
経営発達支援計画の概要 

実施者名 府中商工会議所（法人番号 5240005009529） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

府中市は、人口・事業者数の減少、中心市街地の衰退などにより、地域の活

力が失われてきており、それは優秀な人材、新卒者などの就職の受け皿が無く

なることを意味し、府中市の活力低下の連鎖に繋がるものである。 

以上の状況を踏まえ、府中商工会議所は、「府中市の活力を取り戻す」ことを

長期目標に掲げ、そのためには、事業者が事業の継続と発展により、新たな雇

用の受け皿として成長していくことが重要と考え、伴走型支援により事業者の

経営力及び競争力を高めることを中期目標とする。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１． 地域の経済動向調査に関すること 

四半期ごとに景気観測調査を実施するとともに、経営指導員の巡回等で

地域の経済動向を把握・分析し、広く周知するとともに、事業計画作成

の基礎データとする。 

２． 経営状況の分析に関すること 

経営状況の分析を必要とする事業者の掘り起こしを行い、個々の事業者

に対して経営分析を行う。必要に応じて、専門家と連携を図り実施し、

分析結果は、事業計画の策定に活用する。 

３． 事業計画の策定支援に関すること 

地域の経済動向、事業者の経営分析結果を基に、経営課題を解決し事業

者が継続発展するために、事業者が、どのように発達していきたいか方

向性を導きだし、商工会議所が経営者に寄り添って指導・助言を行うと

ともに、必要に応じて、専門家を課県し、実行性の高い事業計画の策定

を支援する。 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業者が計画どおり事業を実施できるよう、フォローアップを定期的に

行い、実施に対する課題解決のための支援、指導、助言により、事業者

の事業の持続的発展を図る。 

５． 需要動向調査に関すること 

見本市・展示会出展による来場者へのヒアリング等で情報を収集し、分

析結果を事業者にフィードバックすることで、市場ニーズに合った商品

開発に役立てる。 

６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ものづくり事業者に対しては、府中商工会議所のバーチャルモールや首

都圏での展示会への出展支援、小売・サービス事業者に対しては、一店

逸品運動、まちゼミなどの活動を通じて販路開拓の支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   多種多様な地場産業が集積する地域特長を活かして、地場産業の観光化

を目的に産業観光ツアーや工場見学受入を実施するとともに、、ご当地グル

メを利用したイベントなどを行い、近隣市町からの観光客数の増加による

地域の活性化を図る。 

連絡先 

府中商工会議所 なんでも相談センター 

〒726-0003 広島県府中市元町 445-1 

ＴＥＬ：0847-45-8200 ＦＡＸ：0847-45-5110 

 E-Mail：info@fuchucci.or.jp 

   HP：http://www.fuchucci.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 

 

＜府中市の現状と課題＞ 

府中市は広島県の東南部に位置する人口 41,102 人の内陸地帯で平成 16 年４月に甲奴

郡上下町と合併（合併時の人口 47,477 人、事業者数 2,861 件）し、現在の府中市となっ

た。人口 470,630 人と広島県第２位の都市規模を持つ福山市に隣接しており、福山市を

中心に近隣の尾道市、三原市、岡山県笠岡市、井原市等とともに備後圏域を形成してい

る。 

 

当市の最大の特長は、機械金属、繊維産業、家具木工、化成品、味噌製造など、この

人口規模で極めて多業種の製造業が集積した「ものづくり」に支えられた地域というこ

とである。特に高級婚礼家具｢府中家具｣の産地として知られているとともに、上場企業

が4社あり、「旋盤用パワーチャック」「ダイカスト製品」「ラジオコントロールヘリコプ

ター」「プリント配線板成形用真空プレス」「テルペン樹脂」の製造が日本一の企業を有

している。また、業歴 100 年を超える企業が現在でも 60 社存在するなど、当地域に脈々

と受け継がれた企業家精神と、ものづくりに特化しバランスのとれた業種構造と蓄積さ

れた技術を持つ。 

 こうした、「ものづくり」の町として、企業の成長にあわせて府中市も成長を続けてき

たものの、景気の悪化や、消費構造の変化、海外への製造拠点の移転などにより、人口、

事業所数とも減少に転じ、徐々にまちの活力が失われてきたことが現状の課題である。 
府中市の現況 
（１） 人 口 

41,102 人（平成 28 年４月）…ピーク時 50,938 人（昭和 50 年） 

(２）事 業 者 数 2,480 件（平成 24 年）…ピーク時 3,310 件（昭和 56 年） 

（３）主要地場産業 非鉄・金属、機械器具、家具・木材、衣服縫製、桐箱、味噌、化学・ゴム・

プラスチック製品など 

一部上場企業：㈱北川鉄工所、リョービ㈱ 

二部上場企業：ヤスハラケミカル㈱、ジャスダック上場：北川精機㈱ 

（４）工業出荷額等 1,713 億円（平成 26 年）…ピーク時 3,833 億円（平成３年） 

（５）地域の特色 民力度=全国 239 位、成長力=全国 585 位（東洋経済新報社 2010 年版） 

 

 

【人口の推移】 

昭和 50 年の 50,938 人をピークに、近隣の福山市などに流出し、平成 28 年４月現在

41,102 人と減少傾向にある。 
平成 50 年 

（1975 年） 

平成 61 年 

（1986 年） 

平成８年 

（1996 年）

平成 18 年 

（2006 年）

平成 26 年 

（2014 年）

平成 27 年 

（2015 年） 

平成 28 年 

（2016 年）

50,938 人 48,597 人 44,729 人 46,479 人 42,120 人 41,636 人 41,102 人

 ※各年とも４月１日現在の住民基本台帳の人口 
※平成 16 年以降の人口は上下町と合併後の数値 
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【事業所数の推移】 

事業者数も減少傾向にあり、昭和 56 年の 3,310 事業者をピークに、平成 24 年経済セ

ンサス活動調査では、2,480 事業者にまで減少した。平成 26 年経済センサス基礎調査に

よると、平成 24 年から 26 年までの３年間の創業は 266 事業所、廃業は 341 事業者と廃

業の方が上回っている。 
平成８年 

（1996 年） 

平成 13 年 

（2001 年） 

平成 16 年 

（2004 年）

平成 18 年 

（2,006 年）

平成 21 年 

（2009 年） 

平成 24 年 

（2012 年） 

3,158 2,816 2,861 2,890 2,744 2,480 

  ※平成 16 年以降の事業者数は上下町と合併後の数値 

 

【産業構造】 

 業種別の産業構造は、サービス業、卸売・小売業と続き、製造業は第３位の 21.4％（構

成比）であるが、従業者数ベースでは、全体の 43.8％が製造業に従事し、「ものづくり」

のまちであることがうかがえる。 

 事業者数 (構成比) 従業者数（構成比） 

総数 ２，４８０（100.0） ２０，４９２（100.0） 

サービス業 ７１５ （28.8） ３，２５４ （15.8） 

卸売・小売業 ６２７ （25.3） ３，４７７ （17.0） 

製造業 ５３１ （21.4） ８，９７２ （43.8） 

不動産業 １６４  （6.6） ３６５  （1.8） 

建設業 １５５  （6.3） ８８０  （4.3） 

医療・福祉 １２６  （5.1） ２，００４  （9.8） 

その他 １６２  （6.5） １，５４０  （7.5） 
   ※出典：平成 24 年経済センサス活動調査 

 

【製造品出荷額等の推移】 

製造品出荷額等は、平成３年の 3,833 億円をピークに、バブル崩壊とともに、機械金

属、繊維など製造拠点の海外移転や、生活様式の変化による婚礼家具の販売減少などの

影響で減少に転じ、平成 20 年は 2,579 億円にまで落ち込んだ。更には、リーマンショッ

ク翌年の平成 21 年は 1,470 億円にまで減少。この減少率は 47％と国の減少率 21％を大

きく上回っており、平成 26 年は持ち直したものの 1,713 億円とリーマンショック前の水

準まで回復できておらず苦戦している。 
平成 20 年 

（2008 年） 

平成 21 年 

（2009 年） 

平成 22 年 

（2010 年）

平成 23 年 

（2011 年）

平成 24 年 

（2012 年）

平成 25 年 

（2013 年） 

平成 26 年 

（2014 年）

2,579 1,470 1,688 1,765 1,729 1,467 1,713 

※単位：億円 

※出典：工業統計調査、平成 23 年-平成 24 年経済センサス活動調査 
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【商業・地域振興について】 

府中市が策定した中心市街地活性化基本計画が平成19年５月に国の認定を受け、更に、

平成 25 年４月には第２期の中心市街地活性化基本計画の認定を受け、引き続き中心市街

地活性化に向けた取組みを行っている。 

基本計画では、「市民や来街者が集い交流する魅力ある中心市街地の形成」と「安心し

て便利に歩いて暮らせる中心市街地の形成」を基本方針に、地域交流センターの設置（平

成 27 年１月オープン）、道の駅の開設（平成 28 年 10 月オープン）など、中心市街地の

活性化を図るため 37 事業が計画されている。 

 

 

第２期府中市中心市街地活性化基本計画 

計画期間：平成 25 年４月～平成 30 年３月（５年間） 

目  標：①賑わいの創出 

       ②歩いて暮らせる地域の形成 

        具体的数値目標（目標年度：平成２９年度） 

         歩行者・自転車通行量(平日) 7,306 人 ⇒ 8,000 人 

         歩行者・自転車通行量(休日) 2,206 人 ⇒ 2,700 人 

         市内循環バス平均利用客   47 人/日 ⇒ 119 人/日 

         商店重点地域の商店数    241 店舗 ⇒ 257 店舗 

         人口動態(社会動態)     －42 人  ⇒ ±0 人 

 

 

その中で、既存の商店組織にとらわれず、中心市街地及びその周辺の意欲的な商店主

８人で、平成 22 年に「府中まちなか繁盛隊」を組織。現在では、賛助会員を含めて 62

店に増加し、中心市街地の賑わいの創出や個店の魅力向上のための「お店めぐりツアー」

や、店主が講師となって専門店ならではの技術や知識を伝授する「まちゼミ」、自店の逸

品をつくり、研究を重ね磨きあげていく「一店逸品運動」など様々な活動を積極的
に展開している。 

 

また、ご当地グルメである、府中市独自のお好み焼き「備後府中焼き」が、平成 22 年

からＢ－１グランプリに出展し、平成 26 年３月には、関西・中国・四国ブロック大会を

府中市で開催し、２日間で 14 万 7,000 人が来場するなど、「備後府中焼き」の知名度向

上により、「備後府中焼き」目的で府中に来られる方も増加している。 

 

しかし、消費者が隣接する福山市の大型店やロードサイド店などに流出するなど、商

業者の置かれた環境は厳しく、中心市街地活性化基本計画の円滑な実施や、「府中まちな

か繁盛隊」「備後府中焼き」など核とした商業活性化、地域振興が求められている。 
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＜府中商工会議所の目標と取り組み＞ 

府中市は、前述のように、人口・事業者数の減少、中心市街地の衰退などにより、地

域の活力が失われてきており、それは優秀な人材、新卒者などの就職の受け皿が無くな

ることを意味し、府中市の活力低下の連鎖に繋がるものである。 

府中商工会議所は、府中市唯一の地域経済団体として、企業の育成と地域の振興を使

命として活動をしており、事業者に頼りにされ、期待に応えることのできる商工会議所

でなければならない。 

 

以上の状況を踏まえ、府中商工会議所は、「府中市の活力を取り戻す」ことを長期目標

に掲げ、そのためには、事業者が事業の継続と発展により、新たな雇用の受け皿として

成長していくことが重要と考え、伴走型支援により事業者の経営力及び競争力を高める

ことを中期目標とする。 

 

 

長期目標：事業者が継続発展することで、新たな雇用の受け皿となり、府中市の活力

を取り戻す 

 

中期目標：伴走型支援を行い、個々の事業者の経営力及び競争力を高めることで、事

業者の事業の継続と発展を促し、府中市の活力向上の源とする 

 

 

（１）経営力のある「ものづくり事業者」の育成 

 府中市の小規模製造業者の多くは下請け事業者で、取引先の意思により受注が決まる

要素が強いため、受け身になりがちで経営目標や計画の作成をしていないことが多い。

こうした事業者が継続し発展するためには、経営者の意識改革、事業内容の強化が必要

である。そのためにも、本事業により、自社の課題を把握し、将来どのようになりたい

か考え、課題を解決するための事業計画書を作成し、目標を持って自社商品の開発や新

たな販路の開拓などに取り組めるように支援する。これらに加え、首都圏での見本市・

展示会への出展などの施策を通じて、経営力のある事業者の育成を図る。 

  

（２）競争力のある「小売・サービス事業者」の育成 

小売・サービス業においては、売上の減少を食い止めるため、何とかしなくてはなら

ないと考えているが、どのようにすれば良いか分からない事業者も多くある。こうした

事業者においては、個別の事業計画作成による顧客の開拓支援に加え、府中商工会議所

が先導し、商店街組織にとらわれない活力ある商店で組織した「府中まちなか繁盛隊」

と連携を図り販路開拓を図る。「府中まちなか繁盛隊」では「まちゼミ」や「一店逸品運

動」など顧客開拓事業に取り組んでおり、単独で行うよりマスコミへの露出や消費者の

関心を誘うことができ効果的である。また、活力と元気のある商業者が多く、経営者の

意識の改革が期待できる。このような支援を行うことで競争力のある商業者の育成を図

る。 
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【目標達成に向けた活動方針及び具体的な取組み】 

（活動方針） 

（１） 地域の経済動向を把握する。 

（２） 事業者の経営状況、課題を把握し、課題解決を図るとともに、事業の継続・発展

の事業計画作成・実行を伴走型の支援で行う。 

（３） 事業者の相談に対応するため、経営指導員等の資質向上に努める。 

（４） 他の支援機関と連携を図り、事業者の成果に繋がる経営支援を行う。 

 

（具体的な取組み） 

（１）事業者が事業を継続・発展するための事業計画作成・実行支援 

（２）ものづくり企業集積地の特長を活かした事業者支援 

（３）100 年企業のノウハウを分析し、それを活かした事業者支援 

（４）事業者の技術、商品力を活かすための販路開拓支援 

（５）やる気ある商業者を核とした顧客開拓のための事業者支援 

（６）事業者のノウハウ・資産を次代に継続させるための事業承継支援 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 29 年４月１日～平成 32 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】 

経営発達支援事業を実施するためには、地域の経済動向を把握する必要がある。そ

のためには定期的に調査を実施することで、経済動向を把握するとともに、その結果

を、商工会議所のホームページや会報等で広く周知し、事業者が事業を行ううえでの、

経営方針、販売戦略、商品開発などの参考に活用していただかなくてはならない。ま

た、商工会議所が、事業者に対して伴走型支援をする際の基礎データとして活用しな

くてはならない。 

しかし、現状では、「景気観測調査」「CCI-LOBO 調査（商工会議所早期景気観測シ

ステム）」を行っているが、商工会議所の会報を通じて周知はしているものの、分析

結果を、個々の事業者への事業計画策定には活かせていない。また、経営指導員が事

業者から聞いた情報の共有化も十分できていないので、地域経済動向調査の結果の収

集、周知と活用が課題となっている。 

そこで、下記の事業を実施することで、情報収集、分析、活用を行う。 
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（事業内容） 

（１）府中商工会議所管内の中小・小規模事業者 130 社を対象に四半期ごとに「景気

観測調査」を実施している。「生産額」「受注額」「売上」「販売価格」「商品仕

入価格」「原材料仕入価格」「製品在庫」「商品在庫」「資金繰り」「採算性」

「従業員数の適正」「景況」について前年同期と比較しての実績、向う３ヶ月

の先行き見通しを調査しＤＩ値(良いから悪いを引いた数値)にまとめ、本調査

の広島県内商工会議所の分析結果（県下約 1,000 社を対象に実施）と併せて、

分析結果と、景況の推移をわかりやすく折れ線グラフにしたものを、都度、商

工会議所のホームページ及び会報へ掲載する。また、新聞社へ結果を記事とし

て掲載いただくよう情報提供することにより、小規模事業者に広く周知すると

ともに、経営指導員の巡回指導・窓口相談や各種相談会で事業者の経営相談・

事業計画の策定に活用する。 

 

（２）CCI-LOBO 調査（商工会議所早期景気観測システム）を毎月実施している。こ

の調査は全国 422 商工会議所が 1,417 事業組合等を中心に、「売上」「採算」「仕

入単価」「従業員の状況」「業況」「資金繰り」についてヒアリングしているも

ので、集計・分析は日本商工会議所が行い、調査により全国の経済動向を早期

に把握し、その結果を都度、商工会議所のホームページ及び会報へ掲載し、周

知を図るとともに、経営指導員の巡回指導・窓口相談や各種個別相談会で事業

者の経営相談・事業計画の策定に活用する。 

 

（３）国の実施する国勢調査、経済センサス基礎調査・活動調査、工業統計調査等に

より「人口」「事業所数」「就業者数」「製造品出荷額等」の増減・推移を把握

し、経済動向調査の参考データとする。また、一般財団法人ひろぎん経済研究

所が広島県内の「経済見通し」「主要産業の動向」「設備投資」「個人消費」の

調査を実施し、結果を公表しているので、県内経済動向の参考データとして、

経営指導員の巡回指導・窓口相談や各種個別相談会で事業者の経営相談・事業

計画の策定に活用する。 

 

（４）府中商工会議所管内には、両備信用組合の本支店、広島銀行、中国銀行、もみ

じ銀行の各支店があり、両備信用組合の理事長、各行の支店長は当商工会議所

の常議員、議員を務めていただいている。経営指導員が、市内の経済動向に詳

しい金融機関の理事長・支店長に定期的(３ヶ月に１回)に経済状況をヒアリン

グすることで、経済状況の把握を図り、経営指導員の巡回指導・窓口相談や各

種個別相談会で事業者の経営相談・事業計画の策定に活用する。 

 

（５）商工会議所職員が事業所を巡回する際、景況や市場動向などについてヒアリン

グを行い、その結果をデータベース化するとともに、経営指導員が定期的(月

に２回)に、地域の経済動向や企業の状況等について情報交換を行い情報の共

有化を図り、経営指導員の巡回指導・窓口相談や各種個別相談会で事業者の経

営相談・事業計画の策定に活用する。 
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（目標） 

   地域内の経済動向を把握・分析し、商工会議所の会報、ホームページで公表す

ることで、広く周知し、事業者の経営の参考にするとともに、府中商工会議所

の伴走型支援の基礎データとして活用する。 

 

  【主要調査の実施と調査対象】 

   ・景気観測調査…四半期ごと年４回実施／対象 130 社 

   ・ＬＯＢＯ(早期景気観測)調査…毎月１回実施／対象４社 

   ・市内金融機関支店長からヒアリング…四半期ごと年４回実施／対象４人 

・会議所職員の巡回…随時／2,400 社 

 

【情報提供の手段】 

・府中けいざい情報／会員事業所と関係団体（約 2,100 部）へ毎月１日発行 

・ホームページ／随時更新 

・ＣＡＴＶ放映／毎月第２週目（緊急案件は随時放送） 

・経営指導員を中心とした企業訪問で情報提供／随時 

 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

事業者の伴走型支援をするうえで、事業者の経営状況の把握及び分析は不可欠であ

る。 

しかし、現状では、商工会議所が推薦する小規模事業者経営改善資金(マル経融資)

の相談者に対して、２期分の決算書を比較して経営分析しているが、その他の事業者

に対しては経営状況の分析はできていない。 

そこで、経営指導員を中心に全職員による事業所巡回や経営指導員等の窓口相談、

講習会などを通じて、事業者の経営実態の把握に努め、経営状況の分析を必要とする

事業者の掘り起こしを行う。そのうえで、伴走型支援を行う事業者を選定し、経営指

導員が中心となり、経営者本人とヒアリングを重ね、経営状況、固有の課題や業界の

動向等を把握し、経営状況の分析を行う。また、必要に応じて、「よろず支援拠点」

と連携を図るとともに「ミラサポ」を活用し専門家とともに分析を行う。 

 

 

（事業内容） 

（１）平成 25 年４月から始めた経営指導員をはじめ全職員による「全事業所訪問」

を継続し、その中で、事業者の「事業内容」「経営実態」「経営上の課題」「支

援ニーズ」などについてヒアリングを実施。その中で、経営計画の策定が必要

な事業者を掘り起こし、その事業者に対しては、経営状況の分析及び経営計画

の作成が、事業の継続発展のために重要な要素であることの説得を試みる。 
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（２）府中商工会議所では、地元の司法書士、税理士、中小企業診断を専門家に招き

地域内の事業者に対して経営に関する相談会を毎月１回開催している。また、

２月、３月の確定申告の時期には 400 人の事業者の相談を受けている。窓口相

談とあわせ、相談される事業者の中で、経営状況の分析を望む事業者の掘り起

こしを行う。 

 

（３）府中商工会議所主催の講習会（平成 27 年度 年間６コース延べ 32 日：受講者

305 人）の受講者に、講習会終了時に会場で、経営状況の分析、事業計画の作

成に関心があるかの項目についてアンケートを実施し、経営計画の策定が必要

を思われる事業者の掘り起こしを行う。 

 

  上記方法により経営状況の分析を必要とする事業者の掘り起こしを行い、事業者

に対して、経営指導員が決算書から、売上高営業利益率などの収益性、流動比率・

当座比率などの安全性、棚卸回転率などの効率性を導き出し、日本政策金融公庫

が公表している、「小企業の経営指標」の数値と比較分析を行うとともに、経営上

の課題などについてヒアリングを行い、自社の強み、弱み、競合、環境面につい

てＳＷＯＴ分析を行う。また、難しい案件など状況に応じて、複数の経営指導員

がプロジェクトを組んでの対応や、よろず相談拠点の専門家と連携を取るなどし

て実施する。分析結果は、事業計画の策定に活用する。 

 

（目標） 

    経営状況分析のため、平成 31 年度の巡回訪問・窓口相談件数を 2,000 件、経

営分析を 80 件実施する。 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問・窓口相談件数 1,700 1,800 1,900 2,000 

経営分析件数 ５０ ６０ ７０ ８０ 

 

 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 現状は、小規模事業者持続化補助金等の補助金申請書類を作成する際に、事業計画

の策定支援をしているが、主に補助金申請の手段としての事業計画の作成となってお

り、本来の事業者が持続的に発展するための事業計画の策定が充分にできていない。

そこで、地域の経済動向、事業者の経営分析結果を基に、経営課題を解決し事業者

が継続発展するために、事業者が、どのように発達していきたいか方向性を導きだし、

商工会議所が経営者に寄り添って指導・助言を行うとともに、必要に応じて、「ミラ

サポ」を活用することで実行性の高い事業計画の策定を支援する。 

あわせて、創業希望者を掘り起こすため、ひろしま産業振興機構と連携し、創業塾

を開催し創業計画書の作成支援を行う。 

また、小規模事業者は、事業計画の策定に関心が薄く、計画に基づき経営をしてい

る事業者は少ない。小規模事業者に関心を持っていただき、経営計画を作成したこと
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がない事業者が、経営計画を策定し実行することで、発展する伸び代が大きく効果が

ある。そのためにも、事業計画を策定し、それに沿った経営を実行していくことが持

続的発展のために有効であることを、巡回指導、窓口相談等を通じて広く啓蒙する。

  

（事業内容） 

（１）巡回指導・窓口相談 

経営分析した事業者を、経営指導員に振り分け事業者の担当を決める。経営指

導員が担当事業者を巡回し、事業計画の必要性を説き、事業者をサポートしな

がら事業計画の策定を行う。経営計画の策定にあたっては、経営の品質を向上

させるために、事業者が将来どうなりたいかの姿を導き出し、経営状況の分析

結果を基に、現状とそのギャップを埋めるために、どのような取組みが必要か、

事業者と検討を重ねる。 

 

（２）創業セミナーの開催 

ひろしま産業振興機構と共催で、創業・第二創業希望者の掘り起こしと創業支

援を目的に創業セミナー（全３日間）を開催する。セミナーの中で講師の指導

で事業計画の策定を行う。セミナー後も経営指導員が引き続き支援し、実行性

の高い事業計画の作成を目指す。 

 

（３）事業計画策定セミナーの開催 

小規模事業者を対象とした、経営課題の抽出や事業計画策定のためのセミナー

を開催し、講師に加え、経営指導員もスタッフとして参加し、事業計画の策定

を支援する。 

 

（４）経営指導員の連携及び専門家の活用 

事業計画の策定については、より密に支援するため、事業者ごとに担当を決め

て責任を持って伴走型の支援を行うものとするが、事業者の事業計画の内容や

進捗状況は経営指導員で適宜打合せを行い情報の共有化を図ることで、アドバ

イスをしあうとともに、必要に応じて「ミラサポ」等により専門家を招へいし

支援することで、実行性のある事業計画書を策定する。 

 

  （目標） 

事業計画策定セミナー、創業セミナーを年１回開催する。年間 10 件の創業支

援を行う。年間 48 事業者(経営指導員１人当たり月１件策定)の事業計画を策

定する。 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

事業計画策定セミナー １ １ １ １ 

創業セミナー １ １ １ １ 

創業支援事業者数 8 10 10 10 

事業計画策定事業者数 23 30 40 48 
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４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 現状は、事業計画の策定支援をした事業者に対して定期的なフォローアップができ

ていない。事業計画を策定しても、実施できなければ策定した意味が失われる。 

そこで、商工会議所として、事業者が計画どおり事業を実施できるよう、経営指導

員による伴走型支援により定期的に進捗状況を確認し、実施に対する課題解決のため

に支援、指導、助言を行うとともに、金融支援、補助金申請支援、販路開拓支援など

により、事業者の経営資源の不足を補い、事業者の事業の維持的発展を図る。 

 

 （事業内容） 

（１）経営指導員の定期的な接触 

事業計画を策定した事業者に対して、計画の策定を支援した経営指導員が、以

後３年間は、定期的（３カ月に１回）に巡回または窓口での接触を行い進捗状

況を確認する。そのうえで、課題があれば課題を整理・分析し、指導、助言の

支援を行うとともに、必要に応じて「ミラサポ」による専門家派遣の活用で、

課題を解決し事業計画の実施をバックアップする。 

 

（２）金融支援 

事業計画の実施にあたっては、資金調達が必要となる場合がある。その際は、

日本政策金融公庫福山支店、広島県保証協会、市内金融機関と連携を図り資金

調達の支援を行う。また小規模事業者経営改善貸付（マル経融資）は商工会議

所が推薦することで、日本政策金融公庫から保証人不要で低利の融資を受けら

れる制度で、府中市では平成２７年度から小規模事業者経営改善資金(マル経

融資)に対して利子補給を行っており、事業者の負担が軽減されているので、

積極的にＰＲを行い、活用を促す。 

 

（３）補助金・助成金獲得支援 

国が募集する「ものづくり補助金」「持続化補助金」、府中市が募集する「見本

市等出展事業補助金」「中小企業設備投資補助金」「起業支援補助金」等の補助

金・助成金を府中商工会議所のホームページ、会報等で広くＰＲするとともに、

各種補助金や助成金の募集受付に併せてセミナーを開催。府中市管内の事業者

が補助金等を活用して事業が展開し易いよう、申請書の作成を含めて、経営指

導員が事業者に寄り添って支援を行う。 

 

（目標） 

事業計画を策定した事業者を対象に、四半期に１度以上接触し、事業計画が計

画通り実行できるようフォローアップし支援する。フォローアップ期間は３年

間とする。また、実行にあたって資金繰りなどを円滑にするために、必要に応

じて融資、補助金の斡旋を行う。数値的には、マル経融資の斡旋年間 70 件、

補助金申請を年間 50 件行うことを目標とする。 
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 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

フォローアップ件数 未実施 23 53 93 

マル経斡旋件数 55 60 65 70 

補助金申請支援件数 50 50 50 50 

 

  

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

事業者が発展し継続していくためには、販売する商品や提供する役務が、消費

者や取引先のニーズに合っていることが重要であるが、府中商工会議所では、需

要動向に関する調査にほとんど取り組めていないのが現状である。 

そこで、下記により需要動向に関する情報を収集し、整理、分析して事業者に

提供することで市場が求めている商品の開発、サービスの提供を図る。また、府

中市は「ものづくり」の町で、家具、木工小物、繊維、味噌など消費者向けの商

品も数多くあり、蓄積された技術もある。今後は展示会の出展など、あらゆる機

会を通じて積極的なニーズ調査を行い、その結果を小規模事業者へフィードバッ

クし、市場ニーズに合った商品開発ができる仕組みをつくる。 

 

 （事業内容） 

 

（１）ギフトショー等首都圏開催の見本市での需要動向調査 

府中商工会議所では、当地域の地場産業である府中家具の下請業者の自社商品

開発と販路開拓を支援するため、関係事業者を集め、毎年２月に東京で開催さ

れる、インターナショナルギフトショーへ共同出展をしている。ギフトショー

には、期間中 20 万人の来場者があり、出展することで、販路開拓に大変効果

的だが、バイヤーのほかにもトレンドに関心を持つ来場者が多く、絶好の需要

動向調査の場でもある。例年、木製小物雑貨を中心に３～４社が出展している

が、今後は、バイヤーや来場者に商品のデザインの良しあしや、価格、消費者

ニーズ、改善点等について対面でヒアリング調査を行い、その結果を、市内の

デザイナー、経営指導員、出展事業者とともに分析し、次の商品開発に反映さ

せる。また、同様に首都圏で開催される展示会や福岡県大川市での大川木工ま

つりなどへ、家具や、木製小物雑貨などの出展を支援し、そこでも同様にバイ

ヤーや来場者、消費者の声をヒアリングし商品開発に活用する。 

 

対  象 木製品製造業者 

調 査 先 展示会に来場したバイヤー、小売業者、消費者 

調査方法 対面によるヒアリング 

調査項目 デザインの良しあし、価格、消費者のニーズ、改善点等 

調 査 数 ２００件 

活用方法 市内のデザイナー、経営指導員、出展事業者により、調査結果 

を基に分析し、買い手のニーズに合った商品開発に活用する。 
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（２）「道の駅」「観光案内所」への出展による需要動向調査 

     平成 28 年 10 月に、府中市に「道の駅」がオープンした。また、中心市街地

には観光客を案内する「観光案内所」も平成 27 年 1 月に新設され、これらの

施設に地元の事業者が、特産品の味噌や、菓子、加工食品などの飲食物を出

展している。この出展商品に対して、道の駅や観光案内所の客(消費者)を対

象に、価格は適正か、味は良いか、パッケージに魅了を感じるか、どのよう

な商品であれば購入したいか等について対面でのヒアリング調査を行い、そ

の結果と販売実績データを基に、経営指導員、出展者、道の駅駅長、タウン

マネージャーなどの関係者で、商品の見直し、新商品の開発などの検討の場

を設け、次のアクションに向けてＰＡＣＤを回す。 

 

対  象 食品製造業者 

調 査 先 道の駅、観光案内所への来場者(消費者) 

調査方法 対面によるヒアリング 

調査項目 価格は適正か、味は良いか、パッケージに魅了を感じるか、どの

ような商品であれば購入したいか等 

調 査 数 ３００件 

活用方法 経営指導員、出展者、道の駅駅長、タウンマネージャーなどの 

関係者で、商品の見直し、新商品の開発などの検討の場を設け、

次のアクションに向けてＰＡＣＤを回す。 

 

（３）経営指導員による幅広い情報収集 

事業者から、商品開発について相談を受けた際、相談事業者が必要としている

買い手のニースを探るために、経営指導員が統計データを活用するなどして情

報を収集する。主に活用する統計データは、①日経テレコン、②楽天市場ラン

キング、③家計調査年報とし、①日経テレコンは日本経済新聞社のソリューシ

ョンサービスで、国内約 550 業種の概要や市場動向、企業の競合状況をまとめ

た業界レポートやＰＯＳ売上ランキング、新製品ランキングなどの情報を得る

ことができ、相談案件に応じ、業界の動向や、売れ筋新商品を探る際などに活

用する。②は日本最大のショッピングモールである楽天市場の売れ筋ランキン

グでカテゴリー、性別、年齢など様々な条件で検索でき、ターゲットとする世

代、性別など的を絞った消費動向を探る際に活用する。③家計調査年報は総務

省の統計データで、個人消費の動向についてのデータを得ることができる。品

目別や地域別の消費金額など様々な項目で情報を得ることができるので、相談

案件に応じた具体的な消費動向に活用する。 

経営指導員が、これらのデータを活用して、開発しようとしている商品の需要

動向について幅広く情報を収集し、事業者とともに需要動向を分析し、事業者

の商品開発に活用するとともに、マーケットインの考え方を理解していただ

く。需要動向の分析については、必要に応じて「ミラサポ」等を活用し専門家

を加えて検討する。 
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（目標） 

首都圏等の展示会での情報収集を商品開発に活用した事業者数 10 社、道の

駅・地域交流センターでの情報収集を商品開発に活用した事業者数 12 社、統

計データによる需要動向調査を商品開発に活用した事業者数 20 社を目標とす

る。 

 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 
首都圏等の展示会での情報収の活用業者数 ４ ６ ８ 10 
道の駅・地域交流センターでの情報収の活用業

者数 
－ ８ 10 12 

統計ﾃﾞｰﾀによる需要動向調査の活用事業者数 － 14 16 20 

 

  

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】 

事業者が、多様な顧客のニーズにあった商品・サービスを提供・発信する機会を拡

大するため、IT をテーマにした先進的な勉強会を組織し、バーチャルモールでの販

売促進による小規模事業者でも可能な販路開拓を支援する。また、地域での先進的な

事例を表彰し、マスコミなど取り上げられることにより新たな販路開拓に活用する。

あわせて、製造業者だけでなく、サービス業者、飲食業者、商業者への支援事業を実

施。小規模事業者の経営資源の不足を補い、課題解決のための支援、指導、助言を行

い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

（事業内容） 

（１）web 勉強会 

インターネットでホームページを公開している小規模事業者等を対象に組織

化し、ホームページでの集客力を上げる方法や売上を倍増させる仕掛け、効果

的なメールのやり取りなど、実際に成功している方の手法を学ぶ。毎月 1回、

約 10 事業者が集まり勉強会を開催。効果があったインターネットでの閲覧回

数の増加方法や販売手法などそれぞれの事業者の経験・ノウハウを話し合い、

参加事業者が情報を共有することでレベルアップを図り、インターネットでの

個々の事業者の新たな需要の開拓を図る。 

 

（２）バーチャルモール 

府中商工会議所では、小規模事業者等が製造開発した商品をインターネットで

販売するバーチャルモール「府中ものづくり直販工房」を運営しており、現在

18 社が出店している。出店者は府中市内で消費者向けに自社商品製造してい

る事業者で、それらの事業者が、当商工会議所のバーチャルモールを通じて、

全国に発信することで、事業者・商品を知っていただき、商品販売の機会を増

やす。 
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（３）事業者表彰 

府中商工会議所では、地域での先進的な事業を展開する事業者を表彰してお

り、表彰した事業者はマスコミに取り上げられることで、事業活動を広く周知

することができ、新たな取引先・顧客の増加を図る。 

①府中新事業アワード制度 

３年毎に実施。毎回３事業者程表彰。独創的かつ市場性のある新事業の展開お

よび新商品、新技術の開発への取り組みを表彰することにより、府中地域の商

工業の発展を図る。 

②あるぢゃんええぢゃん府中のお店大賞 

３年毎に実施。小売店・飲食店・サービス店の中・小規模事業者の中から、個

性的で魅力ある店作りを意欲的に行い、市民から親しまれ、地域商業振興の発

展に寄与している優良店舗を表彰することにより、商業の活性化とレベルアッ

プを図る。 

     ③経営品質賞 

     事業者の顧客視点に基づいた経営革新に対する取組みで、自己革新を通じて

新しい価値を創出し続けることのできる「卓越した経営の仕組み」を有する

事業者を表彰し周知することで、市内の事業者の経営に対する意識と知識の

向上を図る。 

 

※受賞店への支援 

・マスコミに対して記者発表、当所会報「府中けいざい情報」での記事掲載、

金融機関の各店舗での商品展示、ケーブルテレビ放送、受賞企業紹介のホー

ムページの作成等を行うことで新たな需要の開拓を図る。 

 

（４）府中まちなかお店ゼミナール(まちゼミ) 

２月に実施。小規模の商店・サービス店の店主またはスタッフが講師となって、

消費者に無料または材料費のみで、専門的な知識や体験の場の提供を行う。こ

の取り組みにより、市内店舗及び地域のファンづくり、また、事業者にとって

は商品・サービスを見直すきっかけづくりとし、店の売上増加につなげる。ま

た、参加店説明会や結果報告会等、情報交換を行う交流の場を設け、商業者の

組織強化・活性化を目指す。 

 

（５）府中まちなか一店逸品運動 

消費者に自信を持ってオススメできる商品について、商業者で逸品研究会を組

織し、月に一度研究会を開き、１年をかけて参加店の逸品を決める。逸品が決

定したあとは、消費者への提案(参加店合同フェアや逸品お店ツアー等)、逸品

の見直しを繰り返し行う。商業者が集まり、協力して逸品をつくることで、話

題性を創出し、マスコミを通じて広く周知することで消費者に店を認知いただ

くきっかけとする。これにより、個店の新規来店客数及び売上の増加を目指す。

また、NPO 法人一店逸品運動協会主催の全国逸品セレクションへグランプリ獲

得を目指し出品、広く府中市の逸品及び店舗を紹介していく。 
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（６）販路開拓、首都圏での展示会への出展支援 

府中商工会議所では平成 13 年から、ものづくりをしている小規模製造業者を

対象に、商品開発の研究会を組織し、商品開発と販路開拓の支援を実施してき

た。この中で、家具の部材に使うツキ板を布地に張り付けた鞄の商品開発など、

木工と繊維という他業種とのコラボレーションした取り組み事例もある。ま

た、開発された商品を平成 16 年から、毎年２月に東京のビッグサイト開催さ

れる東京インターナショナルギフトショーへの共同出展を行い、この成果とし

て、東急ハンズへの納品が決まるなどの実績を重ねてきた。このノウハウを活

かすとともに、平成 28 年度に新設された府中市の「中小企業見本市等出店事

業補助金」を活用して首都圏の展示会への出展支援を充実させることで販路の

拡大を図る。 

 

（７）工業版「一店逸品運動」の展開 

     当地域の機械・金属業界は製造品出荷額等の 71％を占め、２社の東証一部上

場企業を有するため、その下請企業を中心に、高い技術水準に支えられた競

争力を持っている。しかし、下請体質が強いため、取引先の開拓が進んでい

ない。商業での「一店逸品運動」の発想を工業者の販路開拓に応用する。具

体的には、府中市の主要産業である機械金属業界を対象に、自社の磨き上げ

てきた「技」、代表する「技術」を見つけ出し、これを我が社の逸品として、

逸品ブックの作成、自動車産業や中小企業の集積地とのマッチングを目標と

した商工会議所との交流会の開催、展示会への共同出展など、一連の事業を

一体的に実施し、販路開拓を図る。 

 

（８）他地区商工会議所との連携による製造業者の販路開拓 

他地区の商工会議所が主催している商談会への参加支援、他地区商工会議所の

工業部会員との連携を図ることで、小規模製造業者の取引先の拡大を図る。 

 

  （目標） 

以下の項目を目標とする。 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

web 勉強会開催回数 12 12 12 12 

バーチャルモール出展企業者数 19 21 23 25 

「まちゼミ」参加店舗数 32 40 45 50 
「一店逸品」参加店のうち参加により売上が増加

した事業者の割合(％) 50 60 60 70 

首都圏展示会商談件数 10 10 20 30 

工業版一店逸品運動への参加企業数 未実施 10 15 20 

他地区商談会への参加企業数 6 10 15 20 

 

 

 

  



１６ 
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

府中市の第２期府中市中心市街地活性化基本計画に基づき、府中市中心市街地活性

化協議会の事務局運営のほか、府中市、「府中ノアンテナ」・「いこる deBINGO」等の

まちづくりＮＰＯ法人、「晴人」等の任意のまちづくり団体、事業者等、そして府中

市中心市街地活性化協議会のタウンマネージャーとの連携を図りながら基本計画を

基に中心市街地を中心とした地域の活性化に取り組む。また、地場産業の観光化を目

的に、府中市と地元企業との連携による産業観光ツアーや工場見学受入、Ｂ-１グラ

ンプリ等の出展などの実績を持つ「備後府中焼きを広める会」・「広島県生活衛生同業

組合連合会府中支部」との連携によるご当地グルメを利用したイベントなどを行い、

近隣市町からの観光客数の増加による地域の活性化を図る。 

 

（事業内容） 

（１）府中産業観光体験ツアー・工場見学受入れ事業 

ものづくりの町府中の多彩な地場産業を観光資源として活用し、さらには、地

場産業をＰＲし、地域経済を活性化させることを目的に、観光体験ツアー及び

工場見学受入事業を実施する。産業観光体験ツアーは、府中市と意見交換を行

い実施内容を検討、7月から 8月にかけて日帰りの３コース実施する。また工

場見学は、市内の機械金属、木工、繊維、味噌などの製造業者と連携を図り、

観光客等の視察受入れを随時行う。 

 

（２）中心市街地活性化事業 

府中市では、第２期府中市中心市街地活性化基本計画が平成 25 年４月に国か

ら認定を受け、賑わいの創出、歩いて暮らせる地域の形成を目標に中心市街地

の活性化に取り組んでいる。府中商工会議所においても府中市中心市街地活性

化協議会の事務局を担当し、行政、ＮＰＯ法人、事業者等と連携を図りながら

基本計画を基に中心市街地の活性化に取り組んでいる。当商工会議所として

も、基本計画にあがっている３７事業を推進するために、積極的に協力すると

ともに、当商工会議所が実施する、中心市街地で実施する民間の賑わい創出事

業に助成する「まちなかチャレンジ事業」、当商工会議所が先導し、中心市街

地周辺の活力ある商店で組織した「府中まちなか繁盛隊」を核に実施する、自

店の商品や技術を消費者に伝授する「中心市街地商店ゼミナール事業(まちゼ

ミ)」、消費者に中心市街地の商店を紹介する「お店巡りツアー」などを通じて

中心市街地の活性化を図る。 

 

（３）地域資源活用事業（ご当地グルメ事業） 

平成２６年３月には「関西・中国・四国Ｂ-1 グランプリ in 府中」が開催され、

14 万 7,000 人の動員があった。今後も、府中市ならではのミンチを使ったお

好み焼きの「備後府中焼き」を、府中市や府中焼きを提供する店舗を中心に組

織する「備後府中焼きを広める会」の定例会を毎月１回開催し、Ｂ-1 グラン

プリなどのイベントへの出展や市外へ府中市をＰＲするための手段として活

用する方策を検討・実施する。また、平成 27 年 1 月に市内にオープンした地
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域交流センターの店舗を活用して備後府中焼き体験教室を開催する。こうした

取り組みにより、府中市への観光客の増加により地域の活性化を図る。 

 

（４）「行ってみょうや！府中のはしご酒」 

平成 25 年度から、小規模の飲食業者の新たな顧客の開拓を図るため、広島県

生活衛生同業組合連合会府中支部と実行員会を組織し、事業内容を検討して年

１回実施している。お客様にチケットを事前に購入していただき、チケットと

引き換えに指定された参加店３店をまわってもらう。参加店にはクーポン券の

発行など、リピーター獲得への取り組みを支援する。府中市内のまだ行ったこ

とのない飲食店を訪れるきっかけを作り、飲食業者側には新規顧客開拓を、お

客様には新規店舗開拓をしていただき、府中市内に賑わいを取り戻す。 

 

（５）100 年企業の事業継続の秘訣を分析  

当地域で創業 100 年を超える企業 60 社を「府中ハンドレッドクラブ」として、

平成 26 年 11 月に組織した。100 年続いたこれらの企業の時代を超えて生き抜

く力や経営力、世代交代の秘訣などを分析し、当地域の経済の活性化に活用す

る。分析に当たっては、中小企業研究の第一人者である福山大学の中沢孝夫教

授の協力を得て、100 年企業へのヒアリングを実施し、継続するノウハウなど

の分析結果を府中市の産業振興の基礎資料とする。 

   

（６）府中市の産業の成り立ちを整理・分析  

     府中市は、三方を山に囲まれた盆地で人口規模も４万人台と多くない。この

決して恵まれているとはいえない地域で、機械金属、繊維産業、家具木工、

化成品、味噌製造など、極めて多業種の製造業が集積しているのは何故なの

か、中小企業研究の第一人者である福山大学中沢孝夫教授に、府中市の産業

の成り立ちを研究・分析していただき、書籍としてまとめ出版する。当市の

産業の起源とその後の経過を整理・説明することで、これからの府中市の産

業振興の基礎資料とするとともに、府中市の様々な産業を、業界の枠を超え、

行政も含めて一緒に育ていく機運を醸成する。 

 

（７）事業承継支援 

     事業者数の減少を食い止めるためには、事業者のノウハウ・資産を次代に

円滑に承継させることが不可欠である。しかし、現在は事業者の事業承継者

の有無など把握できていない。そこで、職員が事業者を巡回する際、後継者

の有無を確認し、必要に応じて広島県事業引継ぎ支援センターと連携を図り、

専門家を派遣するなど事業承継支援を行うことで事業者の減少に歯止めをか

ける一助とする。 
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  （目標） 

以下の項目を目標とする。 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 

府中産業観光体験ツアー・工場見学

参加者数 
5,100 5,200 5,500 6,000

商業重点地区の商店数 236 243 250 257

「はしご酒」参加店舗数 40 40 45 50

ご当地グルメイベントへの出店回数 6 9 9 9

事業承継相談件数 3 6 9 12

 

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 

経営発達支援事業を円滑に実施するためには、他の支援機関と連携し、支援ノウハ

ウなどの情報交換を行い、府中商工会議所の支援力の向上を図ることが不可欠であ

る。支援機関との連携は、商工業振興、金融支援、創業支援などテーマに応じて、経

営指導員等が担当として会議等に参加し、情報交換などを行っているが、組織内で情

報共有が十分とは言えない。今後は、個々の経営指導員等が得た情報を、全職員が参

加して実施している朝礼及び、毎月２回開催しているチーム会議で報告し、職員間で

の情報共有を図る。 

 

（１）小規模研究会 

広島県内の１３商工会議所の相談所長が、一堂に会し、小規模事業者への経営

改善普及事業の取組状況や課題・問題点などについて報告や協議する小規模研

究会を年１回開催している。小規模事業者の支援を目的とする県内商工会議所

が集うことで、支援事例など、身近な支援ノウハウを情報交換することができ、

相互の支援能力向上強化を図るとともに、当商工会議所が取り組んでいない支

援策などを、当商工会議所の今後の取り組みの参考とする。 

 

（２）東部地域産業支援機関等実務者会議 

本実務者会議は、広島県商工労働局東部産業支援担当が核となり、広島県備後

地域の府中市、福山市、尾道市、三原市、神石高原町、世羅町の４市２町の６

市町、５商工会議所、１０商工会と広島県工労働局東部産業支援担当、広島県

立総合技術研究所東部工業技術センター、(公財)ひろしま産業振興機構、(一

財)備後地域地場産業振興センター、広島県中小企業団体中央会の２６団体で

構成し、年２回情報交換を行っている。当商工会議所からは、経営指導員１名

が参加し、各地の情報や、支援の事例などを報告することで、備後地域の商工

会議所の枠を超えた支援機関で情報を共有するとともに、横の連携を図り、経

営発達支援事業を円滑に実施するために活用する。 

 

（３）経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)の推薦業務を行う日本政策金融
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公庫福山支店管内(広島県府中市、福山市、神石高原町、岡山県笠岡市、井原

市)の４商工会議所、７商工会で組織する経営改善貸付推薦団体連絡協議会を

年２回開催している。当商工会議所からは、金融担当の経営指導員が１名参加

し、日本政策金融公庫と福山支店管内の商工会議所、商工会の支援機関が地域

の情報や、商工会議所、商工会の取り組んでいる各種事業、マル経融資への取

り組み、支援事例などについて情報交換を行うことで、金融支援を中心に、相

互の支援能力向上の強化を図っている。 

 

（４）オール広島創業支援ネットワーク 

広島県では、広島県内２３市町すべてが、創業支援事業計画を認定されたこと

を受け、全県あげて創業を支援するため、平成２７年度に、広島県が核になり、

県内の市町、商工会議所、商工会、金融機関、認定支援機関等８７機関でネッ

トワークを構成している。平成２８年度からは、備後地域のブロック会議を年

３回程度開催しており、当商工会議所からは、創業担当の職員が出席し、各機

関の創業支援に対する取り組みや支援事例について情報交換を行い、支援機関

として、支援能力の向上を図っている。 

 

（５）府中市産業支援機関会議 

当商工会議所と府中市内の上下町商工会及び府中市の３者で「府中市産業支援

機関会議」を組織し、年２回会議を開催している。当所からは専務理事、事務

局長、経営指導員が参加し、地域内の共通の課題についての協議、支援事例な

どの情報交換を行うことで支援事例の共有化や地域内の連携により、支援能力

の向上を図っている。 

 

２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営発達支援計画により、伴走型の支援を円滑に行うためには、経営指導員をはじ

め職員の資質向上を図ることが不可欠である。当商工会議所においても、職員を各種

研修会に参加させ、資質向上に努めているものの、経験豊富な職員と若手職員のスキ

ルに差があり、これを埋めていくのが課題である。伴走型支援をする事業者に対し、

担当する職員で支援内容に差が出ないよう、経営指導員等の資質向上を図る。 

 

  （１）各種研修会へ職員を派遣 

広島県商工会議所連合会では、毎年、経営指導員等の経営指導におけるスキル

アップを図るために、１日コースと、２日コースの研修会を開催しており、経営

指導員は全員参加するようにしている。また、経営指導の基礎を学ぶために、補

助員や指導経験の浅い職員を対象に、２日コースの基礎研修も開催しており、毎

年、職員を参加させている。これらの研修により、幅広く経営支援に必要な知識

を学んでいるが、不足がちな、創業、事業計画作成、販路開拓などより専門的な

スキルについては、中小企業大学校が開催する支援機関向けの専門コースなどを

受講し専門的スキルの向上を図ることとする。 

これらの、研修会に参加した職員は、受講後所内にて企業支援担当職員を対象

に、受講内容の報告会を実施し知識の共有化を図ることとする。 
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（２）ＯＪＴの実施 

    一般職員を含めて企業支援に携わる職員に対し、経験豊富な経営職員とのスキ

ルの差を埋めるため、ＯＪＴを実施する。若手職員に、担当事業者を振り分け、

経営計画の作成支援を行う。この支援にあたっては、事業者へのヒアリングに経

験豊富な経営指導員が同席するなどし、若手職員の経営計画作成支援に寄り添い、

ノウハウを伝えることで資質向上を図る（ＯＪＴによる経営計画作成は、ひとり

年間３件行う）。また、若手職員が作成支援した経営計画については、経験豊富な

指導員が添削することで、事業者に対しベテラン職員と若手職員の支援内容に差

が生じないようにする。 

 

（３）支援情報の共有化による資質向上 

    経営指導員で定期的(週１回)に情報交換会を開催し、その間の、経営支援事例

について報告する。その中で、お互い指導内容について、アドバイスを行い、支

援内容を高いレベルで平準化するとともに、経営指導員等のスキルアップを図る。

この情報交換会には、必要に応じて、支援案件がある一般職員も参加し、支援案

件に対してアドバイスを求めるとともに情報を共有化する。 

 

  （４）支援情報の管理 

    職員が支援した内容については、支援の都度、当商工会議所のデータベース「Ｔ

ＯＡＳ」の電子経営カルテに、事業者ごとに、どの職員に、いつ、どのような相

談があり、どのような支援を行ったかを、その都度パソコンに入力し、事業者に

対する支援内容を職員間で共有し、当商工会議所の担当者が変わった場合でも一

貫した支援を可能とする。また、支援した経営分析結果や事業計画書を、その都

度関係職員に回覧するとともに、職員がいつでも閲覧できるように保管する。こ

れにより多くの経営分析や事業計画書に目を通すことで、資質向上の一翼になる

とともに、支援ノウハウを組織の財産として残す。 

 

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 

当商工会議所では、常議員会、議員総会で毎年、事業報告を行っているが、事業を

評価、見直すＰＤＣＡを回すことはできていない。経営発達支援計画の実施が実りあ

るものにするには、毎年度、事業を評価し、その結果をもとに、見直し実行すること

が不可欠である。そこで、当商工会議所の経営発達支援計画の実施状況及び成果につ

いて、以下の方法により評価・検証を行い、次年度へ向けての事業見直しを行うこと

でＰＤＣＡを回す。 

 

（１）「経営発達支援事業評価委員会」を設置し、事業評価を行う。メンバーは、福

山大学教授、府中市建設産業部、日本政策金融公庫を外部有識者として委員に

招聘し、当商工会議所の専務理事が委員として加わり、年１回評価委員会を開

催する。評価委員会では、経営指導員がとりまとめた事業報告を、計画通り実

施できたか、成果はあったか等、事業の評価・検証を行う。また、その結果を

基に、見直しについての意見を聴取する。 
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（２）評価委員会開催後の正副会頭会議で、評価結果を報告するとともに、見直し策

について協議し見直案を決定する。 

 

(３) 事業の評価及び見直し案について、常議員会に諮り承認を受ける。 

 

（４）常議員会で承認後、結果を、当商工会議所の会報「けいざい情報」で報告する

とともに、当所ホームページ(http://www.fuchucci.or.jp/)で閲覧できるよう

にする。 

 

（５）見直し案を基に、当商工会議所事務局で事業見直しを行い実行する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１０月現在）

（１）組織体制 

   会 員 数  １，７７０企業（組織率６４．９％） 

役員 構成  会頭１人、副会頭２人、常議員２６人、監事３人、議員８０人 

常勤役職員  １６人 

（専務理事１人 事務局長１人 経営指導員４人 補助員２ 人 その他８人）

 

企業支援組織を「企業支援チーム」と「地域振興チーム」の 2 チーム制とし組織の

フラット化を図る。 

企業支援チーム：税務、労務、経営に関する疑問、問題等会員事業所の経営に関す

る相談等に対応。補助金、金融等による企業への直接支援に対応。

経営指導員２人 補助員 1人 その他１人 

地域振興チーム：業界の発展のための支援、地域活性化のための施策。 

経営指導員２人 補助員 1人 その他２人 

 
（２）連絡先 

  広島県府中市元町 445－1 府中商工会議所 なんでも相談センター 

  ℡：0847-45-8200 FAX：0847-45-5110 E-Mail：info@fuchucci.or.jp 

  HP：http://www.fuchucci.or.jp/ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 29 年度 

( 29 年 4 月

以降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 67,400 62,900 67,900 62,900 67,900 

 

経営動向調査費 

経営状況分析費 

事業計画策定費 

事業計画 

実施支援費 

需要動向調査費 

需要開拓費 

地域経済活性費 

小規模事業費 

200 

200 

300 

200 

 

6,000 

2,500 

8,000 

50,000 

200 

200 

300 

200 

 

1,000 

3,000 

8,000 

50,000 

200 

200 

300 

200 

 

6,000 

3,000 

8,000 

50,000 

200 

200 

300 

200 

 

1,000 

3,000 

8,000 

50,000 

200 

200 

300 

200 

 

6,000 

3,000 

8,000 

50,000 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、日本商工会議所補助金、共済等収益事業収入 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

 福山大学の協力を得て、今後、100 年企業へのヒアリングを実施。100 年続い

たこれらの企業の時代を超えて生き抜く力や経営力、世代交代の秘訣などを分

析し、当地域の小規模事業者の経営支援に活用する。中小企業研究の第一人者

である同大学の中沢孝夫教授とともにヒアリングすることで的確な分析結果

を得ることができる。 

【100 年企業の事業継続の秘訣を分析】 

 

 府中家具工業協同組合と連携し、当地域の主要産業である家具業界のブランド

構築、さらには海外へ向けた販路開拓を支援する。府中家具の製造者で組織す

る同組合と連携することで、家具業界全体の取り組みとしての販路開拓を行う

ことができる。 

【販路開拓、首都圏での展示会への出展支援】 

 

 日本政策金融公庫と連携し、府中市で平成 27 年度から開始された小規模事業

者経営改善資金(マル経融資)に対しての利子補給制度を小規模事業者に対し

て積極的にＰＲし、マル経融資の活用を促すことで、小規模事業者の資金繰り

の改善を図る。 

【金融支援】 

 

 広島大学の産学・地域連携センターやひろしま産業振興機構と連携し、製品・

新技術・新サービス開発のある企業を訪問。技術紹介や相談、ニーズを把握し、

補助金や助成金の案内や申請の相談に応じる。専門家を派遣することで、効果

的な支援を図る。 

【経営指導員の連携及び専門家の活用】 

 

 ひろしま産業振興機構と連携し、創業・第二創業セミナーを開催するとともに、

創業関係の補助金情報の提供、事業計画の策定支援等により創業を支援する。

創業・第二創業セミナーを県内各地で実施している、ひろしま産業振興機構と

連携することで受講者に効果的なセミナーを実施できる。 

【創業セミナーの開催】 

 

 広島大学、広島県立東部工業技術センター、中国生産性本部の協力を得て、地

域での先進的な事例を「府中新事業アワード制度」「あるぢゃんええぢゃん府

中のお店大賞」「経営品質賞」として表彰し、広くマスコミに取り上げられる

ことで、新たな販路開拓を図る。表彰制度の運営や審査に専門的知識を持つ機

関と連携することで信頼性を高めることができる。 

【事業者表彰】 
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 広島県生活衛生同業組合連合会府中支部と連携し、飲食業の新規顧客の開拓を

図るため「行ってみょうや！府中のはしご酒」を実施。飲食業会の組合と連携

することで事業に飲食店のニーズを効果的に反映させることができる。 

【行ってみょうや！府中のはしご酒】 

 

 一般財団法人備後地域地場産業振興センター、広島県立東部工業技術センター

と連携し、小規模製造業者を対象に、商品開発の研究会を組織し、商品開発と

販路開拓の支援を実施。専門的知識を持つ機関と連携することで、需要のある

商品開発を行うことができる。 

【販路開拓、首都圏での展示会への出展支援】 

 

 日本政策金融公庫福山支店や(一社)広島県発明協会 、(公社)広島県宅地建物

取引業協会と連携した相談会を開催する。専門機関と連携して相談会を開催す

ることで、事業者の課題解決を円滑に行うことができる。 

【経営指導員の連携及び専門家の活用】 

 

 NPO 法人（府中ノアンテナ）（いこる de BINGO）との連携によるまちづくりイ

ベントを実施する。まちづくりに関心のある機関と連携することで、効果的な

事業を展開することができる。 

【中心市街地活性化事業】 

 

 広島県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業者の円滑な事業承継を図る。専

門機関と連携することで円滑な事業承継を図ることができる。 

【事業承継支援】 

 

 広島県よろず支援拠点と連携し、事業者の専門的な課題解決を図る。多種多様

な相談に対応できる支援機関と連携することで、的を得た課題解決を図ること

ができる。 

【経営指導員の連携及び専門家の活用】 

 

 他の支援機関との連携強化によるワンストップ窓口相談事業「なんでも相談セ

ンター」を実施する。事業者の様々な課題に応じるため、数多くの機関と連携

することで、多様な課題を的確に解決することができる。 

【経営指導員の連携及び専門家の活用】 
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連携者及びその役割 

 
 連携機関名 代表者名 所在地 電話 

① 福山大学 
学長  

松田 文子 

広島県福山市東村町字

三蔵９８５－ １ 
084-936-2111 

② 府中家具工業協同組合 
理事長  

高橋 正美 

広島県府中市中須町１

６５０－ １ 
0847-45-5029 

③ 日本政策金融公庫福山支店 
支店長  

大石 晃裕 

広島県福山市光南町２

丁目２－ ７ 
084-922-6550 

④ 広島大学産学・地域連携センター 
センター長 

岡本 哲治 

東広島市鏡山一丁目３

番２号 
082-424-6134 

⑤ 
公益財団法人ひろしま産業振興機構 

ひろしま創業サポートセンター 

センター長 

吉村 正彦 

広 島 市中区千田町

3-7-47 広島県情報プ

ラザ 

082-240-7702 

⑥ 
広島県立総合技術研究所 

東部工業技術センター 

センター長 

田尾 博幸 

福山市東深津町三丁目

2-39 
084-931-2402 

⑦ 中国生産性本部 
会長 

苅田 知英 

広島市中区小町 4-33 

中電ビル 2号館 4Ｆ 
082-242-7972 

⑧ 
広島県生活衛生同業組合連合会府中

支部 

支部長 

福富 實 
府中市中須町 741－1 0847-52-4441 

⑨ 
一般財団法人備後地域地場産業振興

センター 

理事長  

佐藤 彰三 

福山市東深津町 3 丁目

2番 13 号 
084-924-451 

⑩ (一社)広島県発明協会 
会長 

平野 正樹 

広島県広島市中区千田

町３丁目１３－ １１ 
082-241-3940 

⑪ (公社)広島県宅地建物取引業協会 
支部長 

浅利 浩 

広島県福山市御船町１

丁目６番７号     
084-931-3977  

⑫ NPO 法人 府中ノアンテナ 
代表 

水主川 緑 

広島県府中市府中町７

５４番２号 
0847-44-6227 

⑬ NPO 法人 いこる de BINGO 
代表 

真田 光夫 

広島県府中市元町 

４４４番地１９ 
0847-45-2810 

⑭ 広島県事業引継ぎ支援センター 
統括責任者 

平野 勝正 
広島県中区基町 5－44 
広島商工会議所ビル７Ｆ 

082-555-9993 

⑮ 広島県よろず支援拠点 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

畑 博士 

広島市中区千田町

3-7-47 
082-240-7706 

下記連携体制図に支援機関の役割を記載 

 

 ⑯「なんでも相談センター」次ページ別表参照） 
日常的な問題から高度・専門的な難問まで、小規模事業者の問題をじっくりお伺い

し、府中商工会議所のスタッフが支援機関のバックアップのもと、解決するまで責

任をもって指導する。 

【経営指導員の連携及び専門家の活用】 
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（別紙：なんでも相談センター） 
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連携体制図等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
⑯「なんでも相談センター」による連携支援機関によるワンストップ支援 

 
 
 
 
 
⑦中国生産性本部 
 事業表彰 

 
 
 
⑩広島県発明協会 
⑪広島県宅地建物取引業協会 
個別相談会の開催 
⑭広島県事業引継ぎ支援セン
ター 
事業承継 
⑮広島県よろず支援拠点 
経営指導全般 

小規模事業者 府中ハンドレッドクラブ 
当地域で創業１００年を超
える企業６０社を組織化 

 

府中市産業支援機関会議上下町商工会 

府中商工会議所 
なんでも相談センター 

③日本政策金融公庫福山支店 
マル経融資 

府中市 
利子補給制度 
中心市街地活性化 
地域資源活用事業 

①福山大学 
100 年企業へのヒアリングによる時代
を超えて生き抜く力や経営力、世代交
代の秘訣などの分析

④広島大学産学・地域連
携センター 
⑤公益財団法人ひろしま
産業振興機構 
企業を訪問。技術紹介や
相談、ニーズ把握 

創業支援 

②府中家具工業協同組合 
⑥東部工業技術センター 
⑨後地域地場産業振興センター 
ブランド構築、新商品開発、販路
開拓 

⑧広島県生活衛生同業組合連合会府中支部 
⑫NPO 法人 府中ノアンテナ 
⑬NPO 法人 いこる de BINGO 
地域活性化イベントの開催 


