
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
廿日市商工会議所（法人番号 4240005006881 ） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

～商業及びサービス業における経営力の強化支援～ 

当地域において 6 割以上を占める小規模事業者の過半数を占める商業及びサー

ビス業の経営力を強化するため、事業計画に基づいた経営の導入より小規模事

業者の「成り行き経営」からの脱却を支援し、PDCAサイクルを実行することの

できる目標を持った経営に取り組む事業者を育成することを目標とする。 

～創業者・後継者の育成～ 

廃業または後継者不足による事業者の減少が見込まれる中、商工会議所の伴走

型支援により、創業者または後継者が承継しやすい環境づくりを行うとともに、

創業前後の事業計画に基づいた支援を実施し廿日市地域の小規模事業者数を維

持することを目標とする。 

当商工会議所が販路開拓支援した小規模事業者のうち年間 20事業所について、

売上額 5％以上増加（前年比）を実現する。 

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 

廿日市市景況調査などの統計データを基に地域の経済動向の分析を行い、ホームペ

ージなどで公開する。 

２． 経営状況の分析に関すること 

巡回訪問や個別相談会の実施により、小規模事業者が自者の強みを明確に把握し、

経営状況を分析するための支援を行う。 

３． 事業計画策定支援に関すること 

事業者の持続的発展のため、事業計画に基づいた目標を持った経営に取り組み、 

競争力の強化に繋がる支援を行う。 
４． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後は、経営指導員等によるフォローアップを徹底する。巡回訪問や 

個別相談会を実施し、計画の状況に応じて金融支援を含めた適切な支援を行う。 

５． 需要動向調査に関すること 

新たに販路拡大により地域内循環や地域外へ打って出ようとする小規模事業者に

対して市場（マーケット）のニーズを知るためテストマーケティングによるモニタ

リング調査を行う 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

「ひろしま夢ぷらざ」や「宮島ＳＡ」への出展、「ザ・ビジネスモール」等の活用

により販路開拓・販路拡大の機会を創出する支援を行う。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に対する取り組み 
１． 地域活性化事業 

地域の新しい価値の発見や創造、知名度アップなどを目的として「まちゼミ」 

を開催し、賑わいを創出することで地域の活性化を目指す。 

連絡先 
廿日市商工会議所 経営サポート課 

広島県廿日市市本町 5-1 

TEL：0829-20-0021 FAX：0829-20-0022  URL：http://www.cci201.or.jp/ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．経営発達支援事業の目標 
＜第 1期における取組と評価等＞ 

当商工会議所は平成 28 年 3 月に第１期の経営発達支援計画の承認を受け、次の 3 つの目

標を掲げ、事業実施をしてきた。 

 

目標１・・・商業・サービス業における経営力の強化支援 

目標２・・・創業者・後継者の育成 

目標３・・・主要産業である食品、木材、機械化学製造業の支援 

 

目標１については、事業計画策定、フォローアップなどを中心に取り組み、評価委員会か

らも、「こういった伴走型の支援は従来なかったことなので継続して小規模事業者の支援を

行って欲しい」とのコメントを頂いている。 

しかしながら、事業計画策定事業者数については目標達成度が約 50％、地域小規模事業

者への浸透率が約 10％にとどまっているため「事業計画の必要性やその効果について小規

模事業者への理解が充分に浸透したとは言い切れないので、引き続きやる気のある小規模事

業者を対象に事業計画策定支援を進めていくべきである」との指摘を受けた。 

 

目標２については、創業塾などを実施し創業者数について目標値を大きく上回ることが出

来、一定の評価を得ることが出来た。評価委員会から引き続き目標設定し、実施すべきであ

るとの評価を頂いている。 

 

目標３については、当地域における主要産業である食品、木材、機械化学製造業者の中心

が、いわゆる小規模事業者ではなく中企業であり、経営発達支援事業の対象とならない事業

者がほとんどであったため、「産学官連携事業」も優先度が下がり、実績が上がらなかった。   

これについては、評価委員会からも「多くの小規模事業者が対象でない目標３については、

廃止すべきではないか」との意見もあったことから、今回の申請においては廃止する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）地域の現状と課題 

 ①廿日市市の概要 

廿日市市は広島県西部（広島市の西隣）に位

置する面積 489.48 ㎢、人口約 11 万 7 千人の人

口集積都市である。昭和 63年廿日市町が市制施

行した当初は面積 47.89 ㎢、人口約 5 万 8 千人

（昭和 60 年国勢調査では 52,020 人）のコンパ

クトな市であったが、平成 15年に佐伯町・吉和

村、平成 17 年に大野町・宮島町と合併し現在の

廿日市市になった。元々は日本有数の木材専門

港である「木材港」を有していることで商業・

工業の町として発展してきたが、近隣の町と合

併することにより観光色も併せ持つ都市となっ

ている。 
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ただし、当会議所が対象とする地域は旧廿日市市であり、合併地域にはそれぞれ商工会が

存続しているが、旧廿日市の面積は 47.89㎢で廿日市市全体の約 9.8％であるが、人口にお

いては約７万６千人と全体の 65％を占めている。 

また、広島市まで通勤約 30 分という利便性のため、全国第８位の規模をもつ広島都市圏の

一部を構成しており広島市のベットタウンとしての位置付けもある。 

 

 ②人口と世帯数の推移 

  当商工会議所の管轄エリアである廿日市エリア（旧廿日市）の人口、世帯、高齢化率は下

記の表の通りである。前述のように広島市のベットタウンという位置付けもあり、人口は横

ばいである一方で、高齢化率は 10年前と比較すると構成比において約 8％、人数は約 6,000

人増えており、高齢化の波は当地域にも及んでいる。 

このように、今後見込まれる少子高齢化・人口減少の進行に伴う地域経済の規模縮小や需

要の変化、後継者・担い手不足の深刻化に対応していくことは課題の一つとなっている。 

 

【廿日市商工会議所管内における人口・世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※廿日市市住民基本台帳より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※廿日市市産業振興ビジョンより抜粋 
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③当商工会議所管内の事業者数 

  「経済センサス・活動調査結果」による平成 21～26 年の事業所の推移を見てみると、廿

日市市内には 4,382の事業所があるが、うち当商工会議所管内の事業所数は 2,690事業所で

あり、廿日市市内の約 61％の事業者が当商工会議所管内にあることがわかる。また、管内

事業者数は卸・小売業が最も多く平成 26 年調査で 632 事業所である。続いて、理美容、飲

食サービス、生活関連サービスを一体としてサービス業としてみれば、613 事業所となり、

小売業及び飲食業等のサービス業で全体の約 46％を占めている。 

このように、当会議所管内の事業者数は圧倒的に、卸売業・小売業、飲食サービスが多く、

これらの業種の支援こそ地域経済の発展に欠かせない。 

 

【廿日市市及び廿日市商工会議所管内の事業者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※経済センサス活動より 

 

④当地域における小規模事業者数 

下記の表は、当商工会議所が独自に調査した当商工会議所管内の小規模事業者数と業種であ

る。小規模事業者を見ても、圧倒的に卸・小売業が多く、続いて理美容・飲食・生活サービス

業である。また、当管内においては小規模事業者数が減少傾向にあることがわかる。 

 

  【廿日市商工会議所管内における小規模事業者の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※廿日市商工会議所独自調査による 

廿日市市 会議所管内 廿日市市 会議所管内 廿日市市 会議所管内

建設業 911 587 812 527 835 542

製造業 359 172 319 145 319 149

卸・小売業 1,147 690 1,055 634 1,051 632

理美容 184 138 163 117 163 120

飲食 491 266 457 241 459 245

生活サービス 397 256 389 260 378 248

事業サービス 1,132 712 988 634 1,177 754

合　　計 4,621 2,821 4,183 2,558 4,382 2,690

平成26年平成21年 平成24年
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⑤廿日市市新機能都市開発事業 

 第 1 期計画から新たに追加された事業として、平成 29 年度事業化された「廿日市市新機

能都市開発事業」がある。本事業は、廿日市の新たな魅力を創造することを目的として、廿

日市市上平良、下平良地域の南北約 800ｍ、東

西 1,600m、面積約 100～150ha の山林を切り開

き、市内企業の移転用地、市外企業の新規立地

に伴う設備投資及び経営規模拡大などによる雇

用拡大や立地特性を生かした都市機能の誘導に

より、将来を見据えた新たな活力の創出を目指

すもの。 

高度人材や若者の定着促進、地域活性化や 

雇用機会の拡大などが期待されている。平成  

33 年（2021 年）着工、平成 39 年（2027 年） 

竣工予定。 

 これにより地元小規模事業者にとっても新 

たな、成長機会が見込まれている。 

                      ※住民説明会パンフレットより 

⑥当地域の小規模事業者の現状 

(ｱ)売上と所得の現状 

下記の表は、当商工会議所が小規模事業者のうち 357 事業所に対して独自に調査した平

成 29 年の売上及び所得の現状である。調査対象の 357 事業所ではあるが、当会議所管内

の小規模事業者のうち売上高 1,000 万円未満の事業所が 270 事業所、全体の 75.6％を占

めていることがわかる。また、所得については 300万円未満の事業所が 297事業所であり、

全体の 83.1％である。 

これらのことから、地域の小規模事業者の経営力、稼ぐ力は依然として弱く、売上の拡

大、利益の確保は最優先事項であると考えられる。 

 

 【当商工会議所管内における小規模事業者の平成 29年度売上別構成】 

売上額 
400万円

未満 

600万円

未満 

800万円

未満 

1,000万

円未満 

1500万

円未満 

2,000万

円未満 

3,000万

円未満 

3,000万

円以上 

件数 134件 72件 32件 32件 32件 20件 18件 17件 

   ※平均売上額 925万円 

 

【当商工会議所管内における小規模事業者の平成 29年度所得別構成】 

所得額 100万円未満 300万円未満 500万円未満 800万円未満 
1,000万円未

満 

1,000万円以

上 

件数 171件 126件 39件 15件 3件 3件 

 ※平均所得額 154万円 
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 (ｲ)事業者アンケート 

   廿日市産業振興ビジョンにおいて、廿日市市が平成 28 年に事業者に対して実施したア

ンケート調査によると経営課題は売上向上、販路開拓となっている。 

  

⑦当地域の課題 

これらのことより、当地域の抱える課題は、今後予想される少子高齢化や人口減少に伴

う地域経済の規模縮小や需要の変化に対応できる経営力を持った小規模事業者を育成支

援することである。 

特に当商工会議所管内では、小規模事業者の中でも最も多い業種である卸・小売業、サ

ービス業の売上向上すなわち稼ぐ力・経営力の向上及び持続的発展のための販路開拓を支

援していくことである。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 ①中長期的な振興の在り方 

以上の課題を踏まえた上で、地域の中長期的な振興のあり方（目指すべき方向性）は、第

1期の計画を継続し次のように設定する。 

 

～地域内循環及び地域外の需要を呼び込むことのできる稼ぐ力を持った企業の育成により、 

地域の活性化を実現する。～ 

 

少子高齢化、人口減少による地域経済の縮小が見込まれる中、商業・サービス業において

は地域内循環及び地域外の需要を呼び込むために、地域内の事業所だけではなく、地域外か

ら新規参入事業所を増加させ、地域内外の後継者を育成し、新たな付加価値を創り出すこと

で地域経済を維持拡大させている。 

 

 ②廿日市市総合計画との連動性・整合性 

   廿日市市産業振興ビジョンでは、産業振興の方向性として次の 4つの基本方針を設定して

おり、第 1期申請時と変更はない。 

 

   商業（卸売業・小売業）などの地域内循環を高め、農林水産業の生

産品に付加価値を創り出し、市内及び都市圏の供給と需要を循環さ

せる。 

売上向上のための販路開拓が課題 

 

・市内事業者の経営課題は売上の伸び悩みであり、販売・営業力の強化が優先課題となる中、

新規取引の主なきっかけは、営業と関係先からの紹介が主流である。 

・一方、市内事業者の強みは、商品・サービスの品質と認識されており、現状では地域資源

活用や外部連携の意向は低調である。 

・自社の商品・サービスの磨き上げや付加価値向上など、販路開拓に不可欠となるマーケ

ット需要への対応や新たな価値提案への意識は弱いと考えられ、こうした支援策が充実

している国・県の機関等との連携や施策活用は一部に限られている。 

 （廿日市市産業振興ビジョンより抜粋） 

①循環させる 
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            域内の観光や商業の賑わい、暮らしに対する「外需」を増やし域外

から消費を呼び込む。 

 

    市経済をけん引する主要製造業（食品、木材、機械化学）などが成

長市場に挑戦し、域外の市場に打って出る。 

 

            地域経済の発展を支える産業インフラを整備する。 

 

   上記の中長期的な振興のあり方は、この廿日市総合計画の「循環させる」「呼び込む」を

踏まえ設定したものである。 

 

 ③廿日市商工会議所としての役割 

  当商工会議所は、廿日市市における中心部である旧廿日市を管轄とする総合経済団体とし

て、国・県・市の行政と小規模事業者を結ぶパイプ役である。 

各種支援施策の理解・普及に努めるとともに小規模事業者に対する支援を通じて、個々の小

規模事業者の課題や支援ニーズを的確に把握し、これを各種支援施策に反映させて地域の商工

業者の総合的な振興発展を推進していく役割を果たす。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 ①目標１ ～商業及びサービス業における経営力の強化支援～（継続） 

少子高齢化、人口減少による購買力の減少に加え、商業の衰退が見込まれる中、地域に

密着した産業の振興として、当地域において 6割以上を占める小規模事業者の過半数を占

める商業及びサービス業の経営力を強化するため、事業計画に基づいた経営の導入より小

規模事業者の「成り行き経営」からの脱却を支援し、PDCA サイクルを実行することので

きる目標を持った経営に取り組む事業者を育成する。 

 

②目標２ ～創業者・後継者の育成～（継続） 

小規模事業者の減少が見込まれる中、商工会議所の伴走型支援により、創業者または後

継者が承継しやすい環境づくりを行うとともに、創業前後の事業計画に基づいた支援を行

う。創業・後継者育成支援を行うことで廿日市地域の小規模事業者数を維持する。 

 

以上の目標を第１期に引き続き設定した上で、第２期の計画においてはこれらに加え、

次のような具体的な数値目標を設定する。 

 

 

 

 

【 第２期経営発達支援計画における数値目標 】（新規） 

 

当商工会議所が販路開拓支援した小規模事業者のうち年間 20 事業所について、

売上額 5％以上増加（前年比）を実現する。 

 

②呼び込む 

③打って出る 

④産業インフラの整備 
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（４）目標の達成に向けた方針 

以上のような目標に基づき、当商工会議所は下記の方針で経営発達支援事業に取り組

む。また、支援にあたっては、中小企業基盤整備機構やよろず支援拠点を活用、また近隣

大学との情報交換も活性化させ連携する。 

 

○小規模事業者における経営力強化により売上向上を目指すため、事業計画に基づく目標を

設定し PDCAサイクルを実行できる、経営の見える化を推進 していく。 

このために必須である、現状分析、経営課題の設定、販路開拓支援等について経営指導員

等による伴走型支援を行い、最終的には事業者自身が自らの力で事業計画を策定し、PDCA

サイクルを実行することのできる事業者の育成支援を行う。（継続） 

 

○創業者・後継者の育成については、市内事業者数及び従業者数の増加を目的に、創業及び

第二創業により 起業家マインド をもった経営者を育成する。そのために、創業塾などを

開催し、創業の基本を支援するとともに、創業計画を策定することによる目標を持った経

営、販路開拓支援を積極的に実施していく。（継続） 

 

○支援事業者の掘り起こしについては、当商工会議所が実施するその時のトレンドを踏まえ

たセミナー（経営セミナー）の参加者に対して、巡回訪問によるフォローアップを行うこ

とで対象者を掘り起し、その後経営状況の分析、事業計画策定支援、策定後のフォローア

ップ、販路開拓支援と行い、実績については全てデータベースに蓄積する。（新規） 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支援イメージ 
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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 31年 4月 1日～平成 36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】 
第 1期の計画期間においては、次の４つの事業について取り組んだ。評価委員会における各

事業の評価及び第 2期の取組方針は次の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

 ①LOBO調査 

全国の商工会議所を対象に当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状

況などの調査を実施するもので当商工会議所からも 5社が対象となっている。 

 当商工会議所管内と全国値との比較ができることから、評価委員には好評であった。 

 

 ②広島県景気観測調査 

広島商工会議所連合会が四半期に 1 回実施するもので、県内の商工会議所の景況 DI 値

が公開されている。上記の LOBO 調査などの提供データが売上・採算・資金繰り等である

一方で、本調査のデータは景況 DI のみであるが、広島県内の景況状況がわかり当地域と

の比較ができることから好評であった。 

 

  ③廿日市市景況調査 

当商工会議所が独自に行っている景況調査で、四半期に 1回 200社を対象とし調査項目

は、売上、採算、原材料等仕入価格、従業員数、景況感、設備投資、経営上の問題点であ

る。 

  当地域の景況感がよくわかると、評価委員会でも好評であった。 

 

④中小企業白書・小規模企業白書等の分析 

  中小企業白書・小規模企業白書等の分析については、それぞれ出版されたときにその内

容のトピック的なテーマを提供してきたが、時間の経過とともに情報の新鮮さも失われて

いくいため、年 1 回程度の活用であった。しかしながら、内容が DI 値に限らないため評

価委員の方にも受け入れられやすく大変好評であった。 

 

 【第 1期における目標に対する実績値】 

支援内容 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

廿日市市経済動向調

査報告回数 
４回 ４回 ４回 4回 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 今回の申請においても基本的には第 1期における取組を継続するものとする。 

 また実施体制であるが、前回に引き続き経営支援チームと中小企業診断士が 4半期 1回、

調査結果について分析を行い、報告書を作成する。 
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（１）事業内容 

①目的 

   小規模事業者にとって足元を確認し、事業の方向性を確認する資料として、外部デー

タは広島県景気観測調査などを、内部調査データは LOBO 調査や廿日市市景況調査の結果

を分析した経済動向調査を地域内の事業者に広く提供する。 

 

②情報収集項目 

(ｱ)内部調査データ 

○LOBO 調査（継続） 

商工会議所のネットワークのもと、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全

国ベースで毎月、FAX 返信によるアンケート記入方式にて調査を行う LOBO 調査を実施す

る。 

調査項目としては、当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況およ

び自社が直面している経営上の問題などについて、422 商工会議所の 3,887 社（平成 30

年 3月現在）を対象に調査を実施するもので当商工会議所からは 5社が対象である。 

  日本商工会議所により、全国レベルでの中小企業の景況感をつかめ、毎月 1回実施する

ためリアルタイムな情報を提供する。日本商工会議所による全国のデータは、ホームペ

ージからダウンロードにて入手する。 

 

 

 

 

 

○廿日市市景況調査（継続） 

  当商工会議所が独自に行っている景況調査で、四半期に 1回 200社を対象に FAX返信に

よるアンケート記入形式での調査を実施する。調査項目は、売上、採算、原材料等仕入価

格、従業員数、景況感、設備投資、経営上の問題点である。 

  200社については、商業、製造業、建設業、サービス業など業種ごとに会員比率を考慮

しながら偏りのないよう分配し、基本的には５年間同じ事業所を対象として実施する。 

 

 

 

 

   

③外部公表データ 

〇広島県景気観測調査 

 広島商工会議所連合会が四半期に 1 回実施するもので、県内の商工会議所の景況 DI 値

が公開されている。調査のデータは景況 DIのみであるが、廿日市地域の景況 DIについて、

広島県商工会議所地域の景況 DIと比較することを目的として収集分析する。 

 

 

 

 

 

LOBO調査における調査項目 

業況 DI 売上 DI 採算 DI 資金繰 DI 仕入単価 DI 従業員 DI 

廿日市市景況調査における調査項目 

業況 DI 売上 DI 採算 DI 資金繰 DI 仕入単価 DI 従業員 DI 設備投資 DI 

広島県景気観測調査における調査項目 

業況 DI  
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  ○行政及び民間からのトピックデータ（拡充・継続） 

評価委員会から好評であった、DI 値ではない中小企業白書・小規模企業白書の分析デ

ータは、第２期目においては拡充し、「RESAS（地域経済分析システム）」「日経 MJ のヒッ

ト商品」「街角景気ウォッチャー調査」などから今後の当地域の景気予測に役立つ情報を

提供する。 

 

 

 

 

  

 

（２）成果の活用 

①整理・分析方法（継続） 

  上記の収集データを四半期に 1 回「経営支援チーム（別表２参照）」にて中小企業診断

士と共に全国平均対比、前年対比、1 年間のデータ推移などを業種別に分析する。 

 

 ②提供方法（継続） 

分析したデータについては、会議所内のデータベースとして蓄積することで、職員は必

要に応じて取り出せるようにする。また、分析結果は当会議所のホームページに「廿日市

市経済動向調査報告」という形式にて公開する。 

なお、調査・整理・情報発信については担当者を決めタイムリーに情報提供し巡回指導

時や窓口相談時に助言･説明し小規模事業者の経営判断に役立つ情報として提供する。 

 

（３）目標 

  

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
第 1期の計画期間においては、次の５つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

①目的を持った巡回訪問 

   従来実施していたローラー的な巡回訪問ではなく、事業計画策定における経営資源の掘

り起こしのための巡回訪問を行った。年間 100件以上の目標を設定したが、経営指導員の

時間的な制約と窓口における個別相談対応により、目標達成まではいかなかった。 

   実績は伸びてきているため、今後に向けて取組方法を工夫する必要があるとの評価委員

会からの指摘を受けている。 

 

 

 

支援内容 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 平成 35年度 

廿日市市経

済動向調査

報告の公表

回数 

4回 

（予定） 
4回 4回 4回 4回 4回 

行政・民間からのトピックデータにおける調査項目 

RESAS・・・将来の人口・世帯数の予測、年間消費販売額 

日経 MJ・・・年間ヒット番付からの将来のトレンド予測 

街角景気ウォッチャー調査・・・今後の景気動向予測 など 
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 ②個別相談会 

  経営状況分析は巡回訪問で掘り起こした事業者を、その都度個別相談会にて支援した。 

  個別相談会は、個々の事業者の状況に合わせて形で実施することが可能であることから

事業者からの評価も高く、引き続き継続する。 

 

 ③データベースの構築 

  個々の支援実績を個々のノウハウに留めることなく、組織としての支援ノウハウとして

活用することを目的に実施した。担当者が変わった場合や不在の場合でも対応出来ること

から、評価委員会からの評価も高く、引き続き実施する。 

 

 ④経営状況分析の必要性の告知 

  経営状況の分析の必要性を広く告知するために、ホームページにて公開したが、そのホ

ームページをきっかけとして相談を受けたという実績値は０件であった。そこで、広報の

必要性を感じているためホームページには引き続き掲載するものの、本計画における目標

値としては廃止する。 

 

 【第 1期における目標に対する実績値】 

支援内容 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

ヒアリング巡回件数 100件 87件 150 件 110 件 

経営分析等件数 65件 57件 80件 65件 

データベース蓄積数 65件 77件 80件 74件 

広報発行回数 4回 4回 4回 4回 

※データ蓄積数は分析未完了の件数を含む 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 第 1期計画の反省を踏まえ、巡回訪問による掘り起しについて、ローラー的に訪問する

のではなく、ターゲットを明確にした巡回訪問を実施する。具体的には、当商工会議所が

実施するあらゆるセミナー参加者をターゲットに巡回訪問し、まずは経営状況の分析を提

案し支援することで、支援目標の達成を実現する。 

 

（１）事業内容 

①目的を持った巡回訪問（拡充・継続） 

  経営状況の分析を支援する事業者の掘り起しの場として位置付ける。第 1 期において

は、商業・サービス業の事業者をローラー的に訪問することを目指し、掘り起こしを行

った。しかしそれでは事業者の意識レベルの差もあり、すべての事業者が経営状況の分

析までいかないことが多かった。 

そこで、今回はいわゆる「やる気のある」事業者を巡回訪問する。具体的には、当商

工会議所が実施する様々なセミナー※へ参加した事業者を対象とし、巡回訪問にて経営

状況の分析の重要さを説明し実施に結び付けるものとする。 

  ※P9の目標達成に向けた方針で記載した経営セミナーのことを指す 
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②個別相談会の実施（継続） 

   上記の巡回訪問で掘り起しを行った事業者を中心に経営分析のための個別相談会を

開催する。しかしながら、やる気があっても時間的な制約でセミナーへ参加が全くでき

なかった事業者もいるので、そういった場合には窓口経営相談の実績のある小規模事業

者に声をかける。 

個別相談にあたっては、財務分析と非財務分析の両方の側面から事業者の経営資源、

強みを明確にすることを目的とする。 

    

③経営分析の内容 

 (ｱ)財務データの分析（継続） 

   決算書から導き出される財務データの分析を行う。分析にあたっては「ローカルベン

チマーク」などのツールを有効に活用する。経験のない小規模事業者であったとしても

取り組みやすいよう支援を行う。 

 

  （分析項目） 

項目 分析指標 

安全性 
自己資本比率 ／ 流動比率 ／ 固定長期適合率 

インタレスト・カバレッジ・レシオ   

収益性 
売上高総利益率 ／ 売上高対営業利益率 

売上高経常利益率 ／ 総資本対経常利益率  

生産性 労働生産性 ／ 一人当たりの売上高 

その他 売上増加率 ／ 総資本回転率 ／ 損益分岐点 

 

(ｲ)非財務データの分析（継続） 

地域の小規模事業者が経営力を向上させ、地域での経営基盤を存立するためには、経

営資源を掘り起こし、強みに注力した経営分析を行わなければならない。非財務データ

の分析は非常に重要であると位置付ける。 

財務データと違い、ヒアリングや事業所内のデータを有効に活用し、ヒアリングを中

心として各種分析を行っていき、最終的にはフレームワークである３C分析や SWOT分析

を行う。 

 

  （分析項目） 

項目 分析指標 

商品・サービス 看板商品またはサービスまたは技術 ABC分析 

価格 競合他社との比較 

顧客および商圏 顧客特性 商圏分析およびシェア 

フレームワーク ３Ｃ分析 ＳＷＯＴ分析 
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（２）成果の活用 

①報告書の作成・提供（継続） 

分析結果については、今後行う事業計画策定における内部環境分析や経営課題抽出に活

用するために、「経営状況の分析報告書」として事業所に提供する。 

 

②データベースの構築（継続） 

分析結果は商工会議所のデータベースである TOAS に入力し、データベース化すること

で、個人の支援ノウハウを組織としての支援ノウハウとして活用している。 

これについては、担当者が不在でも指導履歴等を確認することができ、有効に活用でき

ているため継続して行う。 

 

（３）目標 

支援内容 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 平成 35年度 

経営状況の分

析報告書作成

件数 

65件 

（予定） 
65件 65件 65件 65件 65件 

巡回件数 
200件 

（予定） 
150件 150 件 150 件 150 件 150 件 

 ※巡回件数：平成 30年度から減少しているのは平成 31年度からは、より個社支援に注力し経

営計画策定支援に繋げる面談・巡回を行うため。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
第 1期の計画期間においては、次の 4つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

①事業計画策定セミナー 

   第 1期計画では事業計画策定セミナーは年 2回ずつ実施しているものの、事業計画の策

定をテーマとしたセミナーでは、参加者増加は少なく実績が上がらなかった。これは、事

業計画策定後のイメージを事業者に理解してもらうことが困難であったことが理由と思

われる。セミナーによる掘り起こしでは、人数を集めることに集中するため効果が二の次

になりやすい。よって、事業計画策定セミナーは廃止する。 

 

②個別相談会の実施 

   巡回訪問やセミナーで掘り起しをかけた事業者を対象に、個別相談会を実施した。各小

規模事業者の事業計画策定は個々に課題があり、個別相談は非常に効果的であった。 

また事業者及び評価委員会からの評価も高く、事業計画策定は小規模事業者のニーズに

応じた形で個別相談によって実施すべきでありとの指摘を受けている。 

 

  ③事業計画策定ツールの活用 

   事業計画策定にあたり、中小企業基盤整備機構の「経営計画つくるくん」「事業計画づ

くりサポートキット」を活用した。特に、「経営計画つくるくん」は事業計画策定がはじ

めての小規模事業者であっても、理解しやすく事業者にも大変好評であったことから継続

して活用する。 
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④創業支援等 

   創業支援については、当商工会議所が市内の 3商工会と連携しながら実施する「しゃも

じん創業塾」にて掘り起し、創業計画の策定まで支援するスキームが出来上がっており、

一定の成果を上げることが出来た。 

これについては、評価委員会からも高い評価を得ており継続して実施し、当地域におけ

る創業者を増やしていくべきであるとの意見を頂いている。第 2期計画においては、創業

者のさらなる増加を目指し取り組んでいく。 

 

  【第 1期における目標に対する実績値】 

支援内容 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

事業計画作成セミナー 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定事業者数 50社 36社 60社 31社 

しゃもじん創業塾参加者 30人 26人 30人 35人 

創業支援数 60人 43人 70人 42人 

創業者数 4社 6社 5社 7社 

 

＜今回申請における取組＞ 

 （１）支援に対する考え方 

従来、当会議所においては事業計画の策定支援は、補助金申請や金融機関提出のための

ものが多く、小規模事業者が自発的に計画策定に取り組むことは少なかった。しかしなが

ら、経営力強化のためには目標を持ち、課題を設定し、具体的なアクションプランを作成

し、将来あるべき姿の見える化を行うという事業計画策定は重要である。 

評価委員会からの指摘もあり、個別相談会を充実させ、分析した事業者を個別に指導す

ることで、経営分析を行った事業者のうち年間約 9割程度、事業計画策定を目指す。 

  

（２）事業内容 

①事業計画策定支援 

(ｱ)支援対象者 

   経営状況の分析が終了している全ての小規模事業者を対象とする。 

 

(ｲ)支援の方法 

○個別相談会の実施（継続・拡充） 

   個別相談実施にあたっては、中小企業診断士などの専門家と経営指導員等がチームと

なり事業計画策定を支援する。これにより実現性のある事業計画を仕上げることが可能

となり、経営指導員等の支援能力のスキルアップも見込まれる。 

   事業計画の内容は、現状分析、課題の抽出、目標の設定、目標達成のためのアクショ

ンプラン、収支計画、資金計画の流れで作成する。 

  ※個別相談会の実施については小規模事業者のニーズに合わせ希望者には土日の相談

も対応する。 

 

○事業計画策定ツールの有効利用（継続） 

中小企業基盤整備機構の「経営計画つくるくん」「事業計画づくりサポートキット」
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を事業計画策定支援に活用し、一時的な事業計画作成ではなく、小規模事業者の自発的

かつ継続的な事業計画策定を支援する。 

 

○専門家を使った事業承継への対応（新規） 

上記のような、事業計画策定支援の中で事業承継への対応が必要になった場合、当商

工会議所では、事前に現在の事業主と後継者を対象にヒアリングを行い、事業承継の時

期、株式保有、借入金の保証などを、広島県事業承継ネットワーク事務局や事業引き継

ぎ支援センターなどと一緒になって個別相談を行う。 

 

②創業支援 

(ｱ)支援対象者 

   産業競争力強化法に基づく「廿日市市創業支援事業計画」に沿って、創業予定者また

は創業後間もない人（目安として創業後 1年以内）を対象とし、創業計画策定支援を行

う。 

 

(ｲ)支援の方法 

 ○「しゃもじん創業塾」の実施（継続） 

   当商工会議所が市内の 3商工会（佐伯、大野町、宮島町）と連携しながら開催する「し

ゃもじん創業塾」（全 5回コース）の実施を行う。 

  カリキュラムの内容は、経営、財務、人材育成、販路開拓である。 

   募集は、廿日市市の広報誌、フリーペーパー、当商工会議所及び 3商工会のホームペ

ージで行い、募集人数は 30人とする。 

 

○個別相談会の実施（継続） 

「しゃもじん創業塾」参加者を対象として、窓口相談業務おいてビジネスモデルの構

築、事業計画の策定支援、および日本政策金融公庫等と連携し資金調達支援を行う。 

希望者は、廿日市市より当会議所が運営委託を受けているインキュベーション施設

「しゃもじんキューブ」に入居し、事業計画策定等、事業計画実施に必要な個社支援を

行う。 

 

（２）目標 

支援内容 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 平成 35年度 

事業計画策定

件数 

60件 

（予定） 
60件 60件 60件 60件 60件 

上記のうち、創

業計画策定件数 

6件 

（見込） 
6件 6件 6件 6件 6件 

 ※事業計画策定件数には、事業承継計画も含む 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
第 1期の計画期間においては、次の２つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

① 経営指導員による定期的な巡回訪問及び個別相談によるフォローアップ 

  フォローアップ回数は 4 半期に一度を目指したが、結果として年 2～3 回のフォローア
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ップで終わっている。しかしその内容は、計画の進捗度合いや新たに発生した課題等への

対応であり、事業者からもまた評価委員会からも従来実施していなかったことを実施した

ことに対しては、一定の評価を得ることができた。しかし、その一方で 4半期に一度とい

う目標は達成すべきではないかという指摘を受けた。 

また、創業計画策定事業者に対しても、同じ頻度でのフォローアップを実施してきたが、

創業者に対してはよりきめ細かいフォローが必要ではないかという、指摘も評価委員会か

ら受けているため、創業者に対して最低限 4回としてそれ以上は必要に応じて行う。 

 

② 金融支援 

計画策定後の小規模事業者金融支援という意味でマル経の推薦件数を目標値とし、一定

の効果をあげたと思われる。 

しかし、金融支援は「マル経」だけではなく、小規模事業者経営発達支援融資制度など

の選択肢もあるのではないか、との評価委員会からの指摘も受けている。 

 

  【第 1期における目標に対する実績値】 

支援内容 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

フォローアップ件数 200件 190 件 240 件 169 件 

マル経推薦件数 50件 41件 50件 53件 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①経営指導員による定期的な巡回訪問によるフォローアップ（継続・拡充） 

事業計画を策定したすべての事業所を対象として、四半期に 1回定期的に確認する。そ

の際に、商工会議所内のデータベースシステムに蓄積された、今までの支援履歴と課題を

確認する。 

策定した事業計画の進捗状況、目標達成度、新たな課題対応についての支援を行う。 

また、フォローアップ後は「経営支援チーム」会議においてフォローアップ進捗状況や

新たな課題等を情報共有するとともに、商工会議所内のデータベースに蓄積することで、

組織としてノウハウの蓄積としていく。 

フォローアップの回数については、評価委員会からの指摘を受けていることもあり、伴

走型支援という意味においてはフォローアップの回数を四半期に一度とし、どの事業者

に、誰が、いつ訪問したかが一目でわかる、管理表を作成し進捗を確認する。 

 

《フォローアップ内容》 

 

 

②他の支援機関との連携や専門家の派遣による課題解決 

フォローアップのための定期的な巡回訪問時に、新たに発生した課題に対して、経営

指導員だけで解決が出来ない場合は、広島県よろず支援拠点やミラサポ専門家派遣など

により、課題解決をはかる。また、その際には経営指導員も同席し支援ノウハウを獲得

する。 

 

進捗度の確認・目標達成度の確認・修正の必要性の有無確認・

新たな課題対応・金融支援の必要性 
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③金融支援 

計画実施にあたって、タイミングが合えば「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化

補助金」などの補助金の申請や日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金（マル

経融資）」や、「小規模事業者経営発達支援融資制度」をはじめとする金融機関の融資制

度を有効活用する。 

また、計画策定後のフォロー件数と金融支援件数は直接的な関係はなく、今回の目標か

らマル経の推薦件数は外す。 

  

（２）目標                               

支援内容 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 平成 35年度 

フォローアップ

対象事業所 
60社 60社 60社 60社 60社 60社 

フォローアップ

件数 

240件 

（見込） 
240件 240 件 240 件 240 件 240 件 

上記のうち 

創業フォローア

ップ件数 

24件 

（見込） 
24件 24件 24件 24件 24件 

 ※フォローアップ件数の中には、事業承継計画フォローアップを含む 

 ※フォローアップ件数は 60件×4回＝240 件 創業件数は 6件×4回＝24 件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
第 1期の計画期間においては、次の３つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

①巡回訪問における需要動向調査 

  巡回訪問時に事業者に消費者動向をヒアリングを実施した。しかしながら、事業者への

ヒアリングでは、ターゲット像やニーズが何処にあるのか、明確に得ることもできない上

に、客観性も保たないことから、事業者に提供するデータとしては活用できず、第 2期計

画においては廃止する。 

 

②消費者ニーズ調査 

  当地域の JR 廿日市駅、串戸駅、駅通り商店会、串戸振興会、佐方商店会などで一般住

民を対象に属性調査を始めとして、買い物先、購買動機（価格、サービス、品質など）、

地域の小売店・サービス店に求めること、などを調査した。本調査については、当地域の

一般住民の傾向は掴めるものの、その調査結果を必要としているのは誰なのか、という点

で不明瞭であり、調査報告書としての形は整ったものの活用が充分ではなかった。 

  第 2期においては個者に特化した調査を実施することとし、一般的な消費者ニーズ調査

は廃止する。 

 

③各種統計調査分析 

  内閣府消費動向調査などを分析し、事業者に提供することを目的としたが、提供先が明

確でないことと、第 2期計画においては地域の経済動向調査報告書の中の「トピック」と

して、消費動向調査結果のような行政調査データも地域の事業者に対して提供する予定で

あることから、廃止する。 
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【第 1期における目標に対する実績値】 

支援内容 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

巡回におけるヒアリング 100件 87件 150 件 110 件 

消費者アンケート実施 1回 1回 1回 1回 

消費者アンケート回収 100件 483 件 100 件 295 件 

 

＜今回の申請における取組＞ 

  上記のことを踏まえ、今回の申請においての需要動向調査は、一般的な消費者ニーズ調

査ではなく、個者支援のための需要動向調査を実施する。 

 

（１）事業内容 

①テストマーケティング及びモニタリング調査 

(ｱ)支援対象 

  事業計画を作成し新たに販路拡大により地域内循環や地域外へ打って出ようとする小

規模事業者に対して実施する。具体的には菓子などの製造小売業者や牡蠣などの特産品

の小売業者を対象としている。 

 

(ｲ)調査の方法 

  「ひろしま夢ぷらざ」「宮島サービスエリア」の廿日市フェアにおいて、テストマーケ

ティングによるモニタリング調査を行う。調査方法は、基本ヒアリングにて質問事項に

回答いただく形式でアンケート票に記入する。 

調査内容は事前に事業者と打ち合わせを行い、目的を明確にして実施する。なお、調

査回答数は 1事業者に対して 100件を目標とする。 

なお、「ひろしま夢ぷらざ」は 10月、「宮島サービスエリア」は 11月に実施予定であ

る。 

 

 【アンケート項目例】 

項目 調査方法 

属性 年齢、性別、居住地などを調査する。 

商品 

見た目、味、パッケージデザインなどについて調査する。調査方法は選

択式として、普通に偏るの避けるため４つの選択肢とする。 

（例）見た目はどうか？ 

 非常に良い ／ 良い ／ 悪い ／ 非常に悪い  
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価格 

絶対的な価格ではなく、コストパフォーマンスがあるか否か、という視

点で調査する。 

（例）お金を払うのであればいくらか？ 

 買わない ／ 〜1,000円 ／ 1,001円〜1,500円  

1,501円〜2,000円 ／ 2,001円〜 

知り合いへ

の紹介 

自分だけでなく、知り合い等に紹介し、勧めるかを調査し、商品力を調

査する。 

（例）この商品を知り合いに紹介するか？ 

 必ず紹介する ／ 紹介するかもしれない  

紹介するかわからない ／ 絶対に紹介したくない 

購入経路 

通常の店舗やスーパーなどに加え、インターネットなどにおける販路の

可能性を検討するための調査をする。 

（例）購入するとすればどこで購入するか（複数回答可） 

 スーパー ／ 百貨店 ／ 駅等の土産物店 ／ サービエリア  

個店 ／ ネットショップ（配送有料） ／ ネットショップ（配送無

料）／その他（具体的に     ） 

 

(ｳ)調査結果の活用方法 

   調査結果は、中小企業診断士などの専門家とともにモニターの属性ごとに特性を分析

し、ターゲット層の選定や商品改良、価格設定、販売チャネルなどの検討材料として活

用する。また、データは当商工会議所のデータベースへ蓄積し、組織としてノウハウ構

築に活用する。 

調査結果は、取りまとめ対象模事業者へ提供する。 

 

（２）目標 

支援内容 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 平成 35年度 

需要動向調査

報告書提供事

業者数 

0社 

（見込） 
4社 4社 4社 4社 4社 

 

 

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】 
第 1期の計画期間においては、次の４つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①ビジネスネットワーク拡大交流会等への出展 

広島県商工会議所連合会が主催する「ビジネスネットワーク拡大交流会」を中心に参加

者を募るために広報を行った。 

  事業計画策定等では、ビジネスフェア参加等の計画がなく巡回や広報等で案内を行った

が参加者は無かった。しかし平成 30 年度は今までの掘り起こしなどを含め 2 件のビジネ

スフェア参加予定を見込んでいる。 
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②ひろしま夢ぷらざへの出展 

  広島県商工会連合会が運営している「ひろしま夢ぷらざ」の廿日市フェア（2 週間イベ

ント）への出展を支援した。出展については目標達成できなかったものの、新規出展者が

参加するなど一定の結果を得ることができ、評価委員会からも今後も継続すべきとの高評

価を受けている。 

 

③ザ・ビジネスモールの充実 

  ザ・ビジネスモールは全国の商工会議所・商工会が運営する商取引・ビジネス支援サイ

トで、全国 360超の商工会議所・商工会が参加している全国規模のビジネスマッチングサ

イトであり、全国の企業と取引の可能性を広げることを目的として実施した。 

登録事業者は目標を達成することが出来たものの、新たな取引により売上増となった事

例は把握できていない。 

  評価委員会からも、登録件数が増えたことは一定の評価を得ることが出来た。 

 

  ④産学官連携 

産学官連携については、連携することそのものは販路開拓につながるものではなく、新

商品開発等の活用が大きいため、販路開拓支援の目標からは外すこととする。 

 

【第 1期における目標に対する実績値】 

支援内容 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱへの参加 2者 0者 3者 0者 

ひろしま夢ぷらざ（出店） 30者 24者 30者 26者 

   〃    （常設） 12者 12者 13者 12者 

ホームページ掲載 65者 85者 80者 83者 

産学官連携 1者 0者 1者 0者 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 （１）支援に対する考え方 

  第１期に引き続き、「ひろしま夢ぷらざ」などのアンテナショップへの出展を支援する。

またビジネスモールへの登録も引き続き支援を進める。 

しかしながら、商談会や展示会に出展することを目的とするのではなく、出展すること

はあくまでも手段とし、そこから先の販路開拓に繋げていけるよう、商談件数や実際の売

上額を目標設定し、支援を行う。 

  そのためには、商談会出展前だけでなく出展後も、専門家等による個別相談会を実施し、

効果を測定する。 

 

（２）事業内容 

①展示会・商談会への出展（継続・拡充） 

(ｱ)支援対象者 

事業計画づくりが完了し、伴走型支援の中で新商品や新サービスの開発に成功し、販路

開拓の必要性のある小規模事業者に対して、「宮島サービスエリア」や「ひろしま夢ぷら
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ざ」への出展支援を行う。 

具体的には、需要動向調査で対象となった菓子などの製造小売業や牡蠣などの特産品の

小売業者を支援対象とする。 

 

(ｲ)支援内容 

「ひろしま夢ぷらざ」「宮島ＳＡ」への出展にあたり、参加予定者には事前に当会議所

が行う研修会に参加していただき、出展の趣旨、事前の準備、当日の対応方法などについ

て把握し、事前準備していただくこととする。 

また終了後については、それで終わりにすることなく、名刺交換先に連絡を取るなど、

今後に繋げる工夫を支援する。また、当商工会議所としての目的は売上増につなげること

にあるので、定期的にヒアリングを行い、出展の効果を測定し、会議所内のデータベース

に蓄積する。 

「ひろしま夢ぷらざ」出展にあたっては２週間イベントということもあり、事前に目標

売上高を設定し今後のマーケティング戦略の方向性検討の材料とする。また消費者の反応

を確認し、事業者が希望する場合は常設設置への支援を行う。 

これらの出展は、地域内循環を促進するだけでなく地域外へ打って出るという意味で有

効である。 

 

【ひろしま夢ぷらざ】 

 広島県商工会連合会が運営するアンテナショップ。広島市中心部の中区本通商店街の

中に立地し、年間約 200 万人の来店がある。現在は、広島県内の 22 市町から約 400 社

が出展している。また、定期的に店頭によるイベント販売も行っていることから、テス

トマーケティングなども有効である。 

 

【宮島サービスエリア（下り）】 

 山陽自動車のサービスエリアで、当商工会議所地域の廿日市市上平良に位置する。サ

ービスエリアから、世界遺産である宮島・厳島神社が望めることもあり休日には 500台

を超える車が休憩・買い物のために立ち寄る。 

 中には、20件の店舗と土産店が入っている。テストマーケティングにも有効である。 

 

②ザ・ビジネスモールやはつかいちネットへの登録（ITの利活用）（継続・拡充） 

  新商品や新サービスなどを開発した場合、展示会等への出展だけでなく IT を利活用す

ることにより、新たな販路の開拓が可能である。本計画においては、ITを有効に活用し、

新たな販路を開拓する小規模事業者の支援を進める。 

 

(ｱ)支援対象者 

  事業計画策定支援が完了し、伴走型支援の中で新商品や新サービスの開発に成功し、販

路開拓の必要性のある小規模事業者を対象とする。 

対象者には、研修会ではなくその都度個別相談や巡回訪問などで「ザ・ビジネスモール」

や「はつかいちネット」の概要を伝え、登録を促す。 

 

(ｲ)支援内容 

ザ・ビジネスモールは全国の商工会議所・商工会が運営する商取引・ビジネス支援サイ

トで、全国 360超の商工会議所・商工会が参加している全国規模のビジネスマッチングサ

イトであり、全国の企業と取引できる可能性を持っている。 
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一方、「はつかいちねっと」は地域ポータルサイトであり、廿日市およびその周辺地域

への販路開拓であり、「ザ・ビジネスモール」とは位置付けが異なる。 

当商工会議所としては、IT に関する基本的な知識を習得した上で、マッチングや取引

を希望する企業には専門家を活用し、商品の特徴を上手く掲示するなど積極的な活用を支

援することで、新たな需要を開拓し地域外に打って出る支援を行う。 

  

③プレスリリース支援サービス（新規） 

  新商品開発などを実施したときに、パブリシティの活用が必要であり、また多くの人の

目にとまることから有効であると考える。しかしその一方で、小規模事業者の多くはその

方法を知らないことが多い。そこで、本計画においては新規取組として、当会議所がパブ

リシティを活用する際のプレスリリース支援サービスを行うことで、まずは地域内循環を

進めていく。 

具体的には、小規模事業者が作成した原稿を、当商工会議所がマスコミ等に情報提供し、

広報することにより販路開拓を支援するものである。 

 

(ｱ)支援対象 

  事業計画策定支援が完了し、その中で需要動向調査も終わり既存又は新商品・サービス

の販売に向けて取り組んでいく事業者を対象とする。 

  対象者には、研修会ではなくその都度個別相談や巡回訪問などで「プレスリリース支援

サービス」の概要を伝え、情報提供を促す。 

 

(ｲ)支援内容 

   地方新聞の担当記者や当地域にあるコミュニティ FMである「FMはつかいち」へのプレ

スリリースを支援し、パブリシティを有効活用することで、地域内外の消費者に向けて広

く周知し、販路開拓に繋げる。 

  いきなり広報原稿を作成することは困難であることが予想されるので、事前に個別相談

会を実施し、事業所概要、新商品開発の経緯とその取組、新商品の特徴などを整理しまと

める支援を行う。 

 その後、当商工会議所がプレスリリースを行う。 

  現在の送信予定先は下記の通りである。 

  ◯中国新聞  ◯リビング広島  ◯西日本タイムス ◯FMはつかいち など 

 

【プレスリリース支援イメージ図】 

 

 

 

 

       情報提供 

             情報提供 

 

 

 

 

取材 

 

小規模事業者 

新商品・新サービス

など 

廿日市商工会議所 

各報道機関 

 

消費者 
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 （３）目標                                     

支援内容 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 平成 35年度 

事前出展・商談研修

会開催 

（参加事業者数） 
未実施 

1回 

（40社） 

1回 

（40社） 

1回 

（40社） 

1回 

（40社） 

1回 

（40社） 

展示会への出

展事業社数 

40社 

（見込） 
40社 40社 40社 40社 40社 

上記のうち対前年売

上増加事業社数 

10社 

（見込） 
10社 10社 10社 10社 10社 

ホームページへ

の掲載事業社数 

90社 

（見込） 
100社 110 社 120 社 130 社 140 社 

上記のうち対前年売

上増加事業社数 

3社 

(見込) 
3社 3社 3社 3社 3社 

プレスリリース

の活用事業社数 
未実施 4社 4社 4社 4社 4社 

上記のうち対前年売

上増加事業社数 
未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に対する取り組み 
第 1期の計画期間においては、次の３つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

① まちゼミ 

地域内への循環消費を高めるため、駅通り商店会と佐方商店会と連携し「まちゼミ」を

開催した。実施にあたっては、商店会と商工会議所で意識の共有及び研修会を目的として

協議会を実施している。 

講座数及び参加人数は減少傾向にあるものの、地域の商店を知って頂き、住民と信頼関

係を築くための良いものであるため、今後も継続すべきであるとの意見を評価委員会から

頂いている。 

 

  ②けん玉ワールドカップ廿日市 

けん玉発祥の地廿日市市を世界に発信し、けん玉文化の新しいスタートとしながら、海

外プレーヤーとの国際親善を図り、けん玉の世界大会を新たな観光資源として、地域活性

化を図ることを目的として実施した。 

地域の知名度アップや交流人口を増加させるためには有効ではあるが、当商工会議所は

実行委員会の 1構成員であるにすぎず、経営発達支援事業としての取組としてふさわしい

のか、との評価委員会の意見もあり事業は引き続き協力していくが計画からは外すことと

する。 

 

  ③はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会 

廿日市市制 20周年を記念し、「連携・交流・融合」をテーマに廿日市市のさらなる発展

を目的とし、合併した 5市町村を縦断する鉄人レースとして、当商工会議所が中心となっ

て廿日市市や地域の団体とともに実行委員会を立ち上げたものである。こちらも、地域の

知名度アップや交流人口を増加させるためには有効ではあるが、地域の小規模事業社の役

割は低く、経営発達支援事業としての取組としてふさわしいのか、との評価委員会の意見
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もあり事業は引き続き協力していくが計画からは外すこととする。 

 

【第 1期における目標に対する実績値】 

 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

まちゼミ講座数 35講座 28講座 40講座 23講座 

まちゼミ参加人数 175人 121 人 200 人 119 人 

   

 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

けん玉ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ来場者 50,000人 51,000 人 50,00 人 53,000 人 

 

 
平成 28年度 平成 29年度 

目標 実績 目標 実績 

宮島国際パワートライア

スロン大会観客数 
70,000人 70,000 人 70,00 人 70,000 人 

 

 

  ＜今回の申請における取組＞ 

  「まちゼミ」は個店のＰＲの場、商店街活性化事業として継続する。 

  なお、この「まちゼミ」は地域活性化の為に長期にわたり地道に浸透させていきたいとの思

いがあるため、定量的な数値目標は設定しないこととする。 

 

（１）事業内容 

①「まちゼミ」（継続） 

地域内への循環消費を高めるため、駅通り商店会と佐方商店会と連携し「まちゼミ」を開

催する。 

まちゼミとは、地域住民を対象に商店主が講師となって専門知識やプロならではのコツを

無料で提供する少人数制のゼミのことで、お店の特徴・店主のこだわりや人柄を知ってもら

い、地域住民と信頼関係を築くことができるため、地域の活性化としては有効であるため、

継続する。 

 

  ②「まちゼミ in はつかいち」連絡協議会（継続・拡充） 

まちゼミの実施にあたっては、「まちゼミ」の趣旨の理解と研修会を目的とした連絡会議

を年 4回実施する。 

連絡協議会は、従来は個々の商店会の会長と商工会で実施してきたが、より広く趣旨を理

解していただくために、商店会の構成員である事業主や地元大学生にも参加を呼び掛ける。 

また、実施後も連絡会議を実施することにより、その効果について商店会長会議で検討し、

次年度の改善に繋げる。 
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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能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 

第 1期の計画期間においては、次の４つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

①廿日市市内の 3商工会との情報交換会 

従来より、当商工会議所と廿日市市内の 3 商工会では、定期的に情報交換を実施している。

同じ地域の支援機関として、情報共有することは重要であり、評価委員からも今後も継続す

べきであるとの意見を頂いている。しかしながら、情報交換会だけでなく支援事例の交換な

どによる支援ノウハウの構築にも努める。 

 

  ②中小企業基盤整備機構やよろず支援拠点等の支援ノウハウを活用 

   中小企業基盤整備機構については、「経営計画つくるくん」の活用方法支援により、事業

計画策定支援のノウハウを得ることができたが、一方でよろず支援拠点との連携は十分なも

のではなかった。 

 

③市内金融機関との情報交換会 

   廿日市市内の金融機関と年 1 回の情報交換をすることにより、金融機関も含めたネットワ

ークを構築することができた。担当社レベルでの研修会には市役所職員も参加し施策の理解

も深めることができ小規模事業社支援のため有効である。評価委員会からも今後も行政、金

融機関とも連携を密にし、支援にあたって欲しいとの意見をいただいた。 

 

④小規模研究会における情報交換 

   広島県内の商工会議所の経営指導員等が年一回集まり情報交換を行う。小規模研究会は他

の商工会議所の支援事例等の発表もあり非常に有効であり、資質向上に寄与している。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）事業内容 

①廿日市市内の 3商工会との情報交換会（継続） 

第１期申請から引き続き成功事例等の情報交換を行い、支援ノウハウを獲得することを狙

いとして、商工会議所と廿日市市内の 3商工会で定期的に、市内の景況や巡回時のヒアリン

グ結果を踏まえた支援状況、支援事例やノウハウについて意見交換や情報交換を行う。 

ただし、年 2回の実施は、日程調整の都合上年 1回として実施する。 

 

②中小企業基盤整備機構やよろず支援拠点等の支援ノウハウを活用（継続） 

中小企業基盤整備機構の「経営計画つくるくん」や「事業計画づくりサポートキット」な

ど、支援ツールの有効活用による支援能力の向上を狙いとして、年 1回情報交換を行い、支

援能力を向上させる。 

一方よろず支援拠点については、ネットワーク構築を狙いとして、年 1回情報交換から始

めるものとする。 

 

③市内金融機関との情報交換会（継続） 

   第１期申請から引き続き、金融面については、創業社の掘り起しや創業後の支援体制など
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地域をあげて事業社を支援することを狙いとして、日本政策金融公庫や市内に支店のある金

融機関と年１回の情報交換会を行い、連携を強化していく。 

 

④小規模事業研究会における情報交換（継続） 

   地域の小規模事業社の抱える課題や支援事例を情報交換することにより、支援ノウハウの

共有を行い支援能力の向上を図ることを狙いとして、年 1 回開催される広島県内 13 商工会

議所の経営指導員等で構成する「小規模企業研究会」へ出席し情報交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

第 1期の計画期間においては、次の３つの事業について取り組んだ。評価委員会における

各事業の評価及び第２期の取組方針は以下の通りとする。 

 

＜第 1期における取組と成果＞ 

①研修会への参加 

   事業計画策定支援能力向上のため、日本商工会議所や広島県商工会議所連合会が主催する

研修会等へ参加したのち、当会議所内において事業計画作成研修会を経営指導員や補助員等

を対象として実施した。支援ノウハウの共有という意味においても非常に有効であった。 

 

  ②専門家とのチームによる OJT 

   個別相談会において専門家と同席し現場学習をすることにより、支援手法などのノウハウ

を直接学べることができた。 

 

  ③組織としての支援ノウハウの構築 

   支援事例をそれぞれデータベースに入力することにより、担当社が変わっても前回の支援

を確認が可能となるなど非常に効果が大きかった。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①研修会への参加（継続） 

事業計画策定能力・分析能力・プレゼンテーション能力を向上することを狙いとして、日

本商工会議所や広島県商工会議所連合会が主催する研修会への積極的な参加や、中小企業大

学校研修会への参加、経営指導員 WEB研修にも取り組む。 

研修会終了後は受講者が講師となり、当会議所内において「報告会兼研修会」を経営指導

員や補助員等の経営指導員以外の職員も対象として実施する。 

 

②専門家とのチームによる OJT（継続） 

専門家の支援ノウハウの獲得により支援能力の向上を図ることを狙いとして、専門家によ

る個別相談会において必ず専門家とチームになり、現場学習を行う。 

また、支援実績は TOAS のデータベースに入力し、個人のノウハウを組織としてのノウハ

ウ蓄積とし、職員全員がデータベースにアクセスすることで、支援の方向性を検討する際の

カルテとしても活用する。 

 

③組織としての支援ノウハウ構築（継続） 

個人の有しているノウハウを会議所全体のノウハウとして共有することを狙いとして、支
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援における事例を四半期に 1 回開催する「経営支援チーム」（経営指導員等で構成）にて報

告するとともに、成功事例や現在抱えている問題、その解決事例をデータベース化し、誰で

も取り出せるようにすることで、支援能力の向上に役立てる。 

 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

＜第 1期における取組と成果＞ 

第 1期計画では年 1回、当所経済産業委員会にて事業の実施状況及び成果について報告を行っ

た。会議には、廿日市市産業振興部担当者としごと共創センター所長も参加し事業について外

部委員として事業を評価している。 

評価委員会としての報告を正副会頭会議で報告し、見直しなどの意見がある場合は正副会頭会

議にて協議を行った。 

最終の報告については廿日市商工会議所ＨＰにて公開している。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１） 事業内容 

第 1期計画を継続する。 

 毎年度、年 1回本計画に記載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 廿日市商工会議所経済産業委員会において、評価委員会として事業の実施状況及び成

果・見直し案について協議する。（5月） 

 

② 廿日市商工会議所正副会頭会議において、事業の実施状況及び成果・評価について報告

し、見直しについて方針を決定する。（6月） 

 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果を廿日市商工会議所 HP（http://www.cci201.or.jp）

で、計画期間中公開する。（6月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告機関 人 数 構 成 

経済産業委員会 16人 
廿日市商工会議所議員、廿日市市産業振興

部、しごと共創センター所長 

正副会頭会議 5人 廿日市商工会議所 会頭、副会頭、専務理事 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 10月現在） 

（１）組織体制 

  

【実施体制】（継続） 

  第 1期計画に続き事務局長をリーダーに、課の枠を外し、「経営支援」にチャレンジできる人材を

選定し事業遂行ができるチームをつくり支援を行う。 

  経営発達支援事業の進捗管理は経営支援チームが行う。 

 

  経営支援チーム 6名（経営指導員 3名／補助員 2名／一般職員 1名） 

   

※経営発達支援事業の各事業は、当会議所の各事業と連動させ全所的に行う。 

  

 【現全体組織図】  

          
    事務局長 

    
    1 名 

    
      

    
      事務局次長 

  
       1 名 

  
       

    
              

  
    

    
 

  
  

 総務課 
 

経営サポート課 
 

振興課 
 

 3 名 
 

4 名 
 

5 名 
 

       
 

  
  

           
  

        
   

        
   

     中小企業相談所 
   

     5 名 
   

          
 

  事務職職員 14名 

中小企業相談所 5名（経営指導員 3名／補助員 2名） 

 

（２）連絡先 

   廿日市商工会議所 経営サポート課 

   広島県廿日市市本町５－１ 電話 0829-20-0021 

   ホームページ http://www.cci201.or.jp 

   e-mail    info@hacci.jp 

 

http://www.cci201.or.jp/
mailto:info@hacci.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 31年度 

(31年 4月以降) 
平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 49,443 49,443 49,443 49,443 49,443 

 

 

中小企業振興事業特別会計 

 

一般会計 
特産品等販路開拓支援事業 

ひろしま夢プラザ出展事業 

経営革新等支援事業 

経営発達支援事業 

商店街等活性化事業 

 

 

47,082 

 

 

55 

116 

300 

900 

990 

 

 

47,082 

 

 

55 

116 

300 

900 

990 

 

47,082 

 

 

55 

116 

300 

900 

990 

 

47,082 

 

 

55 

116 

300 

900 

990 

 

47,082 

 

 

55 

116 

300 

900 

990 

（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、事業収入（負担金）、国補助金、広島県補助金、廿日市市補助金 

 

 

（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社と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 
１． 地域の経済動向調査に関すること 

効果的な調査及び提供、助言 

２． 事業計画策定支援に関すること 

小規模事業社の経営状況分析、計画策定に繋がる連携 

３． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画実施に繋がる連携 

４．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

販路開拓に繋がる連携 

５．円滑な実施な実施に向けた支援能力向上のための取り組み 

資質向上とネットワークを活用した支援に向けた連携 

 

連携者及びその役割 

 

連携機関 連携者 連携役割／効果 

行 政 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島県 県知事 湯崎英彦 

広島市中区基町 10 番 52 号 

082-513-3328 

１．地域の経済動向調査に

関すること 

４．新たな需要開拓に寄与す

る事業に関すること 

５．円滑な実施な実施に向け

た支援能力向上のための取

り組み 
〈効果〉 

各種調査情報の提供、助言 

小規模事業社支援の充実 

事業評価 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

廿日市市 市長 眞野勝弘 

廿日市市下平良 1-11-1 

0829-20-0001 

金融機関 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

日本政策金融公庫 広島支店  

支店長 竹村 隆 

広島市中区紙屋町 1-2-22 

082-244-2231 

２．事業計画策定支援に関

すること 

３．事業計画策定後の実施

支援に関すること   

４．新たな需要開拓に寄与す

る事業に関すること    

５．円滑な実施な実施に向け

た支援能力向上のための取

り組み 

 

 

 

 

 

 

 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

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 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島銀行 廿日市支店 

支店長 徳永光俊 

廿日市市新宮 1-9-34 

0829-31-0141 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

もみじ銀行 廿日市支店 

支店長 村上 慎 

廿日市市可愛 12-4 

0829-32-3271 
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機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島信用金庫 廿日市中央支店 

支店長 飯田克也 

廿日市市下平良 1-3-36 

0829-32-4111 

 
〈効果〉 

創業支援計画策定等 

事業計画実施に向けた各種

金融支援 

販路開拓に向けた情報提供 

小規模事業社支援のネット

ワークの構築 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島市信用組合 廿日市支店 

支店長 大重光裕 

廿日市市廿日市 1-6-1 

0829-31-0168 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島県信用組合 廿日市支店 

支店長 佐賀靖仁 

廿日市市串戸 4-9-53 

0829-32-1500 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

山口銀行 廿日市支店 

支店長 杉浦一騎 

廿日市市串戸 2-9-12 

0829-31-2010 

支援機関 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

公益財団法人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 

082-240-7702 
２．事業計画策定支援に関

すること 

３．事業計画策定後の実施

支援に関すること 

 

〈効果〉 

専門家による支援 

職員の資質向上 

 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島県事業引継ぎセンター 

統括責任者 平野勝正 

広島市中区基町 5-44 

082-555-9993 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

中小企業基盤整備機構中国本部 

本部長 村松 清孝 

広島市中区八丁堀 5-7 広島 KS ビル 

082-502-6555 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

広島県よろず支援拠点 

チーフコーディネーター 瀧熊弘之 

広島市中区千田町 3-7-47 

082-240-7706 

商工会議所等 

機関名・代表者 

所在地 

連絡先 

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 

１．地域の経済動向調査に

関すること 

４．新たな需要開拓に寄与す

る事業に関すること 

５．円滑な実施な実施に向け

た支援能力向上のための取

り組み 

 

〈効果〉 

各種調査情報の提供、助言 

販路開拓に向けた情報提供 

支援力向上のための情報交

換 

職員の資質向上 
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連携体制図等 
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