎上島漁業協同組合  ＴＥＬ：0846-63-0302 

    組合長 濱中 国雄 

広島県豊田郡大崎上島町沖浦 1138-1 

  ○大崎内浦漁業協同組合  ＴＥＬ：0846-64-4217 

    組合長 中村 修二 

広島県豊田郡大崎上島町中野 4930-21 

  ○広島ゆたか農業協同組合  ＴＥＬ：0823-66-2011 

組合長 金子 仁 

広島県呉市豊町大長 5915-8 

  ○中国経済産業局  ＴＥＬ：082-224-5658（経営支援課） 

中国経済産業局長 波留 静哉 

広島県広島市中区上八丁堀 6番 30号 

  ○国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校  ＴＥＬ：0846-67-3022 

校長 辻 啓介 

広島県豊田郡大崎上島町東野 4272-1 

  ○社会福祉法人大崎福祉会  ＴＥＬ：0846-64-5112 

代表者 濱田 紀幸 
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広島県豊田郡大崎上島町大串 3032-1 

  ○木江地区造船組合 

理事長 松浦 明治 

広島県豊田郡大崎上島町木江 5067-9 

  ○木江地区造船海運振興協議会 

会長 高田 幸典 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 5067-9 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 

    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○近隣商工会・商工会議所 

    竹原商工会議所  ＴＥＬ：0846-22-2424 

    会頭 山本 靜司 

広島県竹原市中央 5丁目 6-28 

安芸津町商工会  ＴＥＬ：0846-45-4141 

会長 山下 勇治 

広島県東広島市安芸津町三津 1649-1 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 

    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

 

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 

○広島県商工会連合会  ＴＥＬ：082-247-0221 

    会長 熊高 一雄 
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    広島県広島市中区大手町 3丁目 3-27 大手町マンション 2F 

  ○大崎上島町  ＴＥＬ：0846-65-3111 

    町長 高田 幸典 

    広島県豊田郡大崎上島町東野 6625-1 

○地域金融機関 

広島銀行 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0261 

    支店長 宮浦 明久 

    広島県豊田郡大崎上島町木江 254-2 

もみじ銀行 大崎支店  ＴＥＬ：08446-64-2630 

    支店長 濱田 晃 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5577-3 

   呉信用金庫 大崎支店  ＴＥＬ：0846-64-3550 

    支店長 西野 剛 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 5530-7 

   広島市信用組合 木江支店  ＴＥＬ：0846-62-0007 

    支店長 田原 裕士 

    広島県豊田郡大崎上島町木江甲 4968-21 

  ○日本政策金融公庫 呉支店  ＴＥＬ：0823-24-2600 

    支店長 伊藤 浩司 

    広島県呉市本通 4-7-1-201 

  ○特定非営利活動法人かみじまの風  ＴＥＬ：0846-67-5530 

    代表 横本 正樹 

    広島県豊田郡大崎上島町中野 1834  

 

連携体制図等 
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大崎上島町商工会 
【経営発達支援計画】 

小規模事業者 

行政 
（広島県・大崎上島町・竹原市） 

大崎上島町観光協会 

木江地区造船海運振興協議会 

木江地区造船組合 

地域経済活性化 
（イベント・事業 等） 

大崎内浦漁業協同組合 

大崎上島漁業協同組合 

広島ゆたか農業協同組合 

広島県商工会連合会 

地域金融機関 

中小基盤整備機構 中国本部 

日本政策金融公庫 

中国税理士会 

専門家 

広島市中小企業支援センター 

公益財団法人広島市産業振興センター 

広島県事業引継支援センター 

一般社団法人 広島県中小企業診断協会 

中国経済産業局 

社会福祉法人 大崎福祉会 

近隣商工会 
・商工会議所 

特定非営利活動法人かみじまの風 

国立高等専門学校機構広島商船高等専門学校 
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