
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
三次商工会議所（法人番号 8240005004642） 

実施期間   平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日（5年間） 

目標 

人口減少、少子高齢化等厳しい経済状況の中、多くの経営課題を抱え

る小規模事業者に対して、経営分析や調査事業の指標を取り込んだ事業

計画の策定から実施を伴走型で経営支援することを基軸とし、定期的な

フォローアップを通じて小規模事業者の経営の向上や改善を行うことに

より経営の発展を図る。創業支援も各種支援機関と連携し専門的な相談

支援体制を整え、起業しやすい地区内の環境強化を図る。 

 展示会への出展支援、ICT活用による販売促進セミナーや個別の専門相

談会の開催により小規模事業者の販路開拓の支援を行う。 

 行政と連携し、独自のプレミアム商品券の発行や、高速道路のクロス

ポイントの立地を活かしたまちづくりにより地域経済の活性化を図る。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域内経済動向を把握するため独自の景況調査や LOB0調査などを 

定期的に実施、データの収集に努めるとともに、結果を広く周知する。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

現状の経営課題を明確に把握し、今後の経営戦略の方向性を示す 

目的で財務分析、SWOT分析等の経営分析を実施する。 

 3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   事業計画策定セミナーを実施し、経済動向調査や経営分析の結果

を踏まえ、事業計画の策定支援を行う。 

 4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   事業計画策定後は、巡回訪問を中心に進捗状況や必要施策の把握 

を行うために定期的にフォローアップを行う。 

 5.需要動向調査に関すること【指針③】 

   国や関連機関並びに民間の調査資料や統計データを収集・提供し 

小規模事業者の経営課題の解決のために有効活用する。 

 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】 

   展示会への出展支援や、ICT活用による販売促進セミナーや個別の 

専門相談会を開催し、販路開拓の支援を行う。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

   行政と連携し地域独自のプレミアム商品券の発行や、交流人口の 

増加を目指すことを目的に、既存の観光資源のブラッシュアップに加 

え、歴史・文化・食等の地域資源の掘り起こしを実施し、高速道路の

クロスポイントの立地を活かした各種事業を展開し地域経済の活性

化を図る。 

連絡先 
三次商工会議所 中小企業相談所     （TEL）0824-62-3125 

〒728-0021 広島県三次市三次町 1843-1   (FAX) 0824-63-5200 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．三次市の概況 

 

広島県北部で中国地方の中心部に位置し、県北部一円から島根県南部に至る広い経済

圏を持つ拠点都市で、面積は 778.19ｋ㎡、広島県の総面積の 9.2％を占めており、江の

川本流可愛川、及びその支流、馬洗川・西城川・神野瀬川が交わる盆地を中心とした地

域である。広島県内に降る雨の約 3分の 1が集まり、秋から春にかけては川霧が発生し、

盆地内に滞留することによって山頂が島々に見えるいわゆる「霧の海」が現れるため、

霧の街とも呼ばれている。 

江戸時代に城下町として栄えていたため、市街地の旧街道には卯建のある商家が並

び、数多くの史跡や忠臣蔵ゆかりの古寺などが存在しており、江の川支流が三次盆地で

合流するため、古くから山陽・山陰を結ぶ文化・経済・交通の要衝の地として機能し、

現在も中国縦貫自動車道、中国横断自動車道尾道松江線をはじめ、中国地方の山陽・山

陰を結ぶ各国道、県道、JR鉄道網などが本市で結節し、本市を中心として放物線上に拡

散する交通網を構成している。 

 

 
 

◇人口 

平成 16 年 4 月に 8 市町村が合併、当時人口は 61,823 人であったが平成 29 年 4 月 1

日現在では 53,561人と合併時より▲13.4％と大きく減少している。 

国立社会保障・人口問題研究所では、2040 年には 40,303 人、人口移動が収束しない

場合は 37,777人まで減少する推計がされており、20～39歳女性人口も 2010年 5,249人

から 2040 年には 3,357 人（人口移動が収束しない場合 2,676 人）の減少が推計され、

人口減のみならず少子化に対しても大きな問題を抱えている。 

一方高齢化も急速に進んでおり平成 29 年 1 月 1 日現在の 65 歳以上の人口が 18,576

人で高齢化率は 34.4％、平成 24年の 31.1％からこの 5年間で 3.3 ポイント上昇。広島

県全体の高齢化率は 27.8％で三次市は県内 23市町中 11番目に位置している。 
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生産年齢人口も全国・広島県と比較しても比率は低く、高齢化が加速すると同時に生

産年齢人口も減少。生産年齢人口の減少は、経済規模や労働市場に直結するため、今後

三次市の GDPも減少してゆくことが予測できる。 

 

‣ 人口推移（いずれも 4月 1日住民基本台帳） 

 平成 16年 

（合併時） 
平成 19年 平成 24年 平成 29年 

世帯数 23,561 24,007 23,784 23,574 

人 口 61,823 60,418 57,078 53,561 

 

‣ 将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所推計） 

 2010年 2040年 

20～39歳女性 5,249 3,357 2,676（人口移動が収束されない場合） 

総人口 56,605 40,303 37,777（    〃         ） 

 

‣ 高齢化率（H29.1.1現在 全国は国勢調査、広島県・三次市は住民基本台帳） 

全 国 広島県 三次市 

27.4％ 27.8％ 34.4％ 

 

‣ 生産年齢人口比率（H26.10.1現在 全国・広島県は統計局 HP、三次市は住民基本台帳) 

全 国 広島県 三次市 

61.3％ 59.5％ 54.6％ 

 

２．三次市の小規模事業者並びに産業の現状と課題 

◇商工事業者数・小規模事業者数の推移 

 三次市内全体の商工業者数は 5 年前と比較し▲8.8％の 2,621 人（管内▲5.8％1,944

人）小規模事業者数も 5 年前と比較し▲8.1％の 2,154 人(管内▲4.9％1,532 人)と減少

しており、管内商工業者のうち 78.8％が小規模事業者である。 
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◇三次市全体の産業別事業所数・従業者数の現状 

 産業別事業所数・従業者数からみて、商業・サービス業の事業所数が全体の 67％、従

業者数が全体の 50％を占めることから三次市の中心的産業と位置づけられる。製造業の

事業所数は少ないが、従業者数は全体の 22％を占め雇用の受け皿となっている。また、

従業者数の少ない小規模な建設業者が多いことが三次市の産業構成の特徴である。 

 

‣ 三次市全体の産業別事業所数・従業者数（平成 26年経済センサス基礎調査） 

 建設業 製造業 
卸売業・ 

小売業 
サービス業 その他 合計 

事業所数 348 185 861 894 333 2,621 

従業者数 1,963 4,142 5,154 4,157 3,084 18,500 

 

◇三次商工会議所管内の景況 

 三次商工会議所が毎年四半期ごとに行っている最新の「管内景況調査」平成 29 年 4

～6 月期の業況は、全業種合計で今期▲18.3。業種別では、卸売業、製造業、観光・サ

ービス業の 3 業種で改善。製造業（▲25.8→6.3）がプラスに転じたのに対し、建設業

（3.6→▲13.5）と運輸・交通業（11.8→▲46.7）がマイナスに転落。過去の同期と比

較すると多少好転しているものの、全般的には厳しい業況である。 
 

‣ 景況調査 H29年 4～6月期 

（三次商工会議所実施） 

【業況 DI】 
 前期に比べ 来期見通し 

全業種 ▲ 18.3 ▲ 13.5 

小売業 

卸売業 

製造業 

建設業 
運輸・交通 

ｻｰﾋﾞｽ業 

▲ 25.7 

▲ 20.7 

6.3 

▲ 13.5 

▲ 46.7 

▲ 18.8 

▲ 14.3 

▲ 20.7 

▲  6.3 

▲ 13.5 

▲ 20.0 

▲  9.4 

（好転割合―悪化割合） 
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◇卸売業・小売業の現状と課題 

三次市は古くから陰陽の結節点として栄え、歴史的に商業を中心に栄えてきた。 

広島県内の主要都市は瀬戸内海沿岸部に集中しており、県北部の中山間地に位置してい

る三次市は、広島市や福山市と約 70 ㎞の距離があり、歴史的・地理的要因により小規

模であるが一つの商圏を確立し、島根県の一部を含む県北一円より多くの流入人口（買

物客）を持っていた。しかしながら、高速道路をはじめ各種交通網が整備され都市部へ

の移動時間が大幅に短縮され、近隣に大型店やロードサイド店の出店が相次ぎ、買物客

の流れも大きく変わり地元商店街を中心に衰退を余儀なくされた。現在も、食料品・家

電・衣料・ドラックストア等外部資本の出店が続いており、地元商業者は厳しい経営環

境に置かれている。 

 卸売業は 5年間で、商店数▲18.8％、従業員数▲32.7％、年間販売額が▲25.3％の減

少、小売業は 5年間で、商店数▲26.9％、従業員数▲26.9％、年間販売額が▲21.9％と

大きく減少し非常に厳しい現状である。 

 三次商工会議所が平成 29 年 8 月に行った『三次市買物調査』での「買物場所」をみ

ても、三次市内での買物は圧倒的に大型店に集中しており、ほとんどが小規模事業者で

ある地元のお店での買物は少ない。また、買回り品・贈答品の市外への流出率も高くな

っており三次市外での消費が増えている。 

人口の減少により三次市全体の消費額が大きく縮小する中で、小売業を営む小規模事

業者の売上の確保は大きな課題であり、経営不振を理由に廃業率も高くなっている。ま

た、経営者の高齢化も目立ち、先々の経営に対する不安や後継者不足により事業承継も

深刻な問題である。 

 
 

‣ 三次市買物調査（平成 29年 8月三次商工会議所実施） 

（買物場所） 

 1位 2位 3位 4位 市外流出率 

買回り品 
三次市内 

大型店 

（38.7％） 

広島市内 

 

（15.6％） 

生協・通販 

ネットなど 

（10.3％） 

地元のお店 

一般商店 

（8.4％） 
31.7％ 

最 寄 品 
三次市内 

大型店 

（80.5％） 

地元のお店 

一般商店 

（8.2％） 

その他の地域 

 

（3.4％） 

生協・通販 

ネットなど 

（2.6％） 
6.7％ 

贈 答 品 
三次市内 

大型店 

（33.0％） 

地元のお店 

一般商店 

（28.2％） 

広島市内 

 

（12.8％） 

生協・通販 

ネットなど 

（8.6％） 
26.0％ 
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◇工業の現状と課題 

 電子・デバイス、輸送機器を中心に、 

非鉄金属、食料品など多様な製造業が 

立地しているが、全体的に事業所数は 

多くない。 

工業においても 10年間で事業所数が 

▲32.8％、従業者数も▲22.6％、製造 

品出荷額▲15.1％と減少し大変厳しい 

状況である。 

三次市の製造業の大部分は、瀬戸内海沿岸部から安価な労働力を求めて工場を建設し

た大手企業が占めており、地場の製造業で、研究・開発機能を持ち、地域の土台となる

ような企業がなく、ものづくりの企業風土が地域に定着していないのが大きな問題であ

る。そのため地場の小規模製造業者は 2 次・3 次それ以降の下請仕事がメインとなり、

親会社の意向により受注量・生産単価が決まるため景気動向の影響を一番受けやすく、

好不調の波の大きい不安定な経営体質の改善（下請体質からの脱却）が大きな課題とな

っている。 

 

◇サービス業の現状と課題 

 三次市のサービス業も商業と同様    ‣ 宿泊・飲食サービス業 

に歴史的・地理的要因により古くよ     ※平成 18年事業所・企業統計調査 

り栄え、飲食店等が多い地域である。    ※平成 24年経済センサス活動調査 

宿泊・飲食業は 6年間で事業者数が 

▲12.4％、従業者数▲5％と減少して 

いるが、卸売業・小売業や製造業との 

比較では減少幅は少ない。                   

 最近では創業が一番多い業種であり、 

三次商工会議所の支援によりここ 3年間で管内において 33件の創業を実現しているが、

その 64％をサービス業が占めており、その内 57％が飲食店、19％が美容関連である。 

地元のサービス業を営むほとんどの店が小規模事業者であり、飲食店においては大手

外食チェーンの出店も相次ぎ競合状況は厳しく、人口減少に伴う消費額の縮小の中、売

上の確保が大きな課題となっている。また、サービス業は定着率が悪く事業継続に向け

ての取組も課題である。 

ほとんどの業種で「人手不足」という問題を抱えているが、特にサービス業において

は顕著であり、実際に経営に支障をきたしている事業所が多いのも大きな課題である。 

 

‣ 三次商工会議所の直接支援による創業実現者数（平成 26年度～平成 28年度） 

 
小売業 

サービス業 

( ）飲食店 
建設業 製造業 その他 合 計 

平成 26年度 1 7 (3) 0 0 1 9 

平成 27年度 2 8 (4) 0 0 0 10 

平成 28年度 4 6 (5) 1 0 3 14 

 

 事業所数 従業者数(人) 

平成 18年 371 1,705 

平成 24年 325 1,621 

増減(▲) ▲12.4％ ▲4.9％ 
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◇建設業の現状と課題 

 三次市の経済を牽引するリーディング産業は見当たらず、経済基盤の中軸は公共工事

を中心とした建設業が担っているのが現状である。しかしながら公共工事の発注額も以

前と比較し大きく減少、新設住宅着工戸数も頭打ちの状況で経済波及効果は薄れ、それ

に連動し経済規模も縮小している。6年間で事業所数は▲2.6％と減少幅は少ないが、従

業者数は▲15.3％減少している。1 事業所あたりの従業者数の平均が 6.6 人から 5.8 人

となり、建設事業者の小規模化がますます進んでおり、ほとんどが下請の小規模工事が

中心のため経営基盤も脆弱で、受注並びに利益の確保が課題となっている。 

人手不足も深刻化しており、特に施工管理の技術者や大工・左官・電気・配管工等の

専門職人の確保に苦慮している。また、技術者や専門職人の高齢化が目立ち、若い世代

の育成が遅れているのも大きな問題である。 
 

‣ 建設業の事業所数・従業者数 
※平成 18年事業所・企業統計調査 
※平成 24年経済センサス活動調査 

 

 

‣ 三次市の新設住宅着工戸数（広島県 HP 土木建築局建築課） 

年度 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 

戸数 161 209 144 129 226 234 247 182 

 

 

◇観光の現状と課題 

 奥田元宋・小由女美術館や辻村寿三郎人形館、稲生物怪録などの文化・歴史的資源の

活用並びに充実した運動施設を利用しスポーツを基軸とした観光振興に力を入れてい

る。また、三次市は多品目の農産物が生産されており、広島三次ワイナリーやトレッタ

みよし、観光農園等の集客力のある施設があり、豊かな自然条件や歴史を背景に、春は

桜の名所、夏の鵜飼、秋の霧の海、冬の雪景色など、四季折々の顔を持っている。 

三次ピオーネや鮎料理をはじめ、三次独自の食文化でもあるワニ（サメ）料理が有名

で、最近ではご当地のお好み焼き「三次唐麺焼」を目当てに市外・県外より多くの集客

がある。 

 中国横断自動車道尾道松江線（中国やまなみ街道）の全線開通を機に、総観光客数、

入込客数とも増加はしているが、宿泊者数の伸びは低い。観光消費額は観光客数の増加

に伴い増えてはいるものの、一人あたりの消費額でみると横ばいの状況である。 

尾道市・松江市は従来から観光ブランドが確立されており、中国横断自動車道尾道松

江線（中国やまなみ街道）の全線開通により観光客の大幅な増加が予測される中、中間

点の三次市は通過点もしくは休憩場所程度となることが危惧されている。 

観光資源を一体としてとらえ、地域資源の魅力をブラシュアップし、観光客の満足度

の向上を図り、滞在型の観光並びにリピーターの増加を目指し集客力・収益力の向上を

図ることが喫緊の課題である。併せて MICEによる集客効果を高めることが肝要である。 

 

 事業所数 従業者数(人) 
1事業所平均 

従業者数(人) 

平成 18年 378 2,511 6.6 

平成 24年 368 2,128 5.8 

増減(▲) ▲2.6％ ▲15.3％ ▲0.8 
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‣ 三次市地域振興部観光スポーツ交流課資料 

 
 

 

 

【三次市の産業課題】 

 

〇人口減少下での高齢化および生産年齢人口の減少が地域経済の活力を著しく 

低下させている。 

 

〇地域経済を牽引する産業がない＝景気浮揚の原動力がない。 

 

〇慢性的な人手不足。 

 

〇経営者（事業主）の高齢化、後継者難による廃業、事業所の減少が止まらない。 

 

〇製造業においては、技術の集積（ものづくりの土壌）がない。 

 

〇下請体質からの脱却。 

（地域内に収益が帰着するよう、所得循環構造の構築を図る） 

 

〇観光収入が増えない。 

（ＭＩＣＥの意義についての認識を高め、スポーツや文化 

     イベントとともに、観光と組み合わせることにより交流人口の増加を図る） 

 

 

 

 

◇地域社会の課題 

〇人口減少・少子高齢化が急速に進み、地域社会のあらゆる分野に大きな影響を及ぼ

している。 

・保育所、小中高等学校等の維持の困難化 

・福祉・生活支援ニーズの増大 

・担い手の減少 
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・核家族化が進み高齢単身世帯が増加 

・集落や地域の活力の低下 

・地域コミュニティ機能（自助共助）の低下 

 

〇過疎化など社会環境情勢の変化に伴い、病院や行政サービス、商店（買物）などが

中心市街地へ集中し、公共交通網の弱体化により、自動車がないと生活に大きな支

障をきたし、主に高齢者が影響を受けている。 

 

 

‣ 三次市における高齢者の購買動向に関するアンケート調査 

（平成 28年 7月 三次商工会議所実施） 

※三次市市内に居住する満 65歳以上の男女 2,000人を対象 

（買物の不便性） 

 かなり不便 少し不便 合 計 

全  体 17％ 29％ 46％ 

80～84歳 39％ 31％ 70％ 

 

（移動手段） 

徒歩 バス JR 自転車 バイク 自動車 ﾀｸｼｰ その他 

11％ 5％ 1％ 7％ 2％ 70％ 2％ 2％ 

※自動車は本人・家族・知人が運転の合計 

 

（行政への要望 多い順） 

１．公共交通機関の乗車賃の補助 

   ２．駐車場の整備 

   ３．循環バスの増便や運行地域の拡大 

   ４．福祉バスの運行 

   ５．タクシー利用補助制度等の拡充 

   ６．移動販売車の運行（定期巡回のシステム化） 

 

 

人口減少・少子高齢化という厳しい現実を直視し、「市民のしあわせ」をスローガン

に、こども・健康・福祉・文化・教育・産業・経済・環境を柱としてまちづくりに取り

組み、都市機能の向上のために情報通信網や生活インフラの整備、子育て支援、教育や

医療環境の整備等、官民が一体となり、中長期を見据えて次世代の社会基盤を構築して

ゆくことが求められている。 
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◇経営支援の現状と課題 

 管内小規模事業者への経営指導件数は年々増加し、経営指導員一人当たりの年間指導

件数も平成 24年 481回から平成 28年 583回と大幅に伸びている。相談内容は圧倒的に

税務が多く、金融・労働・経営が主な相談項目となっている。 

しかしながら現在の経営支援の手法は、税務・金融・労働などの直面の経営課題の解

決にとどまり、記帳や労働保険等の事務代行など、全体的に受け身の支援体制になって

おり小規模事業者の根幹にある経営課題の把握が十分にできていない。そのため税務申

告指導やマル経融資を中心の金融支援など一過性な支援にとどまり、企業の成長に必要

な経営分析や事業計画の策定などの支援がほとんど実施できていないことが大きな課

題である。 

また、多様化する消費者ニーズや経営環境の変化に対応できていない小規模事業者に

対し、需要動向の情報提供も少なく、新しい商品やサービスの開発、展示会出展等の販

路拡大に係る支援も不十分である。 

経済動向調査は長年実施し、調査結果の周知は広く行っているが、小規模事業者の支

援現場では十分に活かされていない。 

急激に変動する社会環境や経済環境の中で、小規模事業者の持続的発展を図るために

は、従来の受け身の支援体制から脱却し、経営指導員の資質向上や情報の共有化を行い、

各分野の支援機関との連携強化を図り、「伴走型」の支援体制の構築が必要である。 

 

 

（巡回・窓口相談件数）               

 平成 24 年 平成 25年 平成 26年 平成 27 年 平成 28年 

経営指導員数 5 5 4 4 4 

巡回指導 778 832 762 747 867 

窓口指導 1,631 1,748 1,360 1,434 1,467 

合計 2,409 2,589 2,122 2,181 2,334 

税務 1,014 1.076 954 980 1,028 

金融 306 394 219 234 200 

労働 182 206 186 176 204 

経営その他 907 904 763 791 902 

                    ※平成 26年から経営指導員 1名減 

 
（記帳継続指導の実績） 

 平成 24 年 平成 25年 平成 26年 平成 27 年 平成 28年 

指導延べ回数 462 436 397 376 470 

 
 

（マル経融資の実績） 

 平成 24 年 平成 25年 平成 26年 平成 27 年 平成 28年 

件数 55 50 57 63 36 

金額（千円） 241,800 194,900 269,700 315,150 159,900 
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３．小規模事業者の中長期的な支援・振興のあり方 

上記の地域・小規模事業者の課題等を踏まえ、今後 10 年間の地域・小規模事業者の

振興の方向性・ビジョンを下記のとおりとする。 

 

■地域資源を活用し交流人口の増加を図ることにより経済規模の縮小に歯止めをかけ、

活力溢れる街・店を創出する。 

 

■小規模事業者が経営環境の変化に対応するため自らがＰＤＣＡサイクルに基づいた

事業活動を実践し、小規模事業者の持てる力を最大限に引き出し持続的な発展による

経営力強化に向けた伴走型支援を実施する。 

 

 

◇経営発達支援事業（計画期間：平成 30年度～平成 34年度）の支援目標 

 

中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援事業の目標と目標を達成するための実

施方針を以下とする。 

 

【目標①】地域資源を活かした交流人口の拡大による産業振興 

〇行政が策定した観光振興施策を基軸に連携し、平成 31 年開館予定の「日本妖怪博物

館」を新たな観光資源と捉え、市内観光ルートの最構築を行い「立ち寄り型観光」か

ら「滞在型観光」にシフトし、観光客や観光消費額の増加を図ることにより地元産業

へ波及させ地域経済を活性化させる。 

 

〇当地域の豊富な農産物や食文化を活用し、特産品のブラシュアップや新商品の開発 

を行い、農商工連携や 6 次化産業へも積極的な支援を実施し「食」をテーマに交流人

口の拡大と産業振興を図り、小規模事業者のビジネスチャンスにつなげる。 

 

≪数値目標≫ 

5年間で年間の入込観光客数と総観光収入を 2割以上増加させる 

・入込観光客数 250万人以上 

・総観光収入 66 億円以上 

 

≪実施指針≫ 

 地域資源を活用し観光産業を活性化させ交流人口の拡大を図ることにより、小売業や 

サービス業へも波及させ産業振興を実施する。 

 

【目標②】小規模事業者の持続的な発展による経営力強化 

〇小規模事業者は「ヒト・モノ・カネ・情報」の経営資源が脆弱で経営環境の変化への

対応力が弱く発展的な経営力強化を図るうえにもＰＤＣＡサイクルに基づいた事業

活動が不可欠である。小規模事業者が、経済動向や経営状況、需要動向に基づく事業

計画を策定し、ＰＤＣＡを確実に実行し持続的な発展による経営力強化を図るために

全力で伴走型支援を実施する。 



11 

 

 

≪数値目標≫ 

重点支援対象先として事業計画を策定した小規模事業者の経常利益を 5年以内に 

5％以上向上させる 

 

≪実施指針≫ 

小規模事業者に寄り添った伴走型支援を行なうため、事業者が抱える経営課題を具体 

的かつ正確に抽出し、事業者の発展段階に合わせた経営支援を効果的に実施する。 

ＰＤＣＡサイクルを確実に実施することで、小規模事業者の持てる力を最大限に引き 

出し経営力強化を図る。 

 

【目標③】 創業・事業承継の促進により廃業事業所数を上回る創業事業者数の実現 

〇当商工会議所に相談窓口を設置し、毎月 1 回は専門家による個別相談会を実施する。

「創業計画」や「事業承継計画」の策定を伴走型で支援し定期的なフォローアップに

よりＰＤＣＡサイクルを実施し目標を達成する。 

 

≪数値目標≫ 

・5年間で 65件以上の創業実現 

・5年間で 40件以上の円滑な事業承継 

 

≪実施方針≫ 

当商工会議所へ創業や事業承継の相談窓口を設置する。三次市と連携強化し、創業や事業 

承継の支援対象者の発掘を行い計画策定し、ＰＤＣＡサイクルによる実効性の高い支援を 

実施する。 

 

【目標④】 経営指導員等の資質向上による効果的な支援の推進 

〇経営発達支援計画を円滑に推進するには、職員の資質向上と情報の共有化が不可欠で 

ある。若手職員はミラサポの専門家やベテラン経営指導員などと積極的に OJT を行い

報告会でその内容を発表し資質向上を図る。積極的に国や県、民間支援機関などが実

施する支援力強化につながる研修会へ参加し、その報告会を行い研修会で学んだ情報

を共有する。 

 

≪数値目標≫ 

・若手職員は年 6 回以上 OJTを実施 

  ・支援担当者は国・県などが実施する支援力強化につながる研修会へ年 4回以上 

参加 

 

≪実施方針≫ 

経営発達支援事業に携わる職員全員が小規模事業者の課題を効果的かつ迅速に解決 

できるようにするため自己研鑽に努める。積極的に OJTを行い個の支援レベルの向上 

を図り、全員で情報共有することで資質向上の底上げを行う。 
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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（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

◇現状・課題 

当所では現在「①三次商工会議所管内景況調査」・「②広島県商工会議所連合会共同調

査（景気観測調査）」・「③日本商工会議所 LOBO調査（商工会議所早期景気観測調査）」

を行っており、調査分析結果については、会報(新聞折込)や会員企業へのＤＭにより広

く周知はできている。しかしながら、全ての経済動向調査の分析結果を経営指導員間で

十分に共有できていないことが要因で、経営支援の現場で活かされていないことが大き

な課題である。 

 

 

◇本計画での取組 

現在行っている上記①～③の経済動向調査は継続し、加えて下記④～⑦の４調査事業

を今後 5年以内に実施する。速やかにその結果を公表し、企業の経営判断や経営戦略の

データとして有効活用してもらい、あわせて職員ミーティングの中で、調査の分析結果

の確認や意見交換を行い、巡回訪問等の場を活用し小規模事業者へ直接調査結果を提供

すると同時に支援現場で役立てる。 

また、他機関が実施している経済動向調査の比較・分析をし、企業の経営判断の参考

資料として活用していただくとともに、経営支援の現場で積極的に活用する。 

 

 

◇事業内容 

景況調査（①～③）の狙い：定期的に地域内の景気動向を調査・分析を行い、管内の

小規模事業者を取り巻く経済環境の把握に努め、経営指導の現場で役立てる。また、速

やかにその結果を公表し、企業の経営判断や経営戦略のデータとして有効活用してもら

うことを目的とする。 

調査頻度は①②が年 4回、③を年 12回とする。 
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①三次商工会議所管内景況調査（年 4回） 

（調査方法）管内企業 500社を対象に調査票を配布・回収し、当所で集計・分析  

 

（主な調査項目）来期見通し(向う 3か月)、3か月前との比較（業況・売上・仕入価 

格・採算）経営上の問題点、雇用状況、経済動向に応じた付帯調査 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・会員企業へ DM・当所 HPで公表 

※最新（平成 29年 4～6月期）の回収率 46.2％、今回で 109回目 

 

 （活用方法）経営判断や経営分析などの経営戦略データとして活用 

 

 

②広島県商工会議所連合会景気観測共同調査（年 4回） 

（調査方法等）県下 13商工会議所の共同調査（県内 1,116社）三次管内は 31社を対 

象に調査票を配布・回収し広島県連で集計・分析  

 

（主な調査項目）前年同月との比較（生産額・受注額・原材料仕入価格・製品在庫・

資金繰り・採算・従業員数・景況）景況の好転（悪化）理由、次の

半期の業況見通し 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・当所 HP・広島県連 HPで公表 

 

 （活用方法）経営判断や経営分析などの経営戦略データとして活用 

 

 

③日本商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査（年 12回） 

（調査方法等）全国の商工会議所が協力し、当所は地域の主たる業種別 3組合を対象

にヒアリングによる調査  

 

（主な調査項目）業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況、先行きの

見通し、経済動向に応じた付帯調査 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・当所 HP・日本商工会議所 HPで公表 

 

 （活用方法）経営判断や経営分析などの経営戦略データとして活用 

 

 

④小規模事業者の経営実態調査 

調査の狙い：巡回訪問や窓口相談を通じて様々な経営上の問題を抱えている小規模事

業者は多いとの認識はあるが、問題の詳細については十分に把握できていないのが実状

である。特に事業承継の問題は、経営者の高齢化が進む中、早急に取組む必要性の高い
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課題であるため、実態把握に努め経営分析や事業計画の作成等を有効に支援実施するた

めの参考とすることを目的とする。 

 

（調査方法等）会員事業所 1,500社を対象に調査票を配布・回収し三次商工会議所で

集計・分析。調査を通じて、個別の支援を希望する小規模事業者の掘

り起しを行う。 

 

（主な調査項目）業種、代表者年齢、売上・利益の状況、今後の事業の方向性、新分

野進出の意向、後継者の有無、想定される後継者、承継方法、承継

時期、支援希望の有無 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・会員企業へ DM・当所 HPで公表 

 

（活用方法）経営分析や事業計画策定に有効活用、事業承継支援対象者などの掘り起

しに活用 

 

 

⑤中国横断自動車道尾道松江線（中国やまなみ街道）全線開通後の影響調査 

調査の狙い：平成 21 年 3月に「高速道路網の進展と三次広域経済圏の活性化につい

て」会員企業を対象にアンケート調査を実施し、中国横断自動車道尾道松江線（中国や

まなみ街道）全線開通前の調査では、地域の観光拠点への入込客の増加や、交流圏域の

拡大等の期待がある一方、通過点になるとの心配や流出人口が増加するなど不安視する

意見もあった。今回、平成 27年 3月の全線開通後、実際地域経済にどのような影響を

与えているのか実態調査を行い、今後の企業経営や地域振興事業に役立てることを目的

とする。 

 

（調査方法等）会員事業所 1,500社を対象に調査票を配布・回収し三次商工会議所で

集計・分析を行う。 

 

（主な調査項目）道路の評価、道路の活用実態、経済効果の実感、新事業の可能性、

今後の課題等 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・会員企業へ DM・当所 HPで公表 

 

 （活用方法）経営判断や経営分析、新たな需要の開拓などの参考データとして活用 

 

 

⑥賃金実態調査 

調査の狙い：都市部と地方との地域間格差が拡大していく中で、現状の県北地域の労

働者の賃金等を正確に把握し、商工会議所が今後行う中小企業支援対策事業に反映する

とともに、会員企業に対して正確な情報を提供し、各企業の労務管理に役立てることを

目的とする。 
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（調査方法等）市内 860社を対象に調査票を配布・回収し三次商工会議所で集計・分

析を行う。 

 

（主な調査項目）今夏の賞与、パートタイム労働者賃金、退職金、学歴・職種・年齢・

性別の賃金等 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・会員企業へ DM・当所 HPで公表 

 

（活用方法）労務管理等企業経営の判断に活用 

 

 

⑦三次市買物調査 

調査の狙い：消費者の買物動向を把握し、どのように商圏が構成され、また相互にか

かわり合えているかについて明らかにするとともに、消費者の買物への意識およびその

変化についても分析し、商業者の経営の参考にすることを目的とする。 

 

（調査方法等）三次市民 540人を対象に調査票を配布・回収し三次商工会議所が集計・

分析を行う。 

 

（主な調査項目）品目別（買回り品、最寄品、贈答品）の買物場所、買物理由、買物

困難の有無等、男女別、年代別、住所別 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・会員企業へ DM・当所 HPで公表 

 

（活用方法）経営分析や事業計画策定、新たな需要の開拓などに有効活用 

 

 

〇その他の調査（他機関の経済動向調査の活用・分析） 

日本政策金融公庫や広島県信用保証協会が毎月公表する調査データの収集を行い、当

地域の経済状況や外部環境等と比較分析し、その結果を小規模事業者へ提供する。 

経営指導員が情報共有し企業支援の現場で基礎データとして有効活用する。 

 

（調査方法等）毎月公表される調査データを収集し、当地域の経済状況や外部環境等

と比較分析し、その結果を小規模事業者へ毎月提供 

 

（主な調査項目）業況、売上、営業利益率、工夫事例、資金繰り、借入難易感 

 

（調査結果情報提供方法）会報（新聞折込）・会員企業へ DMで公表・当所 HPで公表 

 

（活用方法）経営判断や経営分析などの経営戦略データとして活用 
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収集調査データ名 調査方法 調査項目 
情報提供

頻度 

情報提供

方法 

日本政策金融公庫調査月報 

HPに公開される

中小企業の実態

調査等の情報を

取集し比較分析 

・中小企業実態

調査(売上高、

営業利益率、

業況判断 DI) 

・工夫事例 

12回 
会報掲載

当所 HP 

信用保証利用中小企業動向調査 
HPに公開される

経済動向情報を

取集し比較分析 

・生産、売上 

・採算 

・資金繰り 

・借入難易感 

4回 
会報掲載

当所 HP 

 

 

 

（目標） 

調査内容 本年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

管内景況調査結果公表回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

県連景気観測調査結果公表回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

日商 LOBO調査結果公表回数 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

小規模事業者の経営実態調査結果

公表回数 
― 1回 ― ― ― ― 

中国やまなみ街道 影響調査結

果公表回数 
― ― 1回 ― ― ― 

賃金実態調査結果公表回数 ― ― ― ― 1回 ― 

三次市買物調査結果公表回数 1回 ― ― ― ― 1回 

日本政策金融公庫調査月報結果

公表回数 
― 12回 12回 12回 12回 12回 

信用保証利用中小企業動向調査

結果公表回数 
― 4回 4回 4回 4回 4回 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

◇現状・課題 

経営分析は、自社の現状を正しく認識し将来の予測精度を向上することで、企業発展

のために最適な経営判断・意思決定に大きな役割を果たすが、管内の多くの小規模事業
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者は、過去の経験や感覚で経営を行っており、損益（PL）重視の経営判断をしているた

め自社が持つ潜在的な強みを十分に引き出せていない企業が多い。特に地域の製造業や

建設業は完全な下請体質であるため、外部要因が大きく経営に影響を与えており、経営

体質の改善を図るためにも経営分析は不可欠である。 

経営資源の乏しい小規模事業者が持続的な発展を目指すうえにも、自社の現状分析を

行い、経営の戦略・方向性を明確にすることが重要であり、そのためにも経営分析の重

要性の認識を高める取り組みが必要で、それらを強力にサポートすることが商工会議所

の大きな役割である。 

しかしながら、当所においては巡回訪問や税務・記帳・金融相談の際に、それぞれの

経営指導員が独自の手法で、現状の収支状況や財務内容を単に把握する程度の極めて簡

易（売上総利益率、借入金回転期間・返済余力等）な分析しか行っておらず、目の前に

ある課題だけしか抽出できていないのが現状である。 

 

 

◇事業内容 

経営分析対象の掘り起こし方法：今後は、巡回訪問や金融、記帳、決算等の相談時等

あらゆる場面で小規模事業者の経営状況の把握に努め、経営革新など生産性向上等に意

欲的に取り組む上で経営分析を必要とする対象者の発掘を行う。統一した経営分析支援

ツールを導入し、経営指導員のスキル向上など体制強化を図り、分析の精度を上げ「強

み・弱み」などの経営の実態を十分に把握し、根幹にある経営課題の改善に向けて具体

的な提案を行う。 

自社の経営課題を明確にし、事業計画を策定するうえに経営分析の重要性の認識を高

めるため、今まで実施していなっかった経営分析をテーマとしたセミナーを開催し、経

営分析に積極的に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行う。 

経営分析の手法：分析は、財務分析（定量分析）とＳＷＯＴ分析（定性分析）を基本に

実施する。定量分析は、中小企業基盤整備機構の経営自己診断システム等を利用し、定

性分析は、統一の分析シートを使用することで、経営指導員間で情報の共有を行い支援

体制の強化を図る。また、より詳細な分析が必要な場合は、中小企業診断士や各分野の

専門家と連携し、高度な分析を実施する。 

 

 

①財務分析（定量分析） 

財務諸表に基づき行い、その会社の安全性（支払能力、財務の健全性）、収益性（効

率よく利益を稼いでいるか）、生産性（付加価値を生み出すために経営資源の有効活用）

成長性（将来的に成長しうるか）の視点で分析し、現状を把握し課題の抽出を行う。 

 

（主な指標） 

・安全性（流動比率・当座比率・固定比率・自己資本比率など） 

・収益性（自己資本利益率・総資本利益率・売上総利益率・損益分岐点など） 

・生産性（付加価値・労働生産性・労働分配率・1人当たり売上高など） 

・成長性（増収率・増益率など） 
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②ＳＷＯＴ分析（定性分析） 

～目標達成の戦略ツール～ 

小規模事業者が有する経営資源について、

自社の努力で変えられない外部環境（景気・

経済、規制、社会動向、業界環境など）を分

析して、機会と脅威を導き出し、自社でコン

トロールが可能な内部環境の強みと弱みを分

析し、経営課題の抽出を行い、事業環境変化

に対応した経営資源の最適活用を提案する。 

 

 

（活用方法）分析結果は小規模事業者にフィードバックし、現状の経営課題の解決や今

後の事業計画の策定支援に活用し連動させる。 

 

 

（目標） 

内   容 本年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数 5件 30件 30件 60件 60件 60件 

経営分析セミナー開催回数 

セミナー参加人数 

0回 

0人 

1回 

20人 

1回 

20人 

3回 

60人 

3回 

60人 

3回 

60人 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

◇現状・課題 

現在は融資の申込みや補助金の申請を目的とした簡易な事業計画の作成が中心で、小

規模事業者の経営力強化や、新事業展開等企業の成長を目的とする事業計画策定の支援

はほとんど行っていない。また、小規模事業者側からも経営発達を目標とする事業計画

策定についての相談も少ない。 

小規模事業者持続化補助金などにより、事業計画の作成が小規模事業者にとって身近

なものになってきた感はあるが、まだ多くの小規模事業者は社会的環境や経営環境が大

きく変動する中で、経験と感覚で経営を行い計画性の低い事業活動をしている。 

巡回訪問や窓口相談のヒアリングでも・考える時間がない・現状維持で精一杯・小規

模な商売なので必要がない・商売の形態を変えようがない・将来のことはわからないな

どの後ろ向きの意見が多く、当所も現状のヒアリングだけで終わっており、事業計画の

策定まで提案できていないことが大きな課題である。 
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◇事業内容 

今後は巡回訪問、窓口相談や事業計画策定セミナーを通じて、事業計画策定の必要性、

重要性などを中心に丁寧な説明を行い、事業計画の策定の認識を高め、意欲ある小規模

事業者の掘り起こしを行い、セミナーの受講により事業計画の作成経験のない小規模事

業者でも、事業の目標達成に向けた事業計画が作成できるよう、経営指導員等が個別に

サポートを行う。 

また、経営分析を実施支援した小規模事業者に対し事業計画の策定を経営指導員が専

門家等と連携し伴走型支援を実施することにより、小規模事業者の更なる発展をサポー

トする。 

創業者、事業承継もターゲットとし、三次商工会議所の創業支援窓口や三次市創業支

援ネットワークとの連携により、創業を目指す人に対し積極的な事業計画の策定支援を

展開し開業率の向上を目指す。併せて事業承継に不安を抱える小規模事業者に対して、

関係支援機関と連携し事業計画の策定支援を行い事業承継の問題解決につなげ、廃業率

の低下を図るとともに事業の発展的継続に向けて支援を実施する。 

 

 

①巡回訪問・窓口相談 

巡回訪問や窓口相談の現場で、ヒアリングを実施し問題を抽出、問題解決に向け

て事業計画の必要性を説明し、事業計画策定に向けて意欲ある小規模事業者の掘り

起こしを行い、経営指導員や専門家等により伴走型支援を実施する。 

 

 

②セミナーの開催 

セミナーを開催し、事業計画策定の必要性を伝え、意欲ある小規模事業者の掘り

起こしを行う。事業計画書作成のポイントを学習してもらい、小規模事業者の経営

目標を実現するための事業計画策定に向けて経営指導員や専門家により伴走型支援

を実施する。 

 

 

③経営分析を実施した小規模事業者を対象に事業計画を策定 

【指針①】により経営分析を行った小規模事業者のうち特に意欲のある事業者また

必要のある事業者を重点支援対象先とし事業計画の策定支援を実施する。 

 

 

④創業者を対象に重点的に事業計画の策定支援を実施する 

三次商工会議所独自の創業相談窓口や三次市・三次広域商工会・金融機関等で組

織する三次市創業支援ネットワークとの連携を通じ、三次市の創業補助金や日本政

策金融公庫の創業融資等を希望する創業者に対し、経営指導員が伴走型支援を実施

し事業計画（創業計画）の策定を行う。 

 

⑤事業承継を対象に重点的に事業計画の策定支援を実施する 

小規模事業者の経営実態調査【指針③】の調査結果を活用し、将来の経営不安を
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抱え事業承継に支障をきたしている小規模事業者に対し、広島県事業引き継ぎセン

ター等とも連携し、事業計画（事業承継計画）の策定支援を行う。 

 

 

（目標） 

支援内容 本年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナー開催

回数  ※( )内は参加社数 

0回 

（0社） 

1回 

（15社） 

1回 

（15社） 

2回 

（30社） 

2回 

(30社) 

2回 

(30社) 

事業計画策定件数 10件 20件 20件 30件 30件 30件 

創業計画策定件数 5件 10件 10件 15件 15件 15件 

事業承継計画策定件数 0件 5件 5件 10件 10件 10件 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

◇現状・課題 

現状の事業計画策定後の支援は、補助金採択や融資を受けた事業所に対するフォロー

を行っている程度であり、事業計画策定を支援した小規模事業者の「目標」の達成に向

けて進捗状況の把握や、その後の必要な支援が実施できていないことが課題である。 

 

◇事業内容 

事業計画策定支援を行った小規模事業者が策定した事業計画に基づいて事業が着実 

に実施されるよう、定期的な巡回訪問を通じて進捗状況などの把握を行い、一定の成果

が出るまで伴走型の支援を実施する。 

具体的には、事業計画策定支援を実施した全小規模事業者に対して、３ヶ月に１度の 

巡回訪問により計画の進捗状況の確認を行い、計画との差異があった場合は、その原因

と対策を共に検討する。 

未達成の内容については、中小企業診断士など専門家の支援を受け支援機関と連携し

ながら検証・立案をし、計画の達成に向けて伴走型支援を実施する。 

事業計画遂行に有益な支援施策の情報提供や申請の支援を行い、資金調達が必要な場 

合は効果的な金融支援を実施する。 

 

①事業計画策定事業者に対し、経営指導員が３ヶ月に 1回は必ず進捗状況を確認する。

創業計画や事業承継計画の場合は、事業実績が少なく特異な問題を抱えているケー

スも多いため事業が軌道に乗るまでは特に注視し必要に応じてその都度巡回訪問を

行う。全ての事業計画はＰⅮＣＡサイクルを実施し、事業計画の評価・見直しを行

い、新たな経営課題や、計画の未達成等問題が発覚した場合は、訪問頻度を上げ問

題解決に取組むことにより小規模事業者の発展的経営力強化を図る。 
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②専門的な課題については広島県よろず支援拠点等その他の支援機関と連携し問題解

決の支援を行い計画達成に向けて支援する。 

 

③計画の遂行に有益な国・県・市の施策の情報提供を行い、必要があれば施策申請の

支援を行う。 

 

④事業計画の遂行のうえで資金調達の必要性が生じた場合、マル経融資を中心に日本

政策金融公庫や地元金融機関と連携し金融支援を行う。 

 

 

（目標） 

フォローアップ 本年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者に対す

るフォローアップ 
0回 80回 80回 120回 120回 120回 

創業計画策定事業者に対す

るフォローアップ 
10回 40回 40回 60回 60回 60回 

事業承継計画策定事業者に

対するフォローアップ 
0回 20回 20回 40回 40回 40回 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

◇現状・課題 

多くの小規模事業者は多様化する社会環境に対応できず、商品やサービス内容を見直

すことも少なく、従来型の経営を続けている。小規模事業者が新商品や新たなサービス

の提供などを開発し販路開拓の方向性を探るためには、需要の動向を的確に把握するこ

とが重要になるが、経営資源が脆弱で情報の収集力が弱く、自社で需要や市場動向をリ

サーチすることは困難である。 

このような状況で、当所においては需要動向に関する調査を行なっておらず、小規模

事業者に対し消費者ニーズや市場動向のデータを提供できていないことが大きな課題

である。 

 

◇事業内容 

今後は、小規模事業者が商品の見直しや新商品、新規サービスの開発、また、販路開

拓などの取組を行うため、商工会議所として展示会や商談会へ同行し直接バイヤーから

求められる商品やサービスの需要動向に関する情報を収集・分析を行い該当する小規模

事業者へ個社支援として情報提供を行う。市内の主要観光施設の特産品売り場にて消費

者を対象にヒアリング調査を実施し、地元特産品等のブラシュアップに必要な情報を収
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集し該当する小規模事業者へ個社支援として情報提供を行う。 

国・県・民間等が発信する需要動向の情報を定期的に収集して該当する小規模事業者

に情報提供を行い事業計画策定などで有効活用し、既存の商品やサービスのブラシュア

ップや、新たな需要の開拓を目指す小規模事業者の事業の実効性を高める支援とする。 

 

①商談会での需要動向調査 

 特産品や土産品など地域資源を活用した商品を開発する小規模事業者が展示会や商

談会へ参加する場合、経営指導員も同行し、現地にて商品や提供方法について消費者や

バイヤーから直接ヒアリング調査を行う。 

 

（支援対象）特産品を開発し商談会に参加してバイヤーと商談を行う小規模事業者 

 

（調査方法）事業者、商談会の個社支援を委託した専門家と同行した経営指導員がヒア

リングシートを使用し、バイヤー目線から見たニーズなどの需要動向に関

する情報を収集する。集めた情報は専門家と指導員により分析を行い、そ

の結果を事業者へ提供する。 

※予定する商談会（中四国ビジネスフェア、広島県信用金庫合同ビジネスフェアなど） 

 

（調査項目）味、品質、価格、パッケージデザイン、消費者ニーズ、改善点等 

 

（活用方法）消費者の動向を一番知るバイヤーの意見を収集し、同行した指導員、専門

家が分析し、その結果を事業者に提供することにより、消費者ニーズを捉

えた売れる商品開発に活用する。 

 

②観光施設・地元産品販売所での需要動向調査 

広島三次ワイナリーとトレッタ三次では地域の特産品や土産品、農商工連携や 6次産

業により開発された加工食品など食品製造を営む多くの小規模事業者が出展している。

この出展商品を対象に味や価格・パッケージデザインや購入動機などの意見を直接現地

で経営指導員が消費者からヒアリング調査を実施し、出展事業者、売り場責任者と経営

指導員で協議し、調査データと販売実績を参考としＰＤＣＡサイクルを実施することで

効果的な商品の改善や新商品開発を行う。またこの支援により特産品等地域資源のブラ

シュアップにもつながり大きな効果が期待できる。 

 

（支援対象）6次産業に取り組み特産品などの開発を行う小規模事業者 

 

（調査方法）現地で出展業者と経営指導員がヒアリングシートを使用して消費者より出

展商品の価格やデザインなど評価の聞き取り調査を行い、その結果と販売

データを基に専門家と経営指導員が分析し、出展事業者と売場責任者を交

えＰＤＣＡサイクルを実施し商品の改善や開発を行う。 

 

（調査項目）消費者の評判、価格、品質、パッケージデザイン、現場の意見等 
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（活用方法）消費者の意見を調査し分析した結果や日々の販売実績を参考としてＰＤＣ

Ａサイクルを実施し、当該商品の改善や販売戦略、商品開発の計画を効果

的に行い売れる商品づくりに活用する。 

 

③経営指導員による各種需要動向調査データの収集・分析・提供 

 

経営分析や事業計画の策定支援を行う小規模事業者の取り扱う商品やサービスに対

し、国や民間が発表する需要動向の統計データや市場の規模や顧客ニーズ、売れ筋商品

などの最新の需要動向調査のデータを経営指導員が収集・分析し当該小規模事業者に情

報提供を行い、経営分析や事業計画策定の基礎データとして活用する。また、事業者か

ら商品開発についての相談を受けた際に、経営指導員が当該商品の需要動向についての

調査データを幅広く収集し分析することにより事業者の商品開発時に活用する。 

 

（支援対象）個社支援として経営分析や事業計画策定並びにフォローアップを行なう小

規模事業者 

 

（調査方法）経営分析や事業計画策定並びにフォローアップや商品開発を行う小規模事 

      業が必要とする総務省統計局や経済産業省の関連する統計データや日経

テレコンの企業情報や新聞記事、ＰＯＳ情報による売れ筋、また、公開さ

れている民間調査によるトレンド情報などを収集・分析し、基礎データと

して小規模事業者へ提供する。また、経営指導員間で情報の共有化を図り、

関連する小規模事業者へ情報提供を行い新商品、新サービス開発の参考デ

ータとする。 

 

（調査項目）小売物価・家計消費状況など（総務省統計局） 

      経済指標・産業活動分析など（経済産業省） 

      市場、分野、地域別のトレンド・売れ筋商品情報など（日経テレコン、POS

情報、新聞、業界紙、民間調査） 

 

（活用方法）経営分析や事業計画の策定を行う小規模事業者の個社支援に活用、個社が 

行う新商品や新サービスの開発や顧客獲得など販路拡大に活用する。 

 

（目標） 

内 容 本年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

商談会での調査結果提供件数 未実施 5件 10件 15件 15件 15件 

観光施設・地元産品販売所で

の調査結果提供件数 
未実施 10件 15件 20件 20件 20件 

経営指導員が収集した各種需

要動向調査結果の提供件数 
未実施 20件 20件 30件 30件 30件 
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６.新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

 

◇現状・課題 

広島県、ひろしま産業振興機構や金融機関など様々な支援機関が実施する展示会・商

談会の開催情報や募集案内は、会員事業所に対しＤＭや巡回訪問時に情報提供をしてい

るが、実際展示会や商談会へ参加した事業所は少ない。また、三次市は独自に展示会等

の出展に対し補助制度を設けており、こちらも周知は幅広く行っているものの、実際に

申請する小規模事業者は少ない状況である。 

出展に意欲はあるが、出展準備や当日の運営、商談の流れなどのノウハウを有してい

ない小規模事業者が多く出展を断念していると考えられる。これは、当所が展示会の開

催情報や補助制度の周知に留まり、出展や販路拡大に意欲ある小規模事業者の発掘を行

っていないことが大きな要因である。 

また、販路拡大セミナーの開催や出展企業への個社支援も行っていないことが現状で

あり大きな課題である。 

 

◇事業内容 

 販路拡大に意欲はあるが自社での販路開拓力が弱く、展示会への参加や商談のノウハ

ウを持たない小規模事業所を対象に出展支援を実施し商談の成立を目指す。 

インターネットを活用した商品販売に取り組みたいが、ＩＣＴの知識が乏しく断念し

ている小規模事業者に対しセミナーの開催や、専門家派遣などの支援を実施し、三次商

工会議所が有するＩＣＴの販売支援ツールを活用して小規模事業者の新たな販売網の

構築を支援する。 

 

①展示会・商談会への出展支援 

 事業を効果的に推進するために 3段階（①出展前、②出展中、③出展後）のカテゴリ

ー別に出展支援を実施し、商談の成立による売上向上の支援を実施する。 

 

（支援対象）販路拡大に意欲はあるが、独自での販路開拓力が弱い小規模事業者 

 

（支援内容） 

（Step１）展示会・商談会『出展前支援』 

展示会や商談会の開催情報を収集し小規模事業者に随時情報提供を行い、販路拡大に

意欲はあるが自社での販路開拓力が弱く、展示会への参加や商談のノウハウを持たな

い小規模事業所を対象に販路拡大セミナーを開催し、展示会や商談会へ参加するため

のスキルアップの支援を行なう。 

展示会や商談会への出展が決まった小規模事業者に対し三次市の補助制度の申請支援

を行ない、経営指導員や専門家による個別の支援により、商談会でのプレゼンテーシ

ョン能力の向上などの個社支援を行なう。 

 

〇販路拡大セミナーの開催 

（内容）マーケティングの基本概念や戦略フレームワークと策定手順（分析・市場ター

ゲット・戦略策定ポイント等）を学び自社の販売戦略の策定を行う。（商談シートの作
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成）展示会への出展を目指す小規模事業者へ出展のポイント、出展計画、バイヤー目線

の売れる商品、プレゼンテーションの仕方、成果獲得に向けた事後のフォローなどを学

び、展示会出展のための支援を実施する。 

 

（Step２）展示会・商談会『出展中支援』 

 出展へは経営指導員と個社支援を委託した専門家が同行し、現場での消費者ニーズや

バイヤーの意見、他の出展者の状況等を把握し、参加した小規模事業者の商談後のフ

ォローアップや次回の出展支援に活かす。 

 

（Step３）展示会・商談会『出展後支援』 

 出展後は、出展の成果や改善点などについて出展者と同行した経営指導員、個社支援

を委託した専門家で意見交換を行い、次回につながる継続的な個社支援を行なう。改

善事項については各分野の専門家の支援も取り入れ販路拡大の個社支援を実施する。 

広島県やひろしま産業振興機構と連携し、情報の収集・提供を行い大都市圏で開催さ

れる展示会や商談会へも出展できるような体制強化を図る。 

 

 

②ＩＣＴを活用した販路開拓の支援 

インターネットを活用し販路開拓を考えるも、ＩＣＴに関するハード面・ソフト面の 

専門知識が不足し積極的に取り組めない小規模事業者を対象に、ホームページの作成や

ＳＮＳなどを活用した新たな販路開拓を目指すセミナーの開催や、経営指導員による個

別支援や、専門家の派遣などによりマンツーマンの個社支援を行なう。 

 

（支援対象）ＩＣＴを活用して新たな販路開拓に取り組む小規模事業者 

 

（支援内容）ＩＣＴを活用した販路開拓セミナーの開催ホームページの作成、ＳＮＳを

活用した新たな販路拡大の支援をする 

 

 

 

（目標） 

内 容 本年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

商談会出展支援セミナーの開催数数 

セミナー参加人数 
未実施 

2回 

20人 

3回 

30人 

4回 

40人 

4回 

40人 

4回 

40人 

商談会出展支援個社数 

（商談契約件数） 
未実施 

2社 

（1件） 

4社 

（2件） 

6社 

（3件） 

8社 

（4件） 

10社 

（5件） 

ＩＣＴ活用販路開拓セミナーの開催数 

セミナー参加人数 

1回 

10人 

2回 

20人 

3回 

30人 

4回 

40人 

4回 

40人 

4回 

40人 

ＩＣＴを活用した販路開拓支援個社数 20社 25社 30社 40社 50社 50社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

 

三次市、三次広域商工会と連携し、消費の流出を食い止め地元消費を拡大させ経済の

活性化を図る目的で、地域の商店等で共通して使用できるプレミアム付き商品券「三次

藩札」を平成 16年より発行している。経済効果も大きいため三次市からの財源を確保

し継続して事業を実施することが必要である。 

急速に進む高齢化対応の一環として、平成 28年に実施した「高齢者の買物動向に関す 

るアンケート調査」の結果から、高齢者や買物弱者に対する買物サービスが必要である

ことが分かったため、三次ケーブルビジョンと連携し、三次市や地元スーパーの協力を

得て、ＣＡＴＶを利用した買物支援サービス「おつかいピオネット」の実証実験の準備

を現在進めている。 

また、多品種の農産物が生産されている強みを活かし、三次市やＪＡ、県立広島大学

などと連携し、農商工連携や 6次化産業の支援に力を注ぎ、三次ピオーネ、三次ワイン

などの特産品や三次独自の食文化でもあるワニ（サメ）料理、ご当地のお好み焼き「三

次唐麺焼」などの地域資源のブランドの価値を高め交流人口の拡大を目指す。 

三次市による「第 2 次三次市総合計画」（計画期間 平成 26年～平成 35年）を基軸に

『中山間地の未来を拓く拠点都市』を基本理念に、交流人口の増加を第一の目標に掲げ、 

奥田元宋・小由女美術館や辻村寿三郎人形館、稲生物怪録などの文化・歴史的資源の活

用並びに充実した運動施設や、鵜飼・ワイナリー・観光農園等観光資源の活用し、高速

道路のクロスポイントという地理的要因を最大限に活かした産業や観光施策を展開し、

地域経済の活性化に取り組む。 

 

◇事業内容 

①三次藩札（プレミアム付き商品券）の発行事業 

地元消費の拡大を図り地域経済の活性化に資することを目的

に、平成 16年度より発行し、市外への消費流出の対策としても

効果を発揮している。 

市民にも市内事業所にも「三次藩札」は広く認知されており現

在 600 店近くの加盟店登録があり、地元小規模事業者の多くの

店で使用され、経済効果は大きい。 

財源が三次市の予算のため、今後も三次市に対し要望を行い、

毎年安定した金額で継続的に発行することが重要である。 

 

 
「三次藩札」発行額等の推移 

 平成 16年 平成 18年 平成 20年 平成 21年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

発行額 

（万円） 
7,700 1,100 11,000 33,000 33,000 132,000 66,000 55,000 

加盟店数 322 197 321 485 469 599 589 584 
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②「おつかいピオネット」実証実験 

 急速に進む高齢化や、過疎化など社会環境情勢の変化に伴い、病院や行政サービス、 

商店（買物）などが中心市街地へ集中し、公共交通網の弱体化により、自動車がない 

と生活に大きな支障をきたしており、高齢者や買物弱者に対し買物支援サービスが必 

要であることがアンケート結果により把握できた。  

高齢者向けの財・サービスの提供体制整備や行政の高齢者施策の面からも、地域で 

 取り組むべき重要課題であるため、当所と三次ケーブルビジョンで連携し、三次市や 

 地元スーパーの協力を得てＣＡＴＶを利用した買物支援サービスの実証実験を実施 

 する。 

（目的）・有効性の検証 ・問題点、課題の把握 ・本格導入の判断 

 

 

 
 

 

③地域資源を活用した交流人口の拡大による地域経済活性化 

 

〇 当地域は、（春）桜の名所尾関山、（夏）観光鵜飼、（秋）霧の海、（冬）風情ある冬

景色など四季を通じて様々な顔を持っている。この豊かな自然を（地域資源）活用し

交流人口の増加を目指す。 

特に、三次の鵜飼は古い歴史があり、鵜匠が操る手縄が全国で一番長く、広範囲で

ダイナミックな鵜飼いが行われ、脈々と受け継がれた伝統伎を、回遊式と呼ばれる鵜

舟と遊覧船が並走する方法で間近に見ることができることが大きな特徴で、代表的な

観光資源となっている。今後は、リピーターも含め乗船客の拡大を図ることが課題で

ある。 
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（鵜飼乗船客数） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

3,817 4,167 3,737 

 

（平成 29年 曜日別乗船客数） 

曜日 隻 人 

日 67 667 

月 37 330 

火 36 313 

水 44 349 

木 54 482 

金 68 648 

土 99 948 

合計 405 3,737 

（三次の鵜飼） 

 

 

〇 中国縦貫自動車道三次ＩＣに近い東酒屋地区には、奥田元宋・小由女美術館、広 

島三次ワイナリー、トレッタみよし、無料の大型遊具「遊遊ランド」、みよし運動 

公園（陸上競技場・ドーム型テニスコート・野球場）などの、集客力のある施設が 

集積している。隣接地にアグリパーク（体験型農村公園）の構想もあるため、今後 

宿泊施設をはじめ計画的な整備を行い交流人口の拡大を目指す。 

また、観光施設の共通のサービスシステムなどの開発を行い、観光客の満足度を 

高め観光消費額の増加を図ると同時に、中心市街地へ観光客を誘引するためのモデ 

ルコースの構築を行い、滞在時間を延ばすことにより消費拡大を目指す。 

 平成 31年春には「日本妖怪博物館」がオープン予定で、全国からの妖怪ファンを 

呼び寄せる準備をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（奥田元宋・小由女美術館）         （広島三次ワイナリー） 
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〇 当地域では多品種の農産物を生産しているが、特にブドウの生産が盛んで三次ピ

オーネは品質・規格の統一が図られ、夏果実のギフトの最高級ブドウとして県内外

で認知されている三次を代表する特産品である。その他シャルドネやメルロー、マ

スカット・ベリーＡなどのブドウを原料としたワインも国内外のコンクールで数々

の賞を受賞(金賞・銀賞)し、高い評価を受けている。 

カープソース、鮎料理などの三次の優れた食の地域資源を幅広くＰＲし、地域の

イメージや認知度を向上させ販路の開拓を行い、「三次唐麺焼」という新たな食の地

域資源を活用し、交流人口の拡大を図り地域の活性化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （三次ピオーネ）            （三次ワイン） 

 

 

 

≪「三次唐麺焼」のブランド力の向上≫ 

 

平成 24年に当所青年部が開発したご当地お好み 

焼き「三次唐麺焼」は平成 26 年に第 5 回広島てっぱ

んグランプリで優勝し県内外での知名度も高くなり、

現在取り扱い加盟店は県内 31店（当市 26店、広島市

3店、安芸高田市 2店）県外 4店（東京エリア 2店、

福岡県・島根県各 1店）と広がりを見せている。 

 また、平成 25年に商標登録、平成 27年に県知事賞 

（広島県いきいき地域づくり賞）を受賞した。 

 休日には市外より多くの集客があるが、さらなる広域的な情報発信を戦略的に展開 

し、当地域の新たな特産品としての「三次唐麺焼」のブランド力向上を目指し、交流人 

口の拡大を目指す。 

 

※「三次唐麺焼」とは、三次が誇るソースメーカ限定の辛口カープソースと、三次市内

の製麺会社が開発した唐辛子を練りこんだ麺「唐麺」を組み合わせた、唐さがクセ

になる広島風お好み焼き 
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④行政（三次市）との連携によるまちづくり 

「三次市まち・ゆめ基本条例」に定めるまちづくりの基本理念を具現化するために、三

次市が平成 18年に、「三次市総合計画―三次百年物語」を制定。 

まちづくりの基本理念に「市民のしあわせ」を掲げ、こども、健康・福祉、文化・学

習、産業・経済、環境、都市の 6項目を柱に、まちづくりを推進してきたが、人口減少

や急速な少子高齢化社会に対応するため平成 26 年 3 月に「第 2 次三次市総合計画」の

策定を行った。 

（計画期間：平成 26年度～平成 35年度） 

 社会環境の変動に対応したまちづくりは地域の

経済活動とも大きな関わりがあり、当所の事業活動

の一翼であるため、三次市と連携し、本総合計画を

基軸にまちづくりに取組み、地域の課題を抽出し、

それをビジネスに反映させ、小規模事業者の持続的

な発展の支援を実施する。 

 

（総合計画の 4つの挑戦） 

（1）人口減少・少子高齢化社会に挑戦 

〇地域の特性・個性を活かした地域づくり 

〇集落の生活機能維持と定住・交流の促進 

 

（2）女性の就労と子育ての両立 

〇仕事と家庭が両立できるまちづくり 

〇女性を輝かせる企業・事業者等の応援 

 

（3）協働による地域づくり 

〇美しい風景・魅力的なまちを後代に引き継ぐ 

〇地域応援隊を設置し、地域をバックアップ 

 

（4）拠点性を活かした未来の開拓 

〇中国地方の結節点としての拠点性を高める 

・2020東京オリンピック事前合宿の誘致 

・高度医療・専門医療の充実        

・拠点性を活かした企業誘致        

・地理的優位性を活かした商業圏域の 

確保・拡大        

・観光資源の魅力向上 

・自然環境と都市機能集積の両立 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

 

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 

 

 行政及び小規模事業者支援を行なう様々な支援機関と連携し、地域の経済動向や需要

動向、支援事例などの支援ノウハウの情報交換会を開催により、小規模事業者の支援力

の向上を図る。 

 

◇事業内容 

 ①日本政策金融公庫との情報交換 

   日本政策金融公庫広島支店主催による小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡

協議会（当支店及び管内の当所を含む 5商工会議所）で、各地域の融資の取り扱い

状況や借入れの動向等を各会議所が統一のフォームに作成し報告している。 

日本政策金融公庫からの情報提供や、各地域の経済や金融情勢、金融支援の事例

などの情報交換 を年 2回行い、今後の金融支援の参考としている。 

 

 ②オール広島創業支援ネットワーク協議会 

   広島県では県内全ての 23 市町が創業支援事業計画の認定を受け、県内の市町、

商工会議所、商工会や金融機関、その他の認定支援機関が連携し、オール広島で創

業支援を実施するための体制を平成 27年に構築した。 

現在はブロック別の会議を年 3回程度開催。担当職員が出席し、支援の成功事例、

各支援機関の取組みや各地の経済情勢などの情報交換を行い、担当者のスキル向上

や支援体制の強化を図っている。 

 

 ③広島県事業承継ネットワーク会議 

   中小企業庁の採択により、広島県は地域における事業承継支援体制強化に向け

て、広島商工会議所内（事業引継ぎ支援センター）に事務局を設置し、平成 29年 7

月より事業を開始。県内市町、よろず支援拠点、商工会議所、商工会、金融機関、

大学などの支援機関が事業承継支援のためのネットワークを構築し地域における

事業承継支援方針の策定などを実施する。 

各支援担当者による情報交換を行い地域の事業承継の課題解決に役立てる。 

 

④地域中小企業支援センター連絡会議 

   広島県が県内 5 か所の商工会議所内に設置している地域中小企業支援センターと 

ひろしま産業振興機構（中小企業・ベンチャー総合支援センター、広島県よろず支

援拠点）、県担当課による連絡会議を年 1回開催。各支援センターの活動報告、地域

の課題や事業計画策定など具体的の支援内容について事例発表を含め意見交換を行

うことで支援手法の参考にし、連携強化を図っている。 
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⑤小規模事業研究会 

   県内 13 商工会議所の中小企業相談所長が集まり、地域の小規模事業者の経営課

題や、支援による効果や内容について報告・協議し今後の経営支援の参考にするこ

とを目的に年 1回開催。 

商工会議所という同じ立場で小規模事業者の経営支援を行なっている現場の声を

中心に情報交換をすることで、支援手法など参考になることが多く、効果的な支援

力向上につながっている。 

 

⑥三次市創業支援ネットワーク会議 

   三次市が創業支援事業計画の認定を受け、三次市、三次商工会議所、三次広域商

工会、市内金融機関、ひろしま産業振興機構、日本政策金融公庫によるネットワー

ク会議を開催。各機関とのネットワークを構築し情報交換を行うことで、市内創業

者支援の円滑化が行われている。 

 

 ⑦三次イノベーション会議 

   県立広島大学、三次市、三次商工会議所・三次広域商工会で構成する産学官の連 

  携により、地域資源の発掘や活用方法、小規模事業者の商品開発や経営課題解決に 

向けた事業を実施するためのワーキング会議を年 4回程度開催。 

産学官の３者による情報交換を行うことで幅広い支援が可能となり、支援体制の 

強化につながっている。 

 

⑧三次市、三次広域商工会、三次商工会議所との業務連絡会議 

   三次市と直接情報交換することにより、小規模事業者が直面している課題や、必 

  要とされる具体的な施策についての協議・要望ができ、担当者間の連携も密となり、 

実効性の高い効果的な小規模事業者の支援につながり年 4回程度開催している。 

 

 

 ⑨小規模事業者経営改善貸付審査会での情報交換 

毎週 1回、金融機関、民間企業経営者、当所専務理事で構成する委員で経営改善 

貸付の審査会を実施している。審査終了後は市内の金融情勢や業界の業況などの情

報交換を実施。中小企業相談所長と融資担当経営指導員も出席しており参考になる

情報も多く小規模事業者の経営支援に役立てている。 

 

 

 

２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

  

小規模事業者の円滑な経営発達の支援を行なためには、経営指導員等の資質向上が不

可欠である。しかしながら、現状は出席が義務化された研修の受講が中心で、伴走型の

支援を行なうためには、今以上のスキルの向上が求められる。また、経験や支援分野の

得意、不得意などスキルに個人差があるため、経営指導員が各自の手法で対応し、小規
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模事業者に対し同レベルの支援ができていない。専門的な研修に参加した場合も、得ら

れた内容や知識について情報の共有ができていないため、受講者だけのスキル向上に終

わっている。 

 今後、専門知識の必要性が生じた場合、中小企業大学校などの専門研修に積極的に参

加し、受講者は内部研修会を実施し、知識・情報の報告を行ない情報の共有化を図るこ

とにより、担当職員全員のスキル向上につなげる。 

 広島県商工会議所連合会が主体のスーパーバイザー事業を活用した OJTや、専門家派

遣事業への経営指導員の同行により個のスキルアップを図る。OJT を実行した場合、担

当者は報告会を開催し、OJT の内容や、専門家の支援手法・ノウハウの共有化を図り担

当職員全員のスキル向上を目指す。 

 

 

 

◇事業内容 

 ①研修会等への参加による資質向上 

   広島商工会議所連合会が主催する経営指導員対象の応用研修会や補助員対象の 

  基礎研修会へ参加し、専門知識取得の必要が生じた場合は、日本商工会議所主催の

研修会や中小企業大学校の専門研修を受講し資質の向上を図る。 

   展示会や商談会への出展支援のノウハウが弱いため、ひろしま産業振興機構が開

催するセミナーへ参加し出展支援スキルの向上を図る。 

 

 

 ②展示会・商談会の現地での調査研究 

展示会や商談会へは支援対象企業に同行し、現地での販路拡大の支援や、消費者

ニーズや他社の商品の並びにバイヤーの反応等の調査分析を実施し、支援能力の向

上を図る。同行した担当職員は、報公会を開き情報を共有することで、次回の支援

に役立てる。 

 

 ③OJTによる資質向上 

   広島県商工会議所が事業主体しているスーパーバイザー事業を活用した OJTを積 

  極的に実施し、支援能力の向上を図る。専門家派遣制度を活用の場合は、担当経営 

指導員が同行し専門家の支援手法やノウハウを学び、支援の区切りで担当指導員は 

報公会を開き情報を共有することで担当職員の資質向上を図る。 

 

④支援状況の共有化 

   毎週 1回ミーティングを開催し、各経営指導員の支援状況や現状の問題点などを 

協議検討し、担当経営指導員 1人の判断で支援の方向性を決めることのないよう支 

援状況の共有化を図る。支援項目別でファイリング化やデータ化をし、担当職員が 

いつでもパソコンで閲覧可能な環境整備を行い支援時の参考資料として活用する 

ことを目的に情報の共有化を図る。 
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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  

  

 

事業においてはＰＤＣＡサイクルを図り、円滑に事業が進むよう徹底する。 

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、以下の方法により評価・

検証を行う。  

  

 

 

① 三次市産業環境部長、県立広島大学名誉教授、中小企業診断士等の有識者によ

り、年 1回事業評価を実施し、事業の検証、見直しを図る。 

 

②事業の成果、見直しは正副会頭会議で年 1回報告し承認を受ける。 

 

③事業の成果や報告は当所ホームページで閲覧できるようにする。 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

 
 

中小企業相談所の 8 名（経営指導員 4 名・補助員 2 名・記帳指導職員 2 名）を経営発

達支援事業のスタッフとする。  

 三次地域中小企業支援センターのマネージャー3 名（診断士 2 名・社労士 1 名）とも

連携し事業推進を行う。 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    三次商工会議所 中小企業相談所 

     広島県三次市三次町１８４３－１ 

（ＴＥＬ） ０８２４‐６２‐３１２５  

（ＦＡＸ） ０８２４‐６３‐５２００ 

（E-mail） mcci＠miyoshi-cci.or.jo 

（ＵＲＬ） http://www.miyoshi-cci.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） 

 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 2,500 2,800 2,800 3,000 3,000 

 

Ⅰ経営発達支援事業 

 

1.経済動向調査 

2.経営状況分析 

3.事業計画策定 

4.事業計画実施 

5.需要動向調査 

6.需要開拓事業 

 

 

Ⅱ地域活性化事業 

 

 

Ⅲ支援力向上事業 

 

 

Ⅳ事業評価 

 

 

1,200 

 

150 

150 

250 

250 

100 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

100 

1,500 

 

300 

200 

300 

300 

100 

300 

 

  

1,000 

 

 

200 

 

 

100 

1,500 

 

300 

200 

300 

300 

100 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

100 

1,500 

 

300 

200 

300 

300 

100 

300 

 

 

1,200 

 

 

200 

 

 

100 

1,500 

 

300 

200 

300 

300 

100 

300 

 

 

1,200 

 

 

200 

 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

 

会費収入、事業収入、国補助金、広島県補助金、三次市補助金など 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

 

１．経済動向調査事業  （各種調査、情報収集・分析、公表） 

２．経営状況分析事業  （セミナー、個別相談会、専門家派遣） 

３．事業計画策定支援  （セミナー、個別相談会、専門家派遣） 

４．創業支援      （創業計画、創業資金、助成金活用） 

５．事業承継事業    （承継計画、個別相談会、専門家派遣） 

６．フォローアップ事業 （個別相談会、専門家派遣、金融支援） 

７．需要動向調査事業  (各種調査、情報収集・分析、公表） 

８．販路開拓事業    （セミナー・出展個社支援・ICT活用） 

９．支援能力向上      （情報交換会、職員研修会、OJT） 

 

 

連携者及びその役割 

 

（平成 29年 10月現在） 

機関名 住所・連絡先 連携内容 

広島県 

広島県知事 湯崎 英彦 

広島市中区基町 10-52 

082‐228‐2111 

創業・事業承継 

販路拡大・情報提供 

支援能力 

三次市 

三次市長 増田 和俊 

三次市十日市中 2-8-1 

0824-62-6111 

各種調査・創業 

事業承継・販路拡大 

情報提供・支援能力 

(公財)ひろしま産業振興機構 

理事長 深山 英樹 

広島市中区千田町 3-7-47 

082-240-7715 

事業計画・創業 

販路拡大・情報提供 

広島県よろず支援拠点 

ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  瀧熊 弘之 

広島市中区千田町 3-7-47 

082-240-7706 

事業計画・出張相談 

販路拡大・情報提供 

中小企業基盤整備機構中国本部 

事業承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ酒井 健次 

広島市八丁堀 5-7 

082-502-6300 

事業承継・事業計画 

情報提供 

広島県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者 平野 勝正 

広島市中区基町 5-44 

082‐555‐9993 

事業承継・出張相談 

情報提供 

(一社)広島県発明協会 

会長 人見 光夫 

広島市中区千田町3-13-11 

082-241-3940 

出張相談・商品開発 

情報提供 

広島県知財総合支援窓口 

会長 人見 光夫 

広島市中区千田町3-13-11 

082-241-3940 

出張相談・商品開発 

情報提供 

広島県中小企業診断協会 

会長 岸本 実 

広島市中区千田町 3-7-47 

082-569-7338 

経営分析・事業計画 

セミナー・情報提供 
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県立広島大学 庄原キャンパス 

学長 中村 健一 

庄原市七塚町 562 

0824-74-1000 

産学官連携 

商品開発・情報提供 

広島大学 

学長 越智 光夫 

東広島市鏡山 1-3-2 

082-422-7111 

産学官連携 

商品開発・情報提供 

日本政策金融公庫 広島支店 

支店長 岸本 英司 

広島市中区紙屋町 1-2-22 

082-244-2231 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

広島県信用保証協会 

会長 津山 直登 

広島市中区上幟町 3-27 

082-228-5500 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

広島銀行 十日市支店 

支店長 柳田 剛 

三次市十日市中 2-13-26 

0824-62-2137 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

もみじ銀行 三次支店 

支店長 吉山 正行 

三次市十日市中 3-1-5 

0824-62-3157 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

中国銀行 三次支店 

支店長 西井 利光 

三次市十日市中 2-7-22 

0824-63-4196 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

広島みどり信用金庫 十日市支店 

支店長 沖土居 克己 
三次市十日市中 2-4-20 

0824-63-5234 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

広島みどり信用金庫 三次支店 

支店長 井澤 一憲 

三次市三次町 1539-9 

0824-63-5231 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

広島みどり信用金庫 畠敷支店 

支店長 若 都美 

三次市畠敷町 894-4 

0824-63-5236 

融資・創業・事業承継 

事業計画・情報提供 

広島県中小企業団体中央会 

会長 伊藤 學人 

広島市中区基町 5-44 

082‐228‐0926 

経営分析・事業計画 

販路拡大・情報提供 

三次農業協同組合 

代表理事組合長 新田 靖 

三次市十日市東 3-1-1 

0824-63-9913 

販路拡大・連携事業 

情報提供 

三次広域商工会 

会長 林 昭三 

三次市三良坂町三良坂 877 

0824-44-3141 

共同調査・連携事業 

情報提供 

広島県商工会議所連合会 

会頭 深山 英樹 

広島市中区基町 5-44 

082‐222‐6610 

販路拡大・情報提供 

支援能力 

三次地域中小企業支援センター 

会頭 細川 喜一郎 

三次市三次町 1843-1 

0824-62-3125 

経営分析・事業計画 

創業・事業承継 
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