
経営発達支援計画の概要 

実施者名 世羅町商工会（法人番号 3240005011569） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年間） 

目  標 

 地域経済を支える小規模事業者の持続的発展を支えるために、事業計画の策定

や事業実施といった支援を継続的に行うことが求められている。そのため当商工

会は、世羅町を取り巻く外部環境を調査分析し、各事業所に有効な情報を提供す

ることで自社の強みを活かした「逸」の商品やサービス、技術等を創出し、各々

の事業領域に応じた販路開拓支援を行う。さらに、事業実施に際しては、各種支

援団体との連携はもとより、商工会全職員の伴走型チーム支援と融合させること

により、経営課題の改善に向けて支援することを目的とする。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

(1)地域の経済動向調査 

①行政等の調査データ等により把握される経済動向について調査、分析 

②調査、分析内容について内部共有を図り、経営支援に活用 

(2)「逸」探しのための経営分析 

①窓口、巡回訪問による経営課題の把握及び抽出 

②経営分析セミナーの開催 

③専門家による個別相談会の開催 

④専門家派遣制度の活用 

(3)「逸」の創出、成長、発展を目指す事業計画策定支援 

①事業計画策定セミナーの開催 

②専門家による個別相談会の開催 

③商工会全職員のチーム型支援、ミラサポ、世羅町人材育成事業を融合した

事業計画の策定支援 

④創業に際しての事業計画策定支援 

(4)「逸」の実現に向けた事業計画策定後の実施支援 

①計画策定後 3年間を重点支援期間としたフォローアップの実施 

  ②商工会全職員のチーム型支援、ミラサポ、世羅町人材育成事業を融合した

事業実施の支援 

  ③実施に係る各種制度の活用による支援 

(5)需要動向調査 

  ①既存事業データの活用 

  ②道の駅世羅におけるレジ通過データの活用 

  ③各種需要動向情報の収集、提供、活用 

(6)創出した「逸」の販路開拓支援 

 ①売れるものづくり、場所づくり、売れる人・仕組みづくり 

②連携先支援機関の実施事業の活用 

③「逸」の情報発信及びプレスリリース 

２．地域経済の活性化に資する取組 

(1)デマンド交通事業による活性化 

(2)世羅とくとく商品券事業による活性化 

(3)農商工観連携による活性化 

連絡先 

〒722-1121 広島県世羅郡世羅町西上原 121-5 

世羅町商工会  TEL：0847-22-0529  FAX：0847-22-3415 

 http://marusera.com   MAIL：sera@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．当地域（世羅町の概要） 

【自然的条件・人口推移・経済的条件】 

 

世羅町は、平成 16 年 10 月に旧甲山町、

旧世羅町、旧世羅西町の行政合併により誕

生した広島県の中東部に位置する中山間地

域である。 

面積は 278.14ｋ㎡あり、県内 23 市町中

14 番目の大きさの自治体である。 

地形は、標高 350ｍ～450ｍの台地を形成

し、通称で世羅台地と呼ばれている。 

その世羅台地には、瀬戸内海に流れる芦

田川水系と、日本海に流れる江の川水系の

分水嶺が存在し、年平均気温は 12.5 度、年

間降水量 1,393 ㎜となっている。 

世羅町住民基本台帳によると平成 27 年 12 月末日現在、人口 17,075 人、世帯数 6,886 世帯と

なり、少子高齢化で自然減による人口減少に歯止めがかからない過疎地域である。 

人口減少の要因は、出生者数が年間約100人に対し高齢者等の死亡者数が年間約300人に上り、

毎年約 200 人の自然減となっている要因に加え、就職や就学による転出超過も重なり、大幅な人

口減が進んでいる。 

 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 32 年 平成 37 年

総 人 口 21,684  20,735  19,690 18,866 17,549 15,168  14,030 

世 帯 数 6,466  6,512 6,493 6,588 6,504 6,122 5,830

        （出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所）

Ⅱ．当地域の現状と課題 

 

１．当地域の現状 

（１）事業所の状況   

①地域の事業所の状況 

平成 24 年経済センサスにおいて、町内の商工業者数 815 事業所、小規模事業者数は 695

事業所と示された。平成 18 年の調査時と比べ、商工業者数は 176 事業所が減少（17.8％

減）、小規模事業者数は 144 事業所が減少（17.2％減）している。 

商工業者数の減少と比例し、町内の従事者数も 956 人の減少（15.3％減）となっている。

更に、町内総生産は約 11,861 百万円減少（20.0％減）、第 2次産業の落ち込みが激しい。

 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 

商工業者数 991 事業所 886 事業所 815 事業所

小規模事業者数 839 事業所 776 事業所 695 事業所

商工業従事者数 6,244 人  5,593 人  5,288 人  

町内総生産 59,350 百万円 51,925 百万円 47,489 百万円

 内 第 2 次産業 17,797 百万円 13,282 百万円 9,794 百万円

 内 第 3 次産業 35,847 百万円 32,730 百万円 31,162 百万円
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           （出典：企業統計調査、経済センサス、広島県市町民経済計算）

 

②商工会会員事業所の状況 

平成 27 年 12 月 31 日現在、世羅町商工会の会員事業所数は 592 事業所、組織率は 72.6％

である。会員事業所の内、小規模事業者が 529 事業所（89.4％）を占めている。 

経済センサスによると、高齢化や後継者不足による廃業が後を絶たず、町内の商工業者数、

小規模事業者数ともに大幅な減少を辿っている。そのような状況下において、平成 24 年

度から世羅町と世羅町商工会が連携して、世羅町人材育成助成金事業（後継者育成、研修

等受講、専門家派遣）および世羅町新規創業支援助成金事業を立上げ、積極的かつ効果的

に事業所支援に活用している。この事業実施の結果として、新規会員の加入増進と任意脱

退の抑制が効果として表れてきている。平成 24 年度以降、会員数の減少に歯止めを掛け

ることができ、会員数はわずかであるが増加傾向に転じている。 

（出典：世羅町商工会総代会資料、商工会基幹システム）

 

（２）観光産業及び観光事業の状況 

地域内には、全国高校駅伝大会で男子優勝 9回・女子優勝 1回を誇る世羅高校がある。その

影響から町内では駅伝が盛んである。その他にも、300 年を超える歴史を持つ甲山廿日えびす

が毎年 8月に 2日間開催され、町内外からの 2万人を超える見物客で賑わう。 

基幹産業は「農業（水稲）」であるが、農業から派生した果樹と花の観光農園が「観光産業」

として育ってきており、中国地方では認知度が高まっている。町の主要産業となった観光産業

において、総観光客数は平成 26 年度で町人口の約 100 倍の 154 万人を数え、1 人当たりの観

光消費額は 1,282 円となっている。 

 平成 17 年 平成 19 年 平成 21 年 平成 23 年 平成 25 年 平成 26 年

総 観 光 客 1,551 千人 2,063 千人 1,906 千人 1,797 千人 1,631 千人 1,540 千人

一人当たり

観光消費額 
1,127 円 1,142 円 1,081 円 1,119 円 1,230 円 1,282 円

                            （出典：広島県入込観光客動向）

 

平成 27 年 3 月には、山陽（尾道市）と山陰（松江市）を結ぶ中国横断自動車道（愛称：中

国やまなみ街道）が開通、平成 27 年 5 月には「道の駅 世羅」がオープンし、これを契機に

総観光客数が急激に増加に転じ商機が発生している。 

町内では年間を通じて大小さまざまなイベントが実施されている。駅伝の町世羅ならでは

といえる、旧町単位での町民駅伝大会が実施されるほか、中国実業団駅伝と中国女子世羅駅

伝の開催地にもなっている。また、世羅町の特色のある食と農業を一体化した、世羅マルシ

ェやスローフードフェスタなども定期的に開催されている。しかしながら、各事業者（小売・

飲食・サービス業等）はイベントとの連携や連動が断片的ないし限定的であり、事業経営に

 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 平成 26 年 

会員数 内小規模 会員数 内小規模 会員数 内小規模 会員数 内 小規模

建設業 198 190 157 142 144 140 140 136

製造業 82 73 77 65 69 64 70 64

卸売業 12 11 8 8 10 8 12 10

小売・飲食業 219 200 197 167 198 173 199 173

サービス業 122 110 120 92 109 98 113 101

その他 52 35 45 40 58 46 58 45

合 計 685 619 604 514 588 529 592 529
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上手く活用できていない状況が見受けられる。 

 

２．当地域の課題 

（１）経営基盤の構築 

当地域の商工業者のうち実に約 85％、商工会員内においては約 90％が小規模事業者で占め

られている。企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、経営資源（人・もの・金・情報）で

圧倒的劣勢に立たされている小規模事業者の多くは、今のままでは事業の存続が危ぶまれる状

況に直面している。 

その要因は少子高齢化、人口減少、中山間地域における過疎化、企業の海外進出による国内

産業の空洞化など外的なものだけでなく、自社の強みを磨き、地域経済の動向や市場の変化に

対応した経営改善が不十分であったことも挙げられる。 

限られた経営資源の中で、最新の経済トレンドや業界動向、市場マーケットなどの情報収集

と分析を行い、これらの情報をもとに将来の経済動向と需要動向をしっかりと見据え、確固た

る事業計画に基づいた経営基盤の構築が課題である。 

 

（２）人口減少下での売上確保 

一部の都市部を除き、全国的に抱える人口減少に起因して、就労場所および就労人口が減少

している。当然のことながら域内での購買消費額も減少となり、域内市場は縮小傾向が続いて

いる。それに併せ、他社との競合激化や消費者ニーズの多様化、法的規制の複雑化など経営環

境は常に変化している。 

人口減少を含む経営環境の変化に起因する様々な諸課題に対し、従来の経営を見つめ直して

適切な対策を講じることが不可欠となる。 

小規模事業者の置かれた現状に即した、明確な経営方針を打ち出し、また、実行していくこ

とで、売上と利益を確保することが課題である。 

 

（３）観光消費の獲得 

近年、花と果樹の観光農園を中核とした観光産業が注目を浴びていたが、平成 27 年 3 月に

山陽（尾道市）と山陰（松江市）を結ぶ中国横断自動車道（愛称：中国やまなみ街道）が全線

開通した。続いて、平成 27 年 5 月に「道の駅 世羅」がオープンし、世羅町の観光産業が更

に大きく注目を集め、総観光客数が一気に増加傾向に転じたと推測される。 

世羅町を観光する中で、多くの方々が道の駅世羅に立ち寄り、世羅町の観光情報や地域特産

品などを求めている状況である。 

しかしながら、道の駅世羅が保有する観光客の観光ニーズや購買消費動向など、最新情報が

域内の小規模事業者にフィードバックできていない。この最新情報を活かした商品開発や商品

提供などで、商機を逃さず域外需要の取込を実現するための売れる仕組みづくりが課題であ

る。 

 

Ⅲ．当地域の中長期な振興のあり方 

 

上記の現状を踏まえ、世羅町商工会では、小規模事業者の中長期的な“あるべき姿”を「個々

の事業者が独自の強みを生かした事業を展開し、且つ、地域の農業・商業・工業・観光の事業者

がそれぞれの強みを持ち寄って連携事業を行うことによって、売上高と収益を確保し、持続的発

展を遂げる」ことに置く。 

一方、世羅町役場は、今後 10 年間の第 2次長期総合計画において、「人口減少と地域経済縮小

の克服」と「まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立」を基本的な考え方とし、その重点戦略

として次の 3つを掲げ、地域振興を図ることにしている。 

 

１．産業振興を通じて若い世代の就労の場づくり 

２．若い世代を中心とした移住定住促進と環境づくり 
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３．各地域における活力と生活の基盤づくり 

 

世羅町商工会では、上記の“あるべき姿”を踏まえ、且つ、世羅町の地域振興の一翼を担うべ

く、中長期的な支援を次のとおり掲げ、小規模事業者の振興に取り組む。 

 

１．小規模事業者の強みを生かした経営力強化の推進 

２．新規事業の創出 

３．自社の強みと地域資源を活用した農・商・工・観光事業の連携事業の推進 

 

Ⅳ．経営発達支援事業の目標 

 

１．小規模事業者の経営発達支援（建設業・製造業・小売、飲食、サービス業など全てを対象）

今までの経営改善普及事業では受動的な経営支援に留まり、知っていることを教える業務、つ

まり手続き指導型の業務であった。必ずしも事業者に寄り添った支援ができていなかった結果、

小規模事業者の多くは経営環境の変化や時代の潮流に対応できず、事業継続を断念した事業者も

多く存在した。 

今後は、小規模事業者にしか持たない、小規模事業者にしか出来ない「自社の強み＝“逸”（※

注）」をキーワードに、小規模事業者それぞれの強みと需要動向を見据えた“事業計画の策定”

と“事業計画の実行と見直し”を商工会全職員による伴走型支援を行うことで、小規模事業者の

持続的発展を実現することを目標に掲げる。 

（※注）ここで掲げる「逸」とは、小規模事業者が保有する内部資源の中において、特に「優

れているもの」「魅力的なもの」を言う。 

 

２．5年間の数値目標（平成 28 年度から平成 32 年度まで） 

（１）事業計画策定事業所数 

1 年目～5年目：年間 36 事業所×5ヶ年＝180 事業所 

（２）事業計画フォローアップ実施回数 

1 年目：事業計画策定 36 事業所×年間 4回＝144 回 

2 年目：事業計画策定 72 事業所×年間 4回＝288 回 

3 年目：事業計画策定 108 事業所×年間 4回＝432 回 

4 年目以降、3年目実施回数の繰り返し 

 

Ⅴ．目標達成に向けた方針 

 

行政、ひろしま産業振興機構、観光協会、各金融機関、ＪＡ等と連携し、世羅町を挙げて目標

達成に向け取り組む。 

下記に掲げる事業実施を通じて、売上の改善、利益の確保を実現させ、「持続的発展」の経営

へ導き、「事業計画の策定および実行と改善」を繰り返し行うことで、強固な経営基盤をも確立

する。経営発達支援計画の実施期間内で、町内の各事業所が改善や発展を繰り返すことで、域内

の経済活動や消費行動が活発化し、ひいては観光消費額の増加に繋がることを目指す。 

 

Ⅵ．当商工会の経営発達支援事業の支援方法と果たすべき役割 

 

１．職員が連携して各事業所への「巡回訪問」を実施し、経営状態の分析を行うために必要な「各

種の事業所情報を収集」する。 

 

２．各事業所データを商工会内で共有したのち、全職員と専門家の知識とノウハウを注入し、

経営基盤、組織、人材、財務、事業領域、ターゲットとする顧客等の「調査分析」を行う。 
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３．各事業所の調査分析結果から「自社の強みを導き出す」とともに、「課題を提示」する。 

 

４．自社の強みと世羅町を取り巻く地域動向や業界動向、需要動向の調査結果を融合させ、実

現可能な「事業計画の策定」を行う。 

 

５．事業所が抱える経営諸課題に対し、ミラサポ専門家派遣事業、世羅町人材育成事業（専門

家派遣・研修会等支援）、世羅町預託融資制度、利子補給制度等を活用して、「経営課題の改

善、克服」へ向けて商工会職員による「チーム型支援」を行う。 

 

６．策定した事業計画に沿い、ミラサポ専門家派遣事業、世羅町人材育成事業（専門家派遣）、

商工会チーム型支援で自社の強みをさらに磨き上げ、各事業所それぞれ唯一無二の「逸品・

逸サービス・逸技術を創出」する。 

 

７．各事業所が創出した逸品・逸サービス・逸技術に、新たな商品役務の提供方法等を盛り込

んだ「経営革新計画の承認」に向けた支援を行う。 

 

８．事業計画や経営革新計画を策定した事業所に対して「フォローアップ体制を構築」し、定

期的かつ継続的に事業推進の支援を行う。 

 

９．各事業所が創出した逸品・逸サービス・逸技術を、商業系では展示会、商談会、地域物産

館、高速道路ＳＡ、百貨店、コンビニ、ローカルエリア、全国エリア、海外進出など、各事

業領域に合わせた「販路開拓」支援を行う。工業系ではひろしま産業振興機構、工業技術セ

ンターなどの制度を活用して「技術伝承」「事業パートナー創出」「ビジネスマッチング」「一

人親方の事業引継」などの支援を行い、売上改善による経営基盤の安定化を図る。 

 

１０．世羅町と綿密な連携を図り世羅町人材育成事業（後継者育成支援）の制度を発展させ、各

事業所に対して柔軟な活用を行って「後継者育成と持続的発展」を支援する。 
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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 28 年 4 月 1日～平成 33 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】 

 

小規模事業者が地域において経営の持続的発展を図るためには、その地域の経済動向をしっか

りと把握・分析し、それに基づいた事業計画の策定と実施が必要不可欠である。当会では、行政

や民間団体において実施されている各種調査データに加え、既存事業である記帳・確定申告・労

働保険・金融斡旋やその他事業等の実施から得られる、管内の経済動向についても調査・分析し、

小規模事業者がこれらを有効に活用できる体制の構築を目指す。 

 

（現 状） 

（１）行政や民間団体において実施されている各種調査データ（世羅町統計データブック、経

済センサス、ひろぎん経済研究所発行のカレントひろしま・中国地方の経済等）について、

冊子等での回覧により情報を確認する程度で、その活用方法は個人に依存されている。 

 

（２）既存事業である記帳・確定申告・労働保険・金融斡旋やその他事業等の実施から得られる

管内の経済動向については、記録として蓄積されているものの経営計画の策定や経営支援に

活用できるレベルのデータとして分析・加工まで至っていない。 

 

（課 題） 

  今後は、行政や民間団体の各種調査データ及び当会の既存事業より把握される経済動向につ

いて、経営計画の策定や経営支援に活用するためのデータ分析を行う。また、分析された経

済動向データを効果的に活用する手法と情報の共有体制を確立させることが課題である。 

  

（事業内容） 

（１）行政や民間団体の各調査データ及び当会の既存事業より把握される経済動向から、次にあ

げる項目について調査・分析する。 

 

①世羅町統計データブック（世羅町発行の統計データ 毎年８月更新） 

   人口及び世帯数、将来人口、産業別人口及び事業所数、町民経済計算、入込観光客等の推

移等を調査・分析する。 

 

②小規模企業白書（中小企業庁） 

小規模事業者における事業者数、従業員数、売上高、従業員１人あたりの売上高と付加価

値額、従業者数の構成、常用雇用者の有無、手取り年収、経営者の年齢・実労時間・定休

日等について業種構成別（産業大分類・中分類・小分類、個人事業者・法人）の調査・分

析する。全国的な実態・構造を把握することで、自社と比較検討する基準として活用する。

 

③融資データ（町預託融資制度・公庫） 

町預託融資制度（４．事業計画策定後の実施支援 事業内容（４）金融面での支援策参照）

及び公庫のマル経融資の実行実績より、年間利用件数、年間実行額、個別融資額、資金用

途等から地域経済の動向を調査・分析する。 
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④既存事業データ 

   記帳業務、確定申告業務、労働保険業務、世羅とくとく商品券事業（Ⅱ．地域経済の活性

化に資する取組 2.世羅とくとく商品券事業による活性化参照）より、全体及び業種別売

上動向・利益・所得動向・雇用動向・業種別利用額等から地域の経済動向を調査・分析す

る。 

 

⑤地域金融機関データ（ひろぎん経済研究所発行：カレントひろしま・中国地方の経済、そ

の他機関の発表する統計データ等） 

景気動向、生産活動、個人消費、建設投資、公共投資、貿易動向、物価動向、企業倒産、

雇用動向、金融関係指標、地域における小売の現状等、支援対象事業に関連する経済動向

の収集と編集を通じ、調査・分析する。 

 

（２）（１）で調査・分析した内容について、内部共有を図り、地域の経営支援機関として、個

及びチームとしての研鑽に繋げると共に、次にあげる活用方法を実施する。 

 

  ①窓口・巡回業務における経営相談に際し、当該事業所に有用と思われる上記調査から得ら

れた経済動向データを提供する。提供したデータについては、事業者と共にその傾向を読

み解き、分析し、経営改善に向けた事業計画の策定に活用できるよう支援する。 

 

  ②理事会や各種部会、セミナー・講演会等、管内事業所が集う機会に、上記調査から得られ

た経済動向の内容を書面にまとめ、概要について口答で説明を加え、情報の発信に努める

と共に、小規模事業所の経済動向に対する活用意識の向上を図る。 

 

  ③年間 6 回発行の商工会報に、上記調査から得られた経済動向の概要を適時掲載すると共

に、詳細についてはホームページで公開、随時更新し、必要に応じてデータソースへのリ

ンクを掲載する。これにより小規模事業者が常に最新の経済動向を閲覧するとこが可能と

なり、精度の高い事業計画の策定の一助となる。 

 

  ④経済動向の調査・分析・加工・発信作業を統括担当者の指揮のもと、全職員が各々の役割

を担う。さらに、商工会報やホームページ、書面等で発信される情報の編集・校正作業を

通じ、個の資質向上と全職員の情報共有を図る。 

 

（目 標） 

（１）世羅町統計データブックの調査・分析…年 1回実施 

 

（２）小規模企業白書の調査・分析…年 1回実施 

 

（３）融資データ（町預託融資・公庫）の調査・分析…年 2回実施／対象 220 社（全利用事業所）

 

（４）既存事業データの調査・分析 

   記帳業務…年 1回／対象 83 事業所 

確定申告業務…年 1回／対象 200 事業所 

世羅とくとく商品券事業の調査・分析…年 1回／対象 210 社（全加盟店） 

 

（５）その他機関の発表する統計データの調査・分析…各年 1回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
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小規模事業者の持続的発展には、事業計画の策定と実施が必要不可欠であることは、先に述べ

た通りであるが、事業計画の策定に先立って必要となるものが、自社の現状を把握することであ

り、その作業が経営分析である。経営発達支援事業の目標として「小規模事業者それぞれに強み

となる「逸」を創出」、「経営方針を明確化した上で、「逸」を柱とした事業計画策定と実施によ

る売上確保」と表している。因って自社の強みである「逸」探しを行う必要がある。 

 

（現 状） 

（１）事業計画の策定が必須となる相談案件（経営革新の承認、ものづくり補助金・持続化補助

金・創業補助金等の各種補助金の申請、マル経融資など）に対し場当り的な対応となり、そ

れぞれに求められる基準で必要となる項目のみに関し、経営分析を実施している。 

 

（２）記帳、確定申告業務により作成された決算書についての内容説明は、現在、各担当者の裁

量に委ねられている。そのため、売上や経費に対する適正な計上に関する指導や、税額の算

出などが主な指導内容となっており、財務分析まで至っていないケースが大半である。 

 

（課 題） 

個々の経営指導員により経営分析のやり方にバラツキがあった。今後は、経営状況の分析を

一致した手法で行い、事業者の経営実態を客観的に見つめ、問題点の洗い出しを行うため、事

業計画策定の入り口となる経営分析を実施することが必要である。経営分析の中で、各事業者

の「逸」となりうるものの洗い出しを行う。 

 

（事業内容） 

（１）窓口・巡回業務で受ける各種経営相談（経営・金融・税務・財務・販路開拓相談）に際し、

経営課題の根本解決に向け、まず自社の現状を把握するために経営分析の実施を積極的に提

案し、事業計画の策定に繋げる。 

  

①安全性、収益性、生産性等の分析を行う。 

   既存事業である記帳業務・確定申告業務で把握している事業所に対しては、財務分析を実

施し、その内容を説明する機会を積極的に創出する。また財務諸表を把握していない事業

者については、財務分析の必要性を伝え、分析に必要なデータの把握を推し進める。 

 

【分析する項目】 

1)安全性：自己資本比率、流動比率、借入金月商倍率等 

 

2)収益性：売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率等 

 

3)生産性：売上高対労務費比率、売上高対販管費比率、付加価値比率(売上高対加工高比

率）、労働分配率(加工高対人件費率）等 

 

4)業種別重要指標 

    a.卸売業 一般的に「薄利多売」といわれている卸売業においては、少ない人手で多く

の利益を生み出すことが求められるため、『労働生産性』を分析する。 

 

『労働生産性』＝ 付加価値額（経常利益＋租税公課＋人件費＋減価償却費） 

従業員数（※事業主含む） 

 

b.小売業 小売業ではある程度の品揃えが必要となるが、廃棄を減らすためにも消費者

の求める商品を置くこと、また効率経営のためにはより利益をもたらす商品

がおけるかどうかもポイントとなってくることから『売上高総利益率』を分
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析する。 

 

『売上高総利益率』＝ 売上総利益（売上高－売上原価） ×100（％） 

売上高 

 

c.飲食業 材料費と人件費は飲食業の核となる部分であり、このコストを的確にコント

ロールすることで利益の幅を確保することにつながるから『ＦＬコスト』『Ｆ

Ｌ比率』を分析する。  

※ＦＬコストとはＦＯＯＤ（材料費）とＬＡＢＯＲ（人件費）の合計 

 

『ＦＬ比率』＝ ＦＬコスト（材料費＋人件費） ×100（％） 

売上高 

 

d.理美容業（サービス業） 理美容業に代表されるサービス業経営の成否は、仕入コス

トよりも人的コストによるところが大きい。事業従事者の提供するサービス

が売上に直結するため、『売上高対人件費比率』を分析する。 

 

『売上高対人件費比率』＝ 人件費 ×100（％） 

売上高 

 

e.建設業 建設業においては、従業員を雇用したり作業を外部事業者に委託するなどま

とまった労働力が求められる。費目としては、給与賃金（労務費）や外注費

となるが、それぞれ長所短所があり互換性を有することから、各事業所がど

のように分配しているか確認するため『外注費対売上高比率』および『労務

費対売上高比率』を分析する。 

 

『外注費対売上高比率』＝ 外注費 ×100（％） 

売上高 

 

 

『労務費対売上高比率』＝ 労務費 ×100（％） 

売上高 

 

②外部環境・内部環境について分析を行う。 

１．地域の経済動向の調査・分析データを活用し、自社に関わる外部環境を整理すると共

に、内部環境についても分析を行う。自社の強み（「逸」へ成長させる可能性の掘起し）、

ライバル、顧客の把握分析に重点を置き、情報を共有した商工会職員がチーム型の伴走支

援で分析をサポートする。 

 

【分析手法と項目】   

1)マクロ環境分析（ＰＥＳＴ分析）／外部環境 

Ｐ➢政治・法律 （規制緩和・制度改定・法律改正など） 

Ｅ➢経済（個人消費、経済成長率など） 

Ｓ➢社会（治安、交通など）、文化（地域によるライフスタイルなど）、 

Ｔ➢技術（新技術など） 

 

2)顧客分析／外部環境 

   購買人口、顧客ニーズ、購買決定者、購買要因、購買決定プロセスなど 
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3)競合分析／外部環境 

現状の競合他社、新規参入業者、代替製品など 

 

4)自社分析（ＳＷＯＴ分析）／内部環境・外部環境 

   Ｓ➢強み Ｗ➢弱み Ｏ➢機会 Ｔ➢脅威 

 

（２）経営分析セミナーの開催 

事業計画の策定・実施に繋げるためにも、窓口巡回業務だけでは掘り起しきれない小規模

事業者や案件を呼び起こし、必要性を周知するめ、「経営分析に関するセミナー」を開催し、

事業計画の策定に繋げる。 

 

（３）専門家による個別相談会の開催 

（２）「経営分析に関するセミナー」を受講した小規模事業者を対象に、専門家による個

別相談会を開催する。セミナーを受講することで経営分析の必要性を認識し、自社の経営分

析を目指す小規模事業者に対し、専門家による個別フォローを実施する事で、事業計画の策

定に繋げる。 

 

（４）専門家派遣制度等の活用 

（１）～（３）で経営分析に着手した事業者に対し、専門的な見解やアドバイスが必要な

場合は、ミラサポ専門家派遣・広島県よろず支援拠点・広島県商工会連合会エキスパートバ

ンク・世羅町商工会人材育成事業助成金専門家派遣制度を活用し、事業計画の策定に繋げる。

 

（活用方法） 

  小規模事業者の経営状況の分析結果を商工会内に蓄積し全員で共有する。経営課題を事業計

画策定に結びつけ、策定後の実施支援へ繋がるよう活用する。 

 

（目 標） 

   H27 見込 H28 H29 H30 H31 H32 

窓口、巡回訪問件

数 
2,500 件 2,500 件 2,500 件 2,500 件 2,500 件 2,500 件

経営分析セミナー 

・参加者数 

1 回 

12 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

専門家による個別

相談会・参加者数 
未実施 

2 回 

6 名 

2 回 

6 名 

2 回 

6 名 

2 回 

6 名 

2 回 

6 名 

経営分析に係る 

専門家派遣回数 
2 回 20 回 20 回 20 回 20 回 20 回 

経営分析件数  12 件 60 件 60 件 60 件 60 件 60 件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

小規模事業者の事業計画において、もっとも優先すべき課題は、自社の強み「逸」を最大限に

活かす計画の策定である。２．経営状況の分析により見極めた「逸」への可能性を秘めたる商品・

サービス・技術等を、如何にして成長・発展させるかが重要となってくる。「逸」の創出・成長・

発展を目指す事業計画の策定について、次の内容で支援を実施する。 

 

（現 状） 

  事業計画の策定が必須となる相談案件（経営革新の承認、ものづくり補助金・持続化補助金・

創業補助金等の各種補助金の申請、マル経融資など）に対応するため、それぞれに求められる
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基準で必要となる項目について場当たり的に事業計画を策定している。 

 

（課 題） 

  今後は、持続的経営の発展に必要不可欠となる事業計画の策定に取り組む小規模事業者の掘

起しを行うと共に、自社の強み「逸」の創出・成長・発展を目指す事業計画の策定手法を確立

させることが課題である。 

  また、当会では新規創業者に対し、世羅町新規創業支援助成金制度（創業時に要する費用の

一部について最大 50 万円（補助率 3/10）を上限として助成）の活用を支援しているが、この

申請に係る事業計画は簡易なものである。新規創業者が事業を軌道に乗せ、継続的発展へと繋

げるためにも、精度の高い創業事業計画の策定支援の整備が課題となっている。 

 

（事業内容） 

（１）巡回・窓口相談、金融・税務・財務・補助金申請等の経営相談に際し、各案件に対し個別

支援を行うとともに、経営課題の解決に向けた事業計画策定を積極的に促し、小規模事業者

の掘り起こしを行う。 

 

（２）関係支援機関と連携し「事業計画策定に関するセミナー」を開催、また募集のチラシを作

成し事業計画本来の目的と、小規模事業者の掘り起こしを重ねて行う。 

 

（３）事業計画策定を目指す小規模事業者は２．経営状況の分析を経て、１．地域の経済動向調

査・５．需要動向調査を踏まえた計画策定に着手する。策定にあたっては、担当経営指導員

が支援チームの中心となり、必要に応じてミラサポ専門家派遣・広島県よろず支援拠点・広

島県商工会連合会エキスパートバンク・世羅町商工会人材育成事業助成金専門家派遣制度を

活用し、策定が完了するまで伴走型の支援を行う。 

 

（４）経営指導員を中心として全職員の中から案件ごとにチームを編成し、月間 3件以上の事業

計画策定を行う。その結果、支援方法の共有化及び支援能力が高まり、事業計画策定の緻密

さに繋がる。 

 

（５）よろず支援拠点の個別相談、経営革新計画承認への取り組み、日本政策金融公庫尾道支店・

地元３金融機関との情報共有、広島県商工会連合会及び近隣商工会との連携による広域事業

等を積極的に活用し、事業計画策定に向けた多角的支援策を提供する。 

 

（６）新規創業に関する事業計画策定支援 

 創業者及び第二創業者に対しては、創業の心構え・ビジネスプランの作成のポイント等につ

いて説明し、創業事業計画書の策定を完成させる。創業事業計画の策定についても既存小規

模事業者と同様に、上記（３）～（５）の支援策を実施する。 

今後は、当該地域での新規創業及び第二創業者の発掘に向けて、年 2回チラシ作成し地域内

の住民に周知することにより積極的に創業支援に取組む。 

 

（目 標） 

 H27 見込 H28 H29 H30 H31 H32 

事業計画策定

セミナー 

参加者数 

未実施 
1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

策定に係る個

別支援回数 
75 回 120 回 120 回 120 回 120 回 120 回 

事業計画策定 15 件 36 件 36 件 36 件 36 件 36 件 
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事業所数（うち

新規創業件数） 

（3件） （6件） （6件） （6件） （6件） （6件） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 「逸」の創出・成長・発展を目指す事業計画を策定した小規模事業者に対し、計画に沿った事

業運営が円滑に推進できるように次の内容で支援を実施する。 

 

（現 状） 

  事業計画を策定した小規模事業者へのフォローアップは担当者任せとなっており、計画的、

積極的な支援策の実施には至っていない。 

 

（課 題） 

今後は、定期的・計画的なフォローアップ体制を確立し、経営課題の把握と適切な支援策を

実施することが課題である。 

 

（事業内容） 

（１）進捗確認・フォローアップ・巡回窓口 

事業計画の実施にあたり計画策定後３年間を重点支援期間と定め、担当経営指導員が 3

ヶ月に１度、巡回もしくは窓口にて進捗状況を確認し、フォローアップ体制を定着させるこ

とで、事業計画を推進するためのＰＤＣＡサイクルの実施を伴走型で支援する。事業計画に

沿って事業が進んでいる場合は、フォローアップは頻度を落とし、計画通りに進んでいない

事業者については頻度を高め、また事業計画策定から 3年経過している事業者についても同

様に対応する。 

 

（２）事務局内でのチーム型支援とＯＪＴ 

進捗状況の確認で把握した経営課題・情報等について、担当経営指導員は常に指導カルテ

に記載し、情報の蓄積と共有に努める。課題に対する支援策が必要な場合は、まず共有情報

を基に事務局内で協議し、全職員の得意分野・専門分野を持ち寄り、チームとしての支援体

制で課題解決に取り組むと共に、ＯＪＴによる職員全体の支援力向上に繋げる。 

 

（３）専門家派遣等各種施策の活用 

支援すべき経営課題について、高度な専門性が必要である場合や、補助金等の活用が有効

である場合は、次に記載する国・県・ミラサポ・連携支援機関等の実施する支援策を積極的

に活用し、小規模事業者とこれら支援策を仲介・コーディネートする役割を伴走型で担い、

もって事業計画の推進を図る。 

①ミラサポ専門家派遣 

②よろず支援拠点個別相談 

③ひろしま産業振興機構（チーム型支援） 

④広島県商工会連合会エキスパート派遣事業 

⑤世羅町商工会人材育成助成金制度（研修会受講支援・専門家派遣支援） 

⑥小規模事業者持続化補助金等 

 

（４）金融支援策の活用 

事業の実施にあたり、金融面での支援策として当商工会では会員事業所に対し、町預託融

資・利子補給制度がある。町及び地元３金融機関（広島銀行甲山支店、もみじ銀行甲山支店、

両備信用組合甲山支店・小国支店）と連携し、上限 1,500 万円、返済期間 10 年以内、年利

1.5％（原則信用保証協会の保証付き）で融資が受けられ、完済するまでの期間、町から 1.5％
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の利子補給を受けることができる。平成 27 年末の利用事業所数は 233 件、年間融資実行額

は 900 百万であり、借入があると推測される約 360 事業所の実に 2/3 が当制度を利用してい

る。 

また、日本政策金融公庫のマル経融資制度においても、平成 24 年より利子補給制度が適

用されるようになり、完済までの期間、町から 1％の利子補給を受けることが出来るように

なった。加えて、事業計画を策定し、積極的に事業の実施を図り、経営の持続的発展を目指

す事業者に対し、日本政策金融公庫（国民生活事業）の「小規模事業者経営発達支援融資制

度」が新設された。これらの融資制度・利子補給を事業の実施段階で適時活用し、円滑な事

業推進を資金面からも支援する。 

 

（５）世羅町新規創業支援助成金の活用【新規創業・第二創業支援】 

世羅町商工会の実施する新規創業支援助成金（３．事業計画策定支援（課題）参照）を活

用することにより、創業時に必要な資金面での支援に貢献すると共に、上記内容の支援を同

等に実施することで、創業時の経営安定を実現し、その後も円滑な事業展開ができるように

円滑に支援を継続する。 

 

（目 標） 

 H27 見込 H28 H29 H30 H31 H32 

フォローアッ

プ実施件数

（事業者） 

15 社 36 社 72 社 108 社 108 社 108 社 

フォローアッ

プ実施回数

（巡回・窓口） 

60 回 144 回 288 回 432 回 432 回 432 回 

各種支援制度

（持続化等）

利用件数 

8 件 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 

経営革新 

承認件数 
1 件 6 件 6 件 6 件 6 件 6 件 

町預託融資 

実行件数 
160 件 160 件 160 件 160 件 160 件 160 件 

マル経融資 

実行件数 
10 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

事業計画の策定にあたり、経済動向調査と同様に重要となるのが需要動向調査である。小規模

事業者がどんな商品・サービスをどの市場にどのタイミングで投入するかを決定する上で、その

需要を可能な限り把握することは、事業計画の精度を高めるだけでなく、販路開拓を推進する上

で必要不可欠である。 

また、小規模事業者が新商品や新サービスの開発ニーズを見出し、新たな事業を展開させ、経

営の持続的発展に繋げていくためにも、需要動向情報の収集・分析、提供を行う。 

 

（現 状） 

  需要動向に関する調査・分析については、商品開発や販路開拓の相談時に後追いで実施する

ことが殆どで、それゆえ小規模事業者が需要動向・市場調査に基づいた事業計画の策定、商品・

サービスの開発、販路開拓の実施には至っていない。 
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（課 題） 

  今後は、連携団体及び民間の各種調査データ、当会の既存事業等から入手できる需要動向に

ついて、経営計画の策定や商品開発・販路開拓に活用するためのデータ分析を行い、分析され

た需要動向データを効果的に活用する手法と情報の共有体制を確立させることが課題である。

 

（事業内容） 

連携団体及び民間の各調査データ、当会の既存事業より把握される需要動向について、次に

あげる項目を収集・分析・提供を行うとともに、新商品・新サービスの開発に係る個別相談案

件についても需要動向・市場調査を実施し、事業計画の策定及び販路開拓支援に繋げる。 

 

（１）既存事業データ（世羅とくとく商品券事業）の活用 

世羅とくとく商品券事業（Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 2.世羅とくとく商品券事

業による活性化参照）の全利用世帯約 1,400 世帯（町内全世帯の約 22％）に対しアンケー

ト調査を実施する。 

 

【調査項目】 

①購入金額 

②利用場所 

③利用する商店  

④購入（使用）するもの、1 回あたりの利用金額等 

   

【分析方法】 

  調査項目から得られたデータを、世羅町地域需要動向として分析する。 

   

【活用方法】 

①213 の参加加盟店（H27 年実績）にフィードバックする。 

②町民消費需要の取り込みに向けた商品・サービスの見直しに活用する。 

③当該事業者の事業計画策定・販路開拓支援に活用する。 

 

【目 標】 

世羅とくとく商品券事業の調査・分析…年 1回／対象 全利用全世帯（H27 1,439 世帯）

 

（２）道の駅世羅のレジ通過データ 

   主要連携先である一般社団法人世羅町観光協会が運営する「道の駅世羅」のレジ通過デー

タと来場客へのアンケート調査によって、売れ筋商品・プライスライン・来場者の声等の市

場動向を把握する。 

 

【調査項目】 

①利用客数 

②商品別売上高 

③平均買上点数  

④来場客へのアンケート 

   

【分析方法】 

調査項目から得られたデータを、世羅町地域需要動向として分析する。 

   

【活用方法】 

①観光事業に関連する事業所へ情報提供する。 

②当該事業者の既存商品のブラッシュアップ、新商品開発に使う。 
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③当該事業者事業計画策定・販路開拓支援に活用する。 

 

【目 標】 

道の駅世羅の利用顧客データの調査・分析…年 4回 

 

（３）各種需要動向情報の収集・提供・活用    

日経ＭＪや、業界専門誌、各種統計、業界団体が実施する需要動向調査等を収集するとと

もにこれらを通じて商品・サービスの最新のトレンドや需要動向情報を収集・整理・分析す

る。 

 

【調査項目】 

①「ライフスタイル・フード・ネットライフ・ファッション・エンターテイメント等」に関

する消費トレンド情報 

②成長市場の最新動向 

③ＰＯＳ分析を中心とした各種消費関連データ 

④新製品に関すること（コンセプトや特徴等） 

⑤デザインに関すること（売れるデザインの調査） 

 

【分析方法】 

調査項目から得られたデータを、業種・業態・商品・サービス等のカテゴリー別トレンド情

報として分析する。 

 

【活用方法】 

①窓口・巡回業務での経営相談で小規模事業者に提供する。 

②小規模事業者の事業計画の策定・販路開拓支援に活用する。 

③商工会報やホームページに掲載し、会員が活用できるようにする。 

 

【目 標】 

新聞等その他機関の発表する統計データの調査・分析…年 6回 

 

（４）経営相談を通じた需要動向・市場調査支援 

  事業計画の策定や、販路開拓、新商品・新サービスの開発についての経営相談に際し、小

規模事業者が行う需要動向・市場調査（顧客アンケート調査、試食・試用調査、競合他社商

品の市場調査、トレンド情報、専門機関調査データの入手等）の実施を支援する。 

実施に際しては、必要に応じてミラサポ専門家派遣・広島県よろず支援拠点・広島県商工

会連合会エキスパートバンク・世羅町商工会人材育成事業助成金専門家派遣制度を利用する。

 

【調査項目】 

①顧客へのアンケート調査 

②試食・試用調査 

③競合他社商品の市場調査 

④トレンド情報 

⑤専門機関調査データの入手 

 

【分析方法】 

当該事業者のニーズに合わせてデータを作成する。 

 

【活用方法】 

①当該事業者の事業計画策定や販路開拓、新商品・新サービスの開発に活用する。 



- 16 - 

 

②これらのデータを商工会内に蓄積し、当該事業者の事後支援や次回の事業計画策定時等に

活用する。また、支障がない範囲で他事業者にも活用する。 

 

【目 標】 

経営相談を通じた需要動向・市場調査支援 

 H27 見込 H28 H29 H30 H31 H32 

個別需要動向

調査実施件数

（事業者） 

5 件 24 件 24 件 24 件 24 件 24 件 

 

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】 

 

近年の経営相談の案件の中で、最も多いのは販路開拓・売上拡大に関する相談である。しかし

ながらその内容は、商品開発から原価計算、価格設定、流通チャネルの選定、販売促進と多岐に

渡り、各々の項目の中でも、さらに細分化され、それぞれに対応した対策が事業所ごとに必要に

なってくる。 

それゆえ、単会でのチーム型支援はもちろん、近隣商工会、広島県商工会連合会、ミラサポ専

門家派遣・広島県よろず支援拠点をはじめ、関連支援機関及び民間流通企業を総動員した連携、

支援策が小規模事業者から求められている。 

 

（現 状） 

広島県商工会連合会の主催する商談会事業やアンテナショップ「ひろしま夢ぷらざ」、連携

支援機関の開催する販路開拓セミナーや展示商談会、地域物産展の開催など、販路開拓に関す

る支援事業は年々充実傾向にある。しかしながら、これらを活用できている小規模事業者の割

合は限定的であり、販路開拓事業は充実してきたが、単会では満足できる結果となっていない。

 

（課 題） 

 今後は、商品開発・既存商品のブラッシュアップなどの販路開拓に関する支援策のさらなる

充実を図り、売上増加に繋げることが課題である。 

 

（事業内容） 

（１）売れるものづくり⇒「逸」品開発（特産品開発・メニュー開発） 

１．地域の経済動向及び５．需要動向調査をもとに明確化したターゲットニーズを踏まえ、

２．経営状況の分析で浮彫にした強みや内部経営資源を集中させ、特産品開発、メニュー開

発を実施する。開発にあたりマーケットインの視点を重視し、特に次の項目に留意する。 

 

①商品コンセプト・デザイン 

②価格帯 

③内容量 

④訴求ポイント 

⑤原価計算  

⑥製造工程・方法 

⑦安心・安全対策 

⑧各種法令の遵守 

 

必要に応じて、開発の各項目において専門家を投じる。専門家の投入については広島県よ

ろず支援拠点、ミラサポ専門家派遣、世羅町人材育成補助金専門家派遣制度を活用し、担当

経営指導員が伴走型支援により商品開発を進める。 
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（２）売れる場所づくり・場所さがし⇒「逸」の販売チャネル創出 

特産品については【第１段階】地域内卸売、【第２段階】地域外直売、【第３段階】地域外

卸売への販路拡大を目指す。メニュー開発については、地域内直売で一定の成果を上げた後、

地域外直売（フードフェスタ、イベント等の出店）及び卸売り可能な商品開発を（１）のス

キームで目指す。 

 

 地域内 地域外 

直売 自店舗 
【第２段階】 

産地直送便・ギフト需要の開拓 

卸売 

【第１段階】 

地元産直市場 

道の駅世羅（H27．5 オープン）

【第３段階】 

ひろしま夢ぷらざ 

広島ブランドショップＴＡＵ 

高速道路ＳＡ、百貨店等 

 

【第１段階】 

主要連携先である一般社団法人世羅町観光協会が委託運営する「道の駅 世羅」、及び会

員先企業である地元産直市に対し、（１）で開発した商品提案を以下の方法で実施する。 

 

①個別事業所と商工会職員が同行し、仕入れ担当者に対し商品提案を行う。 

②「道の駅 世羅」を会場とした商品展示商談会の開催。（年１回） 

 

商談で浮彫になった課題は、（１）商品開発スキームで改善し、ブラッシュアップを図る。

 

【第２段階】 

自店舗及び【第１段階】地域内卸売りで開拓した顧客に対し、リピーターとして定期的に

再購入して頂くために、以下の方法を継続して実施する。また、自家需要のみならず、ギフ

ト需要の取り込みを意識した対策とする。 

 

①販促物の整備（商品紹介カード、来店以外の購入方法の提示、ホームページへの誘導等）

②ギフト需要を意識した商品開発（ギフト用パッケージ、価格帯、宅配業者との提携整備）

③情報発信の整備（世羅町情報発信サイト「まるせら.com」事業所紹介ページの活用） 

 

【第３段階】 

実績のある下記既存取引先を中心に、開発した特産品の商品提案を実施する。商品提案に

際しては、【第１段階】同様、職員の同行支援及び商談で発生した課題解決に対するブラッ

シュアップ支援を図る。 

特に、平成 26 年 9 月からスタートし、西日本高速道路ＳＨＤ株式会社と同管轄の広島エ

リア主要６サービスエリア及び近隣７商工会が連携し、地域物産展実行委員会を組織して実

施する当該事業の累計売上高は、物産展 1,200 万円、常設商品 280 万円の実績をあげている。

当事業は、高速道路サービスエリアの常設を目的に、同エリアで定期的に実施する地域物産

展に出展することで、商品のテストマーケティング、ブラッシュアップ、常設に向けた商談

を実施し、販路拡大に向けた一連のスキームを小規模事業者へ提供するものである。 

 

取引先 場 所 備考 

ひろしま夢プラザ 広島市本通 広島県商工会連合会運営 

ＴＡＵ 東京銀座 広島県運営アンテナショップ 
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西日本高速道路ＳＨＤ(株) 大阪 広島エリアで地域物産展を開催 

山陽自動車道福山ＳＡ上り線 福山市 サルボ両備(株)運営 

山陽自動車道福山ＳＡ下り線 福山市 (株)トモテツセブン運営 

山陽自動車道小谷ＳＡ上り線 東広島市 (株)アンデルセン運営 

山陽自動車道小谷ＳＡ下り線 東広島市 (株)湯坂遊園運営 

山陽自動車道宮島ＳＡ上り線 廿日市市 藤井産業(株)運営 

山陽自動車道宮島ＳＡ下り線 廿日市市 (株)広電宮島ガーデン運営 

 

また、連携先主催・共催の下記展示会・商談会、業界展示商談会等への参加を推進し、新規

取引先の開拓を図る。 

 

展示会・商談会 主催等 

販路開拓支援事業『商談会』 広島県商工会連合会 

アグリフードＥＸＰＯ 日本政策金融公庫 

グルメ＆ダイニングスタイルショー ビジネスガイド社 

スーパーマーケット・トレードショー 新日本スーパーマーケット協会 

 

（３）売れる人・仕組みづくり⇒「逸」の販売促進  

開発した特産品で取引先を開拓し、販売数を伸ばし、売上と利益の確保・拡大を図るにあた

り、「売れる人づくり・仕組みづくり」を推進する。下記項目に対し、講習会・セミナー等の

開催や専門家派遣による個別指導により支援する。また、学習した内容について、経営指導員

による伴走型支援により、継続的な実践及び改善に繋げＰＤＣＡサイクルを循環させ、小規模

事業者の営業及び販売活動の促進を図る。 

 

①営業力向上対策 

 ➢営業活動全般に関する知識の習得を目的としたセミナー等を下記の内容で開催する。 

【内 容】 

1)基本知識 

2)営業活動に必要なマーケティング力 

3)顧客対応技術 

4)営業提案力 

5)情報管理 

6)営業プロセスの理解 

   <営業活動プロセスの一例> 

 

        

 

 

 

 

②接客力向上対策 

 ➢小売・飲食・サービス業に主眼を置いた接客力の習得を目的としたセミナー等を下記の

内容で開催する。 

【内 容】 

1)接客サービスの重要性の理解 

2)接客サービスの基本的ポイント／親切・正確・公平・迅速・清潔 

見込客

発掘 
アプロ

ーチ 
初回 

訪問 
ヒアリ

ング 
提案・

見積り

クロー

ジング 

納品・

アフター

フォロー
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3)現状の把握／自己評価と客観的評価 

4)接客マニュアルの作成 

5)従業員教育 

 

③情報発信力向上対策 

 ➢小規模事業者が活用すべき情報発信の手法について下記の内容でセミナーを実施する。

【内 容】 

1)発信すべき情報の内容とタイミング 

2)パブリシティーの活用とその手法 

3)ＳＮＳの活用 

 

④物流・商流への対応力向上対策 

 ➢販路拡大のポイントとなる中間流通業者との関わり方について、物流及び商流を理解す

るとともに対応すべき課題を克服するため、下記の内容に対し専門家派遣を活用し個別

支援を実施する。 

【内 容】 

1)販売チャネル別中間流通マージンの把握 

2)販売チャネル別発注ロットの理解と設定 

3)中間流通マージンを考慮した原価計算と価格設定 

4)新規取引口座開設に関する留意点 

5)物流網の整備と対策 

 

（４）連携先支援機関等の実施する事業の活用⇒「逸」サービス・「逸」技術の販路拡大 

特産品開発に係る販路開拓のみならず、工業系製造業やサービス業、ＩＴ、建設業等の小規

模事業者への販路開拓へ寄与するにあたり、連携先支援機関の実施する次の事業を積極的に活

用する。 

    

①販売戦略塾・下請取引あっせん（主催：ひろしま産業振興機構） 

【販売戦略塾】 

・販路開拓の専門家によるマーケティングセミナーや個別商品のブラッシュアップ(開

発・改良)を通して、「売れる商品のための仕組みづくり」を習得し、自社のマーケティ

ング力の強化を目指すセミナーの開催及び個別支援を実施する事業 

【下請取引あっせん】 

・自社の技術や設備にあった仕事や、新しく仕事を外注したい時に受・発注企業のマッチ

ングを支援する県内外の発注案件を広島県内に事業所（工場）を置く企業へ紹介を実施

する事業 

 

②工業系広域取引商談会（主催：ひろしま産業振興機構、広島県商工会議所連合会、広島県

商工会連合会、福山商工会議所） 

 ・発注企業の資材調達担当者と個別に面談を実施する事業 

 

③広島県信用金庫合同ビジネスマッチング＆ビジネスフェア 

（主催：信用金庫合同ビジネスフェア実行委員会（構成：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、広島県信用金庫協会）） 

 

④ビジネスフェア中四国（中四国で最大級の消費財見本市）等 

 （主催：ビジネスフェア中四国実行委員会（構成：広島市、松山市、浜田市、高知市、広

島商工会議所、松山商工会議所、浜田商工会議所、高知商工会議所）） 
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（５）情報発信・プレスリリースに関すること⇒「逸」の情報発信 

小規模事業者の販路開拓支援において、広報活動は重要事項でありながら、単独での実施は

コスト・ノウハウの両面から有効な対策が立てられていないのが現状である。当会では、世羅

町観光協会、広島県商工会連合会、中国新聞世羅支局等と連携し、次にあげる項目で売上に繋

がる情報発信を実施すると共に、各種関連メディアへの情報提供を密にする。 

 

①情報発信する内容の作成 

売上に繋がる情報発信・プレスリリースを行うためには、２つのキーワード「希少性」と

「ストーリー性」を意識した内容の作成が重要となってくる。以下に掲げる５つのポイン

トを踏まえ、各種メディアに取り上げられやすい広報の内容を、販路開拓に取り組む単体

の事業所ごと、あるいは共通のテーマや企画等で括れる集合体の事業所で作成する。 

【５つのポイント】 

1)ＰＲすべき事（もの）の明確化 

2)コンセプトの決定 

3)顧客ターゲットの設定 

4)ＰＲの切り口 

5)タイトルの設定 

 

②情報発信するメディアの選定と活用 

①で作成した広報の内容は、狙うべき顧客ターゲットに応じて、以下に掲げる各種メディ

ア及びＳＮＳ（口コミサイト）を複数組み合わせて活用する。発信される情報のタイミン

グも考慮し、複数のメディアを組み合せて利用することで、口コミの起爆剤を起こし、情

報の連鎖に繋げる。その反響が、来店・電話・メール・ＨＰの閲覧へと増大へと波及し、

販路開拓・販売促進に貢献する。 

【活用するメディア】 

1)世羅町情報発信サイト「まるせら.com」での情報発信 

2)世羅町観光協会を通じての情報発信 

3)広島県商工会連合会運営サイト「アクティブニュース」の活用と情報発信 

4)中国新聞世羅支局への情報提供 

5)ターゲットを意識したメディア（ＴＶ、雑誌、新聞、地域情報誌等）への情報提供 

6)ＳＮＳの活用（フェイスブック・ツィッター・ブログ・Ｙｏｕｔｕｂｅなど） 

 

（目 標） 

 H27 見込 H28 H29 H30 H31 H32 

特産品開発数 2 件 3 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

商談会・展示

会・物産展等へ

の延べ参加事

業者数 

15 社 20 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

商談実施回数 15 回 30 回 50 回 50 回 50 回 50 回 

販売促進セミ

ナー 
未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

ＨＰによる情

報発信回数 
5 回 30 回 50 回 50 回 50 回 50 回 

広報誌・パブリ

シティー等へ

の掲載回数 

7 回 15 回 20 回 20 回 25 回 30 回 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．デマンド交通事業による活性化 

 

（現 状） 

  平成 18 年 9 月に新交通システムを構築し、交通弱者支援策として運行が開始された。利用

者は乗車を事前に予約し、自宅から目的地までを乗合型の 9 人乗りジャンボタクシーにより

送迎される。利用は月曜から金曜までの平日に限定され、１回の乗車に対し 300 円の利用料

を支払う。降車場所は医療機関、乗車場所は商業施設という利用状況は、事業開始以来変わ

りない状況である。平成 23 年度をピークに利用者は減少傾向にあるのは、利用者の主たる年

代層である高齢者が毎年 300 名余亡くなり、人口の自然減が毎年 200 名余となっているため

である。しかしながら、平成 26 年 10 月より運転免許証の自主返納者に対し、町がデマンド

利用券の交付を始めたことから、利用者は増加傾向となっている。 

  現在は、町企画課、町福祉課、社会福祉協議会、町内の運行業者３社、商工会により組織す

る「せらまちタクシー運行会議」を年間２回程度開催し、運行スケジュール等に関する意見

交換を行い、利用者の増加を目指している。 

 

（事業内容） 

（１）行政（企画課、福祉課）、社会福祉協議会、運行事業者 3社、商工会による運行会議を開

催し、利用者ニーズに合った運行体制の再構築により利用者増加を目指す。 

 

（２）利用者が増えることで、商業施設等における消費金額が増加することが推察され、地域

商業の活性化につながる。 

 

（目 標） 

年  度 
現状 

(H26) 
H28 H29 H30 H31 H32 

利用者数 32,695 人 33,000 人 33,300 人 33,600 人 33,900 人 34,200 人

 

２．世羅とくとく商品券事業による活性化 

 

（現 状） 

平成 22 年度より世羅町の支援によりプレミアム付き商品券事業を開始し、平成 27 年には 9

回目の「世羅とくとく商品券事業」を実施した。プレミアム率 10％で総額 2 億円の商品券が

発売開始から僅か 2日余で完売しており、一般消費者がいかに心待ちにしているかがわかる。

購入に際しては、各世帯に購入引換券を配布し、その券と引換に購入できるシステムとしてい

るが、購入世帯は全体の 20％に留まっており、購入できなかった方の不満があるのも事実で

ある。一方、商品券取扱事業所は 210 件余であるが、実際に利用されている事業所は 190 件余

であり、全体の約 10％が全く利用されていない状況にある。 

事業概要については、当会の特別委員会で協議検討し実施しており、その原案を町担当者と

の協議により確定させ、事業実施に至っている。本事業については、行政の支援なくしては実

現不可能な事業であるが故に、町との連携は不可欠であり、地域振興の施策であることを今以

上に認識していただき、当会としても町と連携し本事業の成果が上がることを目指して取り組

む考えである。 

 

（事業内容） 

（１）世羅とくとく商品券事業の実施にあたり、世羅町と協議し事業の原案を確定、当会特別

委員会（副会長、商業部会正副部会長及び常任委員、工業部会正副部会長及び常任委員、
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町商工観光課）を年間 2回以上開催し、本事業の実施要領を検討し運営にあたる。 

 

（２）全ての商品券取扱事業所において利用されるように、商品券取扱事業所毎の付加サービ

スを提言し、お客様に利用いただけるように周知を図る。 

 

（３）商品券購入希望者が全員購入できるよう、町に対し発行金額の増額を進言する。また、

増額により町外者の購入機会が生じ、外貨を町内に誘い込むことが期待され、町内商工業

者の売上増進が見込めることになる。 

 

（目 標） 

年  度 
現状 

(H27) 
H28 H29 H30 H31 H32 

利用事業所 189 件 195 件 198 件 200 件 210 件 210 件 

 

３．農商工観連携による活性化 

 

（現 状） 

世羅町の基幹産業の一つである農業には約 2千人が従事しており、年間約 100 億円の農業産

出額となっている。農業従事者は町人口の 10％余、町内総生産 470 億円の 20％余を占めてい

る。農業者等が連携した世羅高原 6次産業ネットワークが組織され、生産者同士の横のつなが

りを持っているものの、農業と商工業、観光の有機的連携が求められている。 観光協会とは

様々な連携が成されているが、当町を管轄する尾道市農業協同組合との連携については成され

ていないのが現状である。 

 

（事業内容） 【新規事業】 

町内版のビジネスマッチングフェアとしての「農商工観連携セミナー（仮称）」を尾道市農

業協同組合と世羅町観光協会との共催により開催する。 

 

（目 的） 

（１）農業、商工業、観光の地域資源を活用した地域経済活性化策を検討する。 

 

（２）小規模事業者、農業者、観光業者が特産品情報、地域観光情報等を共有する。 

（町内で誰が何を作り、誰が何を求めているかを情報共有） 

 

（３）セミナーの開催により、出会いの場を提供し、農業者と商工業者及び観光関連施設等の有

機的連携（新たな商品・サービス等の開発）を目指す。 

 

（目 標） 

年  度 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

セミナー数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

連携数（累計） 0 件 0 件 1 件 3 件 5 件 7 件 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）広島県よろず支援拠点、ミラサポ専門家との連携（随時） 

   当会において解決できない課題については、広島県よろず支援拠点等との連携を図ること
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で小規模事業者の支援にあたる。支援現場において情報共有（経営指導員等の同席）を図る

ことで、効率的で効果的な支援を行う。（拡充） 

 

（２）日本政策金融公庫との連携（年２回） 

   小規模事業者の支援策の一つである小規模事業者経営改善資金貸付（マル経融資）に関す

る意見交換を年 2回開催しており、支店管轄内の 3商工会議所と 4商工会が参集している。

この場において、尾道市を中心とした圏域での経済動向等についての意見交換を行ってい

る。今後は、経営発達支援事業の推進状況及び支援ノウハウの情報交換を行うとともに、経

営発達支援事業融資制度に関する意見交換を行い、小規模事業者の支援に活用する。（拡充）

 

（３）町内金融機関との連携（年２回） 

   現在町内金融機関とは年１回金融協議会を開催し、町預託融資制度を含む地域経済動向に

関する意見交換を実施している。今後は、小規模事業者の資金需要に素早く対応するために、

町内金融機関との連携は不可欠であることから、融資制度や資金ニーズ、さらには、事業計

画策定、経営改善力向上等に繋げる情報交換を行うため開催頻度を増やす。（拡充） 

 

（４）尾道税務署との連絡協議会（年２回） 

所轄の尾道税務署との税務指導連絡協議会（年 1回）と経営指導員等との税務指導担当者

会議（年 1回）が開かれている。税務指導連絡会議は、その年の確定申告の実施要領等を税

務署・商工会・青色申告会・税理士会で協議し、税務指導担当者会議では、確定申告指導上

の留意点・消費税改正を含む税制改正、新規青色申告者に対する記帳並びに税務支援等につ

いての意見交換を行う。（拡充） 

 

（５）備南地区商工会の職員全体会議（年 1回） 

備南地区商工会（８商工会）の職員全体会議が年 1回開催されている。通常は全国連の情

報や商工会の先進的取組の事例紹介等の情報交換を行っていた。今後は、従来の内容に加え

経営支援事例・支援ノウハウ・事業所間マッチング等の情報共有を行う。また、各団体の経

営発達支援事業の進捗状況の報告や、取組み内容についても情報交換を行うよう改善する。

 

（６）世羅町観光協会との連携（四半期に１回） 

   平成 27 年 5 月にオープンした道の駅世羅の指定管理を受けている世羅町観光協会との連

携を行うことで、当該施設における商品の販売傾向や消費者ニーズに関する情報を共有す

る。この情報を販路拡大に係る支援に活かす。（新規） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

小規模事業者の抱える課題はより多様化、複雑化していく傾向にあり、そうしたニーズに対応

するために、支援に携わる側も成長することが必要不可欠である。そのため、小規模事業者の支

援ノウハウの習得を目指し、様々な研修に参加させる。このことにより「世羅町商工会職員によ

るワン・ストップサービス経営指導支援体制」を構築させ、各事業者にスピーディーな「伴走型

経営支援事業」を実施する。 

 

（１）広島県商工会連合会及び広島県商工会職員協議会主催の研修 

   商工会職員全員（事務局長、経営指導員、指導職員、一般職員）を参加させ、小規模事業

者の支援に不可欠なノウハウを習得させる。 

研修名 対  象 研修のねらい 

管理職養成研修 事務局長 
管理能力の向上 

相談能力向上研修 課長 
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商工会専門スタッフ研修 経営指導員 

指導能力の向上 経営革新支援研修 経営指導員 

職員基本能力研修 指導職員・一般職員 

職員パワーアップセミナー 全職員 職員のあるべき姿・資質向上 

 

（２）中小企業大学校主催の研修 

   経営指導能力の向上を目的として、該当する経営指導員に受講させ、小規模事業者の支援

に不可欠なノウハウを習得させる。本研修に関しては、広島県商工会連合会により参加者の

選考が行われる。 

研修名 対  象 研修のねらい 

基礎研修Ⅰ 経営指導員（原則２年以内）

経営指導能力の向上 

基礎研修Ⅱ 経営指導員（原則３年以内）

支援担当者専門研修 基礎研修終了後３年以内 

支援担当者専門研修 課長補佐 

中小企業診断士養成研修 中小企業診断士一次合格者 

 

（３）首都圏大型展示会等への視察研修（新規） 

   経営発達支援計画の最終出口の支援である販路拡大、商品開発に関する資質向上を目的と

して、全職員を対象に参加させる。 

研修名 対象 研修のねらい 

スーパーマーケット・トレードショー（東京）

全職員 
販路拡大・商品開発に関する資質

向上 

グルメ＆ダイニングスタイルショー（東京）

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ（幕張） 

アグリフードＥＸＰＯ（東京・大阪） 

 

（４）支援ノウハウの共有体制強化（新規） 

 

  ①事業者の事業計画策定・事後指導実施等のデータについては、事務局内で保存場所を決め

   職員全員が閲覧可能とし情報の共有を図る。 

  ②小規模事業者の支援を行う際に、職種の異なる職員がチームを組み、ベテラン職員が若手

職員を指導助言する。（随時） 

③本事業は全職員で実施することから、補助員等についても、事業計画策定または、フォロ

ーアップの際１ケ月に 1回程度は同行し支援状況を体験し、各種調査の実施・分析につい

て支援及び経営発達支援事業のサポート役として役割を受け持つ。 

④経営指導員等が支援した事例を共有するために、半年に 1回支援事例の報告会を開催し、

支援事業所の計画策定、計画実行の遂行状況や支援内容を共有する。また、支援事例の蓄

積の中から、模範事例等を抽出し参考事例として紹介し、レベルの高い支援に繋げる。 

 

（５）世羅町商工会の独自研修（新規） 

   全職員を対象に、必要な知識の習得と支援のスキルアップを図るために、上記の支援事例

報告会に併せて半年に 1回開催し、税務、労務、金融、経営革新等の幅広い分野でのレベル

アップを目指す。年 1回関係支援機関から専門家を招聘し支援方法について助言を頂き、支

援能力のレベルアップ図り支援レベルの向上に繋げる。 

 

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 
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毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、下記の流れで事業の評価及び見直

しを行う。 

 

（１）広島県が実施する「商工会マネジメントシート」事業評価システムに沿い、事業評価を分

析し検証を行う。 

 

（２）世羅町、日本政策金融公庫、町内金融機関、中小企業診断士、一般社団法人世羅町観光協

会、広島県商工会連合会、商工会等により組織する事業評価委員会（仮称）において、成果

の評価を行い、評価結果を委員会において比較検討し見直しをするためのＰＤＣＡサイクル

の仕組みを作り年間２回程度の開催を予定する。 

 

（３）商工会理事会において、委員会での評価・見直しを報告して承認を受け方針を決定し、総

代会へ報告する。 

 

（４）毎年度の事業終了後に、中国経済産業局、広島県、世羅町へ報告する。   

 

（５）事業の進捗状況・評価・見直しの結果を常時閲覧できるように商工会報「まるせら」及び

商工会公式ホームページ（http://marusera.com）にて広報する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

総　代　会
【事業の成果・評価・見直しの承認】

理　事　会
【事業の成果・評価・見直しの決定】

会長：坂東辰男
副会長１名（欠員１名）
理事２２名、監事２名

事務局長
中谷公昭

【事業推進の責任者】

経営指導員

課長　立田祐智
【事業全般の統括】

補助員

中元麻子

記帳指導職員

金藤由香

一般職員

金藤麻子

記帳専任職員

今田真由美

一般職員

黒木仁美

経営指導員

大谷貴紀

補助員

田辺有香

経営指導員

三谷一郎

記帳専任職員

佐倉喜代美

連携

商工会事務局

世
羅
西
支
所

各連携団体
（別紙参照）

事業評価委員会

（仮称）

世羅町

日本政策金融公庫
町内金融機関
世羅町観光協会
中小企業診断士

広島県商工会連合会

事業報告

事業評価

 
 

（２）連絡先 

   【本所】〒722-1121 

     世羅郡世羅町西上原 121 番地 5 世羅町商工会 経営支援課 

      ℡ 0847-22-0529 FAX 0847-22-3415  Mail：sera@hint.or.jp 

      世羅町情報発信サイト「まるせら」  http://marusera.com 

   【世羅西支所】〒722-1701 

  世羅郡世羅町小国 4518 番地 1 

      ℡ 0847-37-1075 FAX 0847-37-7010 
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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） 

 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 2,950 3,600 3,600 3,600 3,600

 

小規模企業対策事業費 

 

（１）調査分析事業 

 ①情報収集費用 

  （Web 有料サイト費等） 

 

（２）販路開拓支援事業 

 ①展示会出展費 

  首都圏展示会出展補助 

 2～3 社 

 ②販促備品費 

  商品紹介リーフレット 

  POP、バナー、商品画像撮

影費等、什器レンタル等 

 ④広告宣伝費 

 ⑤旅費交通費 

  展示会同行職員交通費等 

 

（３）講習会 

 ①講習会開催費 

  （講師謝金・広告費等） 

 

（４）委員会開催費用 

 ①事務費 

  （通信費、印刷費等） 

 

（５）支援力向上事業 

 ①視察研修旅費 

 （首都圏展示会及び販路開 

候補先等） 

(100)

100

(1,400)

400

500

300

200

(600)

600

(50)

50

(800)

800

(100)

100

(2,050)

600

750

500

200

(600)

600

(50)

50

(800)

800

(100)

100

(2,050)

600

750

500

200

(600)

600

(50)

50

(800)

800

 

 

(100) 

100 

 

 

(2,050) 

600 

 

 

750 

 

 

 

500 

200 

 

 

(600) 

600 

 

 

(50) 

50 

 

 

(800) 

800 

(100)

100

(2,050)

600

750

500

200

(600)

600

(50)

50

(800)

800

（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→【小規模事業指導費補助金／広島県商工会連合会経由（事業費・人件費）】 

②世羅町補助金→【世羅町補助金交付規則により支給】 

③世羅町事業受託料→世羅町補助金交付規則により支給】 

④会費収入→【総代会終了後、金融機関による口座振替／毎年 7月末（一部振込あり】 

⑤特別賦課金、手数料収入→【各種事業】 

⑥国補助金収入→経営発達支援計画認定後の補助金収入金（仮称） 

（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４－１） 
 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 
地域の経済動向調査および需要動向調査に関すること 
・地域経済の動向に関する各種の情報を集約する 
・各種機関の消費動向調査等を活用することで、小規模事業者の事業計画策定及び事業運営に活用す

る 

連携者及びその役割 
 

連携者名 役  割 
経済産業省中国経済産業局 

局長 畑野浩朗 

〒730-8531 広島市中区紙八丁堀 6-30 

℡082-224-5658 

・消費動向、統計データの利用 

（小規模企業白書） 

一般財団法人ひろぎん経済研究所 

理事長 角倉 博志 

〒730-0022 広島市中区銀山町 3-1  

℡082-247-4873 

・地域経済動向のデータ利用 

（カレントひろしま） 

世羅町 

町長 奥田正和 

〒722-1192 世羅郡世羅町西上原 123-1 

℡0847-22-1111 

・世羅町内の各種データ利用 

（統計データブック） 

・町預託融資に関する各種データ提供 

一般社団法人世羅町観光協会 

会長 山平正登 

〒729-3302 世羅郡世羅町川尻 2402-1 

℡0847-22-4400 

・道の駅世羅でのレジ通過データ提供 

日本政策金融公庫尾道支店 

支店長 浜 晋治 

〒722-0036 尾道市東御所町 1-20 

℡0848-22-6111 

・地域内金融動向に関する各種データ提供 

・管内融資動向のヒアリング 

広島銀行甲山支店 

支店長 栗原 肇 

〒722-1121 世羅郡世羅町西上原 111-1 

℡0847-22-1122 

・町預託融資に関する各種データ提供 

・町内融資動向のヒアリング 

もみじ銀行甲山支店 

支店長 岩原伸治 

〒722-1121 世羅郡世羅町西上原 497-2 

℡0847-22-1166 

・町預託融資に関する各種データ提供 

・町内融資動向のヒアリング 

両備信用組合甲山支店 

支店長 楳田幹夫 

〒722-0012 世羅郡世羅町本郷 25-1 

℡0847-22-1144 

・町預託融資に関する各種データ提供 

・町内融資動向のヒアリング 

両備信用組合小国支店 

支店長 近重孝博 

〒722-1701 世羅郡世羅町小国 3393 

℡0847-37-2131 

・町預託融資に関する各種データ提供 

・町内融資動向のヒアリング 
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ひろしま産業振興機構(広島県よろず支援拠点) 

理事長 深山英樹 

〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

・経営計画の策定、実施支援 

 

連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

世羅町商工会 
○各種公的データの集約及び分析 
○会員アンケートによる実態把握 
○決算状況の集約によるデータ分析 
○記帳機械化データの分析 
○労働保険事務組合データの分析 

連
携 

【目標】 
○小規模事業者への地域経済等の情報提供（随時） 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 小規模事業者に対し、広島県や世羅町における経済動向及び需要動向について情報提供を行

うことで、事業計画書の策定に向けた機運を醸し出す。 

【公的機関】 
○経済産業省 
○中小企業庁 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
○世羅町 
 
  経済動向に関する情報収集 
  情報交換 

【民間団体】 
○（一財）ひろぎん経済研究所 
○（一社）世羅町観光協会 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○広島銀行甲山支店 
○もみじ銀行甲山支店 
○両備信用組合甲山支店 
○両備信用組合小国支店 
 
  経済、需要動向に関する情報収集 
情報交換 
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（別表４－２） 
 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 
経営状況の分析、事業計画策定支援並びに事業計画策定後の実施支援に関すること 
・小規模事業者の経営課題の抽出 
・事業計画策定に係る支援及び事業計画実施に係る経営課題の解決支援 
・事業計画実施に係る経営課題のうち資金面の課題に関する支援 
・創業（第二創業）及び事業承継に関する支援 

連携者及びその役割 
 

連携者名 役  割 
公益財団法人ひろしま産業振興機構 

（広島県よろず支援拠点） 

理事長 深山英樹 

〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

・経営計画の策定、実施支援 

一般社団法人広島県中小企業診断協会 

代表理事 岸本実 

〒730-0052 広島市千田町 3-7-47 

℡082-569-7338 

・経営分析、見直しなど指導助言 

・当事業に係る事業計画策定セミナー、個別指

導など指導助言 

独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部 

本部長 井上秀生 

〒730-0834 広島市西区草津新町 1-21-5 

℡082-278-5800 

・販路開拓、商品開発、助成金など各種セミナ

ー開催の指導助言 

・経営計画の策定、実施支援 

広島県商工会連合会 

会長 熊髙一雄 

〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 

℡082-247-0221 

・ミラサポ、エキスパートバンクを活用した指

導と助言 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

広島県事業引継ぎセンター 

統括責任者 平野勝正 

〒730-8510 広島市中区基町 5-44 

℡082-555-9993 

・事業承継に係る指導助言 

世羅町 

町長 奥田正和 

〒722-1192 世羅郡世羅町西上原 123-1 

℡0847-22-1111 

・世羅町人材育成事業による支援 

（専門家派遣制度、研修会受講支援） 

日本政策金融公庫尾道支店（国民生活事業） 

支店長 浜 晋治 

〒722-0036 尾道市東御所町 1-20 

℡0848-22-6111 

・事業実施に係る資金的支援 

広島銀行甲山支店 

支店長 栗原 肇 

〒722-1121 世羅郡世羅町西上原 111-1 

℡0847-22-1122 

・事業実施に係る資金的支援 

もみじ銀行甲山支店 

支店長 岩原伸治 

〒722-1121 世羅郡世羅町西上原 497-2 

℡0847-22-1166 

・事業実施に係る資金的支援 
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両備信用組合甲山支店 

支店長 楳田幹夫 

〒722-0012 世羅郡世羅町本郷 25-1 

℡0847-22-1144 

・事業実施に係る資金的支援 

両備信用組合小国支店 

支店長 近重孝博 

〒722-1701 世羅郡世羅町小国 3393 

℡0847-37-2131 

・事業実施に係る資金的支援 

 

連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世羅町商工会 
○経営課題解決に資する支援 
○事業計画実施に関する各種支援 
○資金的課題解決に資する支援 

連
携 

【目標】 
○伴走型経営支援システムの構築 
○一店逸品、逸サービス、逸技術の創出 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 事業計画の策定並びに実施に関する支援を、伴走型で提供することにより、小規模事業者の

持続的な発展に資することができる。 

【経営課題の抽出、解決支援】 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
○広島県よろず支援拠点 
○（一社）広島県中小企業診断協会 
○（独）中小企業基盤整備機構 
○広島県商工会連合会 
○広島県事業引継ぎセンター 
○世羅町 
 
  専門家派遣 
  セミナー講師 

【資金調達に関する支援】 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○広島銀行甲山支店 
○もみじ銀行甲山支店 
○両備信用組合甲山支店 
○両備信用組合小国支店 
 
  事業実施に係る金融支援 
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（別表４－３） 
 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 
新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
・売れるものづくり、場所づくり・場所さがし、人づくり、仕組みづくりを支援するための専門家等

による指導助言 
連携者及びその役割 

 
連携者名 役  割 

一般社団法人広島県中小企業診断協会 

代表理事 岸本実 

〒730-0052 広島市千田町 3-7-47 

℡082-569-7338 

・商品開発、販路開拓等を指導助言 

広島県商工会連合会 

会長 熊髙一雄 

〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 

℡082-247-0221 

・ミラサポ、エキスパートバンクを活用した販

路開拓、商品開発等の指導助言 

世羅町 

町長 奥田正和 

〒722-1192 世羅郡世羅町西上原 123-1 

℡0847-22-1111 

・世羅町人材育成事業による支援 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 

（広島県よろず支援拠点） 

理事長 深山英樹 

〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

・下請取引あっせん、広域取引商談会 

ひろしま夢ぷらざ 

所長 倉岡達志 

〒730-0035 広島市中区本通 8-28 

℡082-544-1122 

・販路開拓を目的とした展示販売 

広島ブランドショップＴＡＵ 

店長 村上祥平 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 

銀座上一ビルディング 

℡03-5579-9952 

・販路開拓を目的とした展示販売 

西日本高速道路ＳＨＤ株式会社 

中四国支社事業部 事業部長 鈴木和泉 

〒730-0037 広島市中区中町 8-12 

℡082-545-6016 

・高速道路サービスエリアへの販路開拓を目的

とした展示販売 

サルボ両備株式会社 

福山サービスエリア上り線 店長 小畠正義 

〒720-0066 福山市三之丸町 6番 8号 

℡084-973-0335 

・福山サービスエリア上り線における販路開拓

を目的とした展示販売 

株式会社トモテツセブン 

福山サービスエリア下り線 支配人 安井洋平 

〒720-0066 福山市三之丸町 2-14 

℡084-926-0077 

・福山サービスエリア下り線における販路開拓

を目的とした展示販売 
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株式会社アンデルセン 

小谷サービスエリア上り線 店長 松本真一  

〒739-2121 東広島市高屋町小谷 5661 

℡082-434-6745 

・小谷サービスエリア上り線における販路開拓

を目的とした展示販売 

株式会社湯坂遊園 

小谷サービスエリア下り線 店長 望月康成 

〒739-2121 東広島市高屋町小谷 5237-1 

℡082-434-6568 

・小谷サービスエリア下り線における販路開拓

を目的とした展示販売 

藤井産業株式会社 

宮島サービスエリア上り線 店長 正木俊治  

〒738-0026 廿日市市上平良広池 297-9 

℡0829-38-0241 

・宮島サービスエリア上り線における販路開拓

を目的とした展示販売 

株式会社広電宮島ガーデン 

宮島サービスエリア下り線 店長 道上訓弘 

〒738-0026 廿日市市上平良 293 

℡0829-38-0880 

・宮島サービスエリア下り線における販路開拓

を目的とした展示販売 

一般社団法人世羅町観光協会 

会長 山平正登 

〒729-3302 世羅郡世羅町川尻 2402-1 

℡0847-22-4400 

・道の駅世羅における展示販売 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

世羅町商工会 
○各種専門家派遣制度の活用 
○販路開拓のための各種支援 

連
携 

【目標】 
○売れるものづくり（商品製品開発支援） 
○売れる場所づくり（販路開拓支援、取引先拡大支援） 
○売れる人づくり（専門知識の習得） 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 市場ニーズに合致した「逸」の商品や製品、サービスを創造することで、小規模事業者の販

路拡大につながり、持続的発展の実現がなされる。 

【商品製品開発支援】 
○（一社）広島県中小企業診断協会 
○広島県商工会連合会 
○世羅町 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
 
  専門家派遣 
  商品及び製品開発支援 

【販路開拓、取引先拡大】 
○ひろしま夢ぷらざ 
○広島ブランドショップＴＡＵ 
○西日本高速道路ＳＨＤ株式会社 
○サルボ両備株式会社 
○株式会社トモテツセブン 
○株式会社アンデルセン 
○株式会社湯坂遊園 
○藤井産業株式会社 
○株式会社広電宮島ガーデン 
○（一社）世羅町観光協会 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
 
  展示販売会への出展 
  販路開拓支援 


