
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
萩阿武商工会（法人番号 9250005004921） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目  標 

 

地域小規模事業者の持続的発展に寄与するため、商工会のスローガン

「行きます、聞きます、提案します」を伴走型で支援することにより、

従来の経営改善普及事業をより実効あらしめるために、本計画に沿って

関係機関と連携しながら、小規模事業者の経営支援の充実と地域経済の

活性化を図ることを目標とします。 

事業内容 

 
１． 地域商工業者の経営分析と市場調査による経営計画策定支援 

自社の置かれている状況につき数値による経営分析と併せて市場調査も

した上で、適切な事業計画の策定を支援します。 
 

２． 経営基盤に応じた新事業展開や新産業創出の提案と計画策定支援 

個店の経営基盤を基に経営環境・市場動向（外部環境）等を考慮しなが

ら新たな事業展開の可能性も考慮しつつ実現性の高い事業計画策定を支

援します。 
 

３． 地域資源の整理・発掘及び活用（商品開発）による産業育成 

当会地域の地域資源を再確認するとともに、その活用につき商品開発（観

光資源含む）等につながるよう情報提供等支援に努めます。 
 

４． 創業、第二創業、事業承継の促進 

高齢化と後継者不足の課題解決につき家族内承継にこだわらず関係機関

等と連携し創業、第二創業、事業承継支援を行います。 
   

５． 展示会出展や商談会参加による販路開拓支援 

各種展示会や商談会への参加を促し、地域資源等を活用した商品の需要

開拓、販路開拓につながるよう支援に努めます。 
 
６． 廃業予定者のソフトランディング等 

少子高齢化の進展の中、高齢よりやむを得ず廃業を余儀なくされる事業

所においては、廃業後の生活面の相談も含め円滑な廃業を支援します。 

連 絡 先 

 

萩阿武商工会 〒759-3112 山口県萩市大字下田万 1194-1 

       TEL：08387-2-0213  FAX:08387-2-1568 

       MAIL：hagiabu-honsho@yamaguchi-shokokai.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．地域の現状 

（１）地理・人口等 

当会地域は、島根県益田市に隣接する県内最北端に

位置し、日本海沿岸部及び山間部からなる。平成１７

年に１市２町４村が合併した萩市田万川地域（旧田万

川町）及び須佐地域（旧須佐町）と阿武町の阿武地域

の３地区で、萩市と阿武町の二つの自治体が併存する

点が特徴である。 

また、萩市には当会の他に萩市南部の「萩・阿西商

工会」と旧萩市を管轄する「萩商工会議所」があり、

３団体で萩市の小規模事業者を支援している。 

管内人口は平成２７年が９,２９３人で、山口県総人口１４０.５万人のわずか 

０.６６％であるが、総面積は、田万川地域７８.２１km²、須佐地域８７.１５km²、阿

武地域１１５.９５km²の計２８１.３０km²であり、山口県総面積の６,１１２.３０ 

km²の４.６％を占める。当会管轄エリアの田万川地域及び須佐地域は、当地より北東

に車で２０分の大型商業施設のある島根県益田市、阿武地域は、南西に車で２０分の

旧萩市内及び車で５０分の山口市が経済及び通勤圏域である。 

（２）商工業者数の推移等 

当地の事業所構成は、小規模事業者が平成２７年で９１.１％を占めている。建設

業、小売業、飲食宿泊業においてはほぼ２０％の減少率、製造業においては２８％の

減少率であり、管内人口の減少とともに事業者数も減少している。 

・商工業者数の推移 

  年 建設 製造 卸売 小売 飲食宿泊 サービス その他  計 

商工業 

者数 

Ｈ22 84 59 6 160 44 100 31 484 

Ｈ27 66 42 6 129 36 92 36 407 

減少率 △21％ △28％ - △19％ △18％ △8％ 16％ △20％ 

※商工会実態調査（全国商工会連合会）より 
 

・管内小規模事業者数並びに小企業数 

 小規模事業者数 減少割合 内、小企業数 減少割合 

Ｈ22 448 
△17.2％ 

406 
△19.0％ 

Ｈ27 371 329 

※商工会実態調査（全国商工会連合会）より 

項  目 H22年 H27年 増 減 

・萩市の人口（山口県人口移動調査） 53,667 49,323 △4,344 

・阿武町の人口（山口県人口移動調査） 3,709 3,454 △255 

・商工会管内の人口（山口県人口移動調査） 10,450 9,293 △1,157 

・商工会管内の商工会会員数（商工会実態調査） 320 284 △36 

・山口県の高齢化率（総務省国勢調査） 27.9％ 32.2％ 4.3％ 

・商工会管内の高齢化率～3地域平均～（総務省国勢調査） 43.1％ 47.7％ 4.6％ 

当会管轄エリア 
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既に限界集落がいくつもある当会地域であるが、さらに多くの地域コミュニティー

が成り立たなくなることが危惧される。このような状況にあって、対面販売を主とす

る地元小規模事業者の存続は、インターネット等の普及により困難さを増している。 

市町民所得の減少が続く中、当会地域の商工業者中、個人事業者の所得は、調査し

た１６３人中、９１％の１４８人が４００万円以下と低水準である。また、確定申告

後、所得税を納めるのは 163事業所中わずかに５３事業所にとどまる。 
※個人事業者の平成２７年分決算書数値による。 

※青色申告者については特前所得（専従者給与、青色申告特別控除前の所得）、白色申告者に

ついては専従者控除前の所得である。 

 

２．これまでの商工会の取組と行政の５か年計画「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

買ってくれる側（消費者）の状況がよくならなければ買ってもらえないとの認識の

もと、当会では第一次産業者の所得向上につながるよう、平成２５年より第一次産業

に密接に関連する６次産業化・農商工連携・地域資源活用等付加価値を生む取り組み

の推進、支援を行っている。 
 

【これまでの商工会の取組】 

年度 事業等名 内容 

H25 
農商工連携事業支援（マッ

チング） 

６次産業化推進員とともに地元加工業者（漬物屋）

と椎茸栽培事業者をマッチング、認定をサポート 

H25 ６次産業化認定支援 ６次産業化推進員とともに認定をサポート 

H25 地域産業資源活用事業認定 
須佐男命イカを素材に地元飲食店を8か月にわたり

中小機構のPMとの連携により、認定をサポート 

H26 

 

女性部地域資源活用事業 

 

地元地域資源（和からし油と長門ユズキチ）を活用

したドレッシングづくり 

※田万川ふるさとづくり協議会主催「たまがわの暮

らし再生復興プロジェクト」（総務省の事業）と

同時実施 

H26 

『「６次産業化」で儲けを出

せる共同経営のための勉強

会』の立ち上げ 

田万川・須佐地域の農事組合法人を中心とした関連

会議 

H27 女性部地域資源活用事業 
地元地域資源（ちりめんジャコと長門ユズキチ）を

活用した佃煮づくり 

H27 
萩市主催の果樹の商品開発

事業に協力 

萩市と連携し、萩市地域資源活用のアドバイザー

（熊谷喜八氏）の紹介による料理家脇雅代さんによ

る田万川地域果樹の加工品（ジャム）の開発に協力 

- 関連するセミナー開催多数 六次産業化、農商工連携、地域資源活用等 

 

【行政の５か年計画「まち・ひと・しごと創生総合戦略」】 

萩市の総合戦略の７つの基本目標の一つである『地域資源を生かした「しごと」の創

出』においては、６次産業化・農商工連携の推進が掲げられ、阿武町においても同様に

６次産業化の推進、地域資源の活用が掲げられており、それら事業の推進により地域

内所得の向上を目指すこととされている。上記の通り当会においても萩市・阿武町の

方針に基づき事業推進を行ってきた。 

 

 

３．地域の課題 
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課題① 経営環境の悪化と後継者不足により、自分の代での廃業を選択する経営者が

多く、小規模事業者を中心とした地域商工業者数の減少が予想される。平成２

７年７月実施の当会独自のアンケート調査（配布件数２７２件、回収件数２０

９件）では、事業承継意向のある事業者が６割を超える一方で、「後継者は必要

ないもしくは事業承継の予定がない」との回答が２７.８％と４社に１社と事

業承継の意向が弱いが、事業内容、業績につき将来の持続可能性を的確に見極

める必要があり、円滑で確実な事業承継につなげることが課題である。 

 

課題② 隣接経済圏（島根県益田市、旧萩市）への購買力の流出が今後も続くものと

予測されるので、今後は観光面等の強化による購買力の流入を強化することが

必要である。そのため、須佐地域において行政合併前より観光に力を入れてお

り、変成岩の一種で、マグマの熱などによって砂岩や頁岩が深成岩と接触変成

した「須佐ホルンフェルス」をはじめ、須佐おもてなし協会により平成２４年

から湾内で観光遊覧船が運行され、乗船客も多く好評である。県の地域資源に

認定されているケンサキイカと須佐（すさ）の地名と日本神話のスサノオノミ

コトをかけ、「ミコトイカ」として定着し、活きづくりをはじめとする料理を

目当てに域外から訪れるお客も多く、地元観光関連事業所をいかに支援できる

かが課題である。 
 

［須佐ホルンフェルスと観光遊覧船］   ［活き作りが人気の～須佐・男命イカ］ 

         
 

課題③ 6 次産業化・農商工連携・地域資源活用についても地域活性化のため、域外

マネーの流入策として重要であるが、どのようにかかわっていくかが課題であ

る。域外マネーの流入の方策としては、①地域外から来てもらいお金を落とし

てもらうか、②地域外へ商品を売るか、その２つしかない。 

 

４．地域内小規模事業者支援に向けた中長期的な振興の在り方 

商工会はこれまで記帳指導、金融支援等基礎的経営支援業務が中心であったが、今後

は厳しい経営環境下にある地域小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支援事業

の計画的な実施が不可欠となる。 

上記３．地域の課題①②③を踏まえた中長期的な振興の在り方としては、後継者不足

に悩む地域小規模事業者に対して「事業承継で創業を実現させる」という視点に立ち、

後継者を求める者と創業・第二創業を志す者をマッチングさせることで、経営状況に問

題はないものの後継者不在のため廃業を余儀なくされる事態を防ぎ、これまで築いてき

た事業に終止符を打つことなく事業の継続と新たな発想による発展を支援することで、

雇用の確保も図る。 

また、現在経営をされている方については今後の持続的発展という視点に立ち、末永

く経営が可能なように経営革新計画策定支援や補助事業の積極的活用によりより良い
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店舗づくり、サービス向上につき支援する。 

さらに、商工業者支援にとどまらず、域外マネーの獲得を目指すために当会では平成

２５年より第一次産業に密接に関連する６次産業化・農商工連携・地域資源活用等付加

価値を生む取り組みの推進、支援を行っており、今後も継続して支援をする。 

 

５．本計画の目標 

本計画期間中（５年）に上記３．地域の課題①②③を踏まえたより具体的な支援を以

下の通り実施する。 

（１）創業を目指す者と事業承継を求める者とのマッチング 

事業承継を創業・第二創業あるいは業種転換で実現させるという視点で地域小規模

事業者の減少を抑制するよう支援を行う。したがって、事業承継は家族内承継だけで

なく第三者への承継も視野に幅広く支援を行う必要がある。当地域に於いて７０歳

代、８０歳代の事業主（個人事業者）は、調査した１６３人中、７１人で４３.５％を

占める。事業承継の円滑な推進なくしては、１０年後の当地域における商工業の衰退

は明らかであり、「事業引き継ぎセンター」との連携も視野に承継の可能性を最大限

探っていく。当会地域には萩市地域おこし協力隊の配属（現在３名、今後も配属の可

能性あり）もあり、彼らの創業支援を「事業承継」というかたちで５年内に３件実現

する。 

（２）小規模事業者の持続的発展に向けた取り組み 

地域の小規模事業者が持続的経営を可能にするため、外部要因調査として地域経済

動向調査及び需要動向調査の実施、内部要因分析として経営状況分析を行い事業計画

策定及び計画策定後のフォローに生かす。さらに、現状に対処するだけでなく、先を

読み、新たな需要の開拓に寄与する事業にも取り組むことで、持続的発展をより確実

なものとする。 

その一方策として経営革新支援（５年で10件）に力を入れ、その認定を受けている

ことが前提となる各種支援施策（各種融資制度、やまぐち産業振興財団の創業・新事

業支援助成金、ものづくり補助金等）につなげていく。 

また、小規模事業者持続化補助金の積極的な活用についても計画策定支援をする。

さらに、不定期に発生する金融需要についてもスムーズな融資となるように斡旋支 

援をする。 

（３）域外マネー獲得に向けた取り組み 

地域外へ商品を売ることへの対応としては、食品加工業者、第一次産業に密接に関

連する６次産業化・農商工連携・地域資源活用へ取り組む者（取り組もうとする者を

含む）への支援が欠かせない。より高付加価値な商品開発の支援を関係機関との連携

により実施する。また、地域外から来てもらいお金を落としてもらうということへの

対応としては、須佐おもてなし協会との連携や観光事業関連事業所への支援の強化を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress0/index.php?p=169
http://www.ymg-ssz.jp/cms/modules/wordpress0/index.php?p=169
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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 

当会においては、１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】で得た調査結果を

考慮しつつ、２．～６．を有機的に結びつけることで効果的な支援を実現する。 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）本事業の目的・ねらい 

当会地域の小規模事業者は少子高齢化により弱体化の一途をたどっている。当会地

域で最も多い小売業一つをとってみても業態は様々で、商品構成（サービス内容）や

販売形態、商圏等を異にするため、企業規模・業種・業態・商品構成・販売方法等を

個別に把握した上で課題を整理し、職員間で情報共有し職員各自が今後の支援に活用

することで持続的発展に資するように当該事業所の将来性を見極めながらタイムリ

ーな情報提供に努める。 

（２）本計画において取り組む内容 

地域密着型商売をベースとする小規模事業者を対象に各種関係機関が発表するデ

ータ等に基づき、地域の経済動向に資する情報の収集・整理・分析を行う。 

また、小規模企業白書や各成功事例集、山口県の元気な中小企業（経営革新事例）

等を活用し課題解決に資する成功事例につき情報提供する。 

 

【調査手段１】 

狭域的地域経済動向を把握するための景況調査（４半期に一回） 

ア．調査目的 

当会地域内小規模事業者（製造業３、建設業２、小売業４、サービス業６の計  

１５を対象）につき最も身近な当会地区内の景況調査を直近３か月毎に調査するこ

とで地元小規模事業者の置かれている外部環境を把握する。 

イ．調査項目 

① 今期直近３か月の月別売上額 

② 前年同期（３か月）と比較した売上額・客単価・客数・資金繰り・

仕入単価・採算性等について「増加」・「不変」・「減少」の状況 

③ 今期及び将来の設備投資計画の有無 

④ 直面している経営上の問題点 

⑤ 自社が感じる景況感 

ウ．調査方法 

上記調査項目を試算表等数値とヒアリングにて把握する。 

エ．成果活用方法 

当会小規模事業者１５から得た情報は当会地域固有の情報として、また、調査終

了後１０商工会１５０企業を調査対象とした調査結果がまとめられた冊子は県内

商工会地域の景況調査結果として調査手段２、３から得た成果とともに地域内小規

模事業者へ情報提供し、当地域内の状況に基づいた事業展開の資料として活用す
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る。 

     

【調査手段２】 

山口県が発表する月一回の経済動向資料（HP） 

ア．調査目的 

調査手段１（当会地域内情報、他地域県内商工会情報）、３（県内情報）で得た成

果を補足、補充する資料とするため。 

イ．調査項目 

① 消費（大型小売店舗等販売状況・耐久消費財販売状況） 

② 雇用（有効求人倍率・毎月勤労統計調査結果など） 

③ 物価（消費者物価指数・ガソリン灯油価格の動き） 

ウ．調査方法 

山口県総合企画部統計分析課がホームページ上で発表する月毎の「山口県経済の

動向」より当会小規模事業者に必要な上記調査項目をピックアップする。 

エ．成果活用方法 

調査手段２よりピックアップした調査項目は調査手段１（当会地域内情報、他地

域県内商工会情報）、３（県内情報）から得た成果を補足、補充する資料として地域

内小規模事業者へ情報提供し、今後の事業展開の資料として活用する。 

 

【調査手段３】 

一般財団法人山口経済研究所が公表する山口経済月報～県内経済の動き 

ア．調査目的 

調査手段１（当会地域内情報、県内他商工会地域情報）、２（県内情報）で得た成

果を補足、補充する資料とするため。 

イ．調査項目 

① 主要経済指標の動き（企業部門・家計部門・その他） 

② 消費：百貨店・スーパー販売額（衣料品・飲食料品・身の回り品・家庭

用品）、乗用車販売台数、家電量販店販売額、ホームセンター販売額 

③ 建設（公共工事請負金額・新設住宅着工戸数） 

④ 物価（消費者物価指数） 

⑤ 観光（主要観光施設利用者・宿泊者数） 

     ※調査項目が重複する者については割愛した。 

ウ．調査方法 

毎月発刊される冊子より調査手段１（当会地域内情報、県内他商工会地域情報）、

２（県内情報）から得た成果を補足、補充する資料として上記項目を調査整理する。 

エ．成果活用方法 

調査手段３よりピックアップした調査項目は調査手段１（当会地域内情報、他地

域県内商工会情報）、２（県内情報）から得た成果を補足、補充する資料として地域

内小規模事業者へ情報提供し、今後の事業展開の資料として活用する。 

 

 

（３）目  標 
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調査手段１～３により得た成果は、主に決算確定申告時において毎年直接面談する

約１６０事業所を対象に地元地域内情報、県内他商工会地域情報、県内情報を今後の

事業展開の参考になるよう提供するとともに、ホームページにより年に２回程度情報

更新を行い小規模事業者にタイムリーな情報提供を行うことで新たなビジネスチャ

ンスにつながり持続的発展が期待できる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）本事業の目的・ねらい 

当会地域の小規模事業者が持続的発展を図るためには経営状況を正確に把握する 

ことが第一歩である。小規模事業者の多くは正確な会計管理の意識が薄いだけでな

く、自社の持つ優れた技術力や不足している部分、すなわち強みや弱みなども総合的

に分析することで事業者の抱える個々の経営課題を抽出・整理し、経営指導員等の的

確な伴走型支援・助言につなげる。 

（２）本計画において取り組む内容等 

巡回を通して経営分析の必要性を説き、以下の分析手段及びツール、分析・収集

項目を基に、支援対象者の属性に応じた情報を提供する。 

ア．支援対象等 

当会においては創業・第二創業、経営革新、事業承継の円滑な実現を柱に据え

ていることから、経営分析の支援対象者も同様に創業・第二創業、経営革新、事

業承継を必要とする者を中心に掘り起こしをし、以下の活用データをもとに必要

となる項目につき分析・収集する。 

属 性 分析手段及びツール 分析・収集項目 

① 創業・第二

創業を目指

す者 

・各種統計データ（山口県、

萩市のＨＰなど） 

・地域経済動向把握のための

景況調査データ 

・山口県が発表する月一回の

経済動向資料（HP） 

・一般財団法人山口経済研究

所が公表する山口経済月報 

・経営理念 

・業種・業態 

 業種決定後どのような販売

方法を選択するか 

・顧客ニーズと市場の動向 

いつ、どこで、何を、誰

に、いくらで提供できるか 

・競合状況 

・資金調達有無、調達先 

② 経営革新を

目指す者 

・決算書データ 

・各種統計データ（山口県、萩

市のＨＰなど） 

・地域経済動向把握のための景

況調査データ 

・山口県が発表する月一回の経

済動向資料（HP） 

・一般財団法人山口経済研究所

が公表する山口経済月報 

・商品の開発コンセプト 

・新規性 

 既存商品、サービスと差別

化ができるか、特徴に訴求

力があるか 

・顧客ニーズと市場の動向 

いつ、どこで、何を、誰

に、いくらで提供できるか 

・売上推移（5か年計画） 

・キャッシュフロー 

③ 事業承継を

求める者 

・決算書データ 

・各種統計データ（山口県、萩

市のＨＰなど） 

・顧客ニーズと市場の動向 

いつ、どこで、何を、誰

に、いくらで提供できるか 
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・地域経済動向把握のための景

況調査データ 

・山口県が発表する月一回の経

済動向資料（HP） 

・一般財団法人山口経済研究所

が公表する山口経済月報 

・自社商品・ｻｰﾋﾞｽの強み（地

域資源を使っている）、機会 

・自社資産価値 

・顧客情報 

・競合状況 

（３）目  標 

年間で新規１５件（平成２９年度以降）の経営分析を行うとともに、定期的なフォ

ローアップによりＰＤＣＡサイクルを確立する。 

支援内容 現状 30年度 
31年

度 

32年

度 

33年

度 

34年

度 

巡回訪問件数 30 50 60 60 60 60 

新規経営分析事業所数 3 15 15 15 15 15 

   ※巡回訪問件数は経営分析支援に係る目標件数である。 

（４）経営分析結果の活用方法 

経営指導員等の巡回・窓口相談時、エキスパートバンク等専門家派遣事業を活用し、

分析結果に基づき経営改善等の提案を実施するとともに、事業計画策定や事業計画策

定後のフォローアップにも活用する。また、職員間においても分析結果・提案内容を

共有し商工会全体として支援を実施する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）本事業の目的・ねらい 

小規模事業者は、数値の把握の重要性について意識が薄く、具体的な事業計画を 

立てずに、経験と勘に頼って経営している傾向がある。 

 地域経済動向調査、経営状況分析、需要動向調査の結果を踏まえながら、必要に 

応じて関係機関と連携し、小規模事業者の持続的な発展のための事業計画策定支援 

を実施する。 

（２）支援対象 

経営状況分析の支援をした事業者で持続的発展を望む事業者、創業・第二創業、 

あるいは経営革新等上昇志向にある者、事業承継を求める者を対象とする。 

（３）支援手段・手法、支援内容 

 ○持続的発展を望む事業者 
 経営指導員が事業計画策定の重要性・計画策定のプロセス等を説明の上、個別 

面談形式で事業計画策定支援を行う。分析に専門性がある場合は専門家を招聘し、 

経営分析並びにこれを踏まえた経営改善計画を策定する。 

また、決算申告指導時に商工会にて決算指導を受けている者については、最新の 

決算状況を過去数年と比較し、問題点を明らかにしながら改善を図る。 

○創業予定者 

  経営資源に乏しい創業者については、事業計画の策定から実行まで伴走的なサポ 

 ートを行い補完していく。ミラサポ等の活用による専門家を招聘し、顧客ニーズと市

場の動向を 

 正確に把握しながら計画策定を行う。 

 ※資金計画に沿った資金調達支援を行う。 

創業については、①一から事業を立ち上げるケースと②「事業承継で創業を実現 
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する」という事業承継支援との関連で捉えうるケースに分けることができる。 
 ①については、創業希望者とどのようにコンタクトするかという問題もあるが、 
商工会への相談時への具体的な対応としては、日本政策金融公庫刊「創業の手引」、 
山口県信用保証協会刊「創業ガイドブック」、全国商工会連合会刊「商工会のご案 
内」を活用し、創業動機から家族の理解、事業計画の立て方、許認可手続き、税金 
の知識、資金繰りに至るまで時間をかけて丁寧に説明し、関係機関との連携により 
創業実現に向けて支援する。 
 
○第二創業者 
 第３者承継などは経営資源（人・もの・金・情報）を保有する企業を引き継ぐので、

リスクが少ない。当会地域にあっても、業績は悪くないが、後継者不在で廃業を検討

している企業は多い。企業診断を必要とするケースにあっては専門家による実施支援

も行う。 
また、事業承継した企業に向けて、業態転換や新事業・新分野への進出など視点を

変えることの重要性を訴え、関係機関との連携しながら支援案件の発掘を行い、第二

創業の可能性につき一緒に考える。 

   

 ○事業承継を予定する事業者 

   山口県事業引継センターなど専門家と連携した事業引継支援相談を開催し、円滑  

  な事業承継計画となるよう現状の計画見直しを支援する。また、事業継続が困難で 

  あると判断された場合には、ミラサポ等専門家の活用により廃業に向けスムーズな 

  支援をする。 

  また、計画策定が困難な者は、山口県の「事業承継総合支援事業」を活用し、ヒア 

 リングを基にした企業診断書（事業計画）を活用しながら専門家と連携のうえ事業承 

 継支援を実施する。 

 

○経営革新 

  経営革新等上昇志向にある者については、毎年更新される中小企業庁刊「今すぐ 

 やる経営革新」に基づき、経営理念や経営基本方針といった、企業にとって重要な 

 事柄を理解させることから始め、自社の現状理解及び新規性の発掘、地域貢献度等 

 本人の自覚を喚起させ、持続的発展のための経営革新計画策定を支援する。 

  また、やまぐち産業振興財団やミラサポ等を活用した専門家との連携により現状の 

 経営革新計画のブラッシュアップ等について支援する。 
 

（４）事業計画策定目標 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

持続的発展を望む地域事業

者に係る事業計画策定件数 
25 10 10 10 10 10 

創業に係る事業計画策定件

数 
0 1 1 1 1 1 

第二創業に係る事業計画策

定件数 
0 1 1 1 1 1 

事業承継に係る事業計画策

定件数 
0 2 2 2 2 2 

経営革新申請に係る計画策

定件数 
0 1 1 1 1 1 
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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】 

（１）本事業の目的・ねらい 

事業計画に沿った取組を行うためには、計画策定後のフォローアップが重要であ

る。ＰＤＣＡの観点から、定期的なフォローアップ及び経営課題の把握、必要に応じ

て計画の軌道修正等を行い、伴走型での支援を実施する。 

（２）支援内容 

ア．計画の進捗状況を確認するため、１事業所につき４半期に１度を目途に巡回訪問

し、必要な指導・助言を行う。改善の必要があれば、その原因を究明・分析し計画

の見直しについて指導・助言を行う（ただし、頻度は経過が順調な事業者とそうで

ない事業者とでは、後者の支援を手厚くする）。その際、中小企業診断士等専門家を

活用し、実効性のある指導・助言を行う。 

 

○持続的発展を望む事業者 

 主として金融斡旋や記帳指導、決算申告指導等、基礎的支援の継続のほか、事業 

計画に基づき経営が継続できるような切れ目のないフォローに努める。 

 

○創業者 

主としてスタート時の経営状況を注視し、各種相談に応じるほか、資金ショートを

生じないよう各種助成金等を紹介するとともに、㈱日本政策金融公庫や地元金融機関

とも連携しながら４～５年先の安定経営がかなうようにフォローに努める。 

 

○第二創業者 

新事業進出にあっては、本業とのバランスを注視ししながら、事業転換にあっては

資金ショートを生じないよう各種助成金等を紹介するとともに、㈱日本政策金融公庫

や地元金融機関とも連携しながら４～５年先の安定経営がかなうようにフォローに

努める。 

 

○事業承継を予定する事業者 

事業承継計画に基づき、家族内承継、第三者承継それぞれに応じた資産引継ぎ、事

業評価、事業展開等を考慮し、事業が継続されることのみならず、さらなる成長発展

を目的にフォローする。 

 

○経営革新 

新規事業を加えることにより中長期的な将来展望を描けるよう、業績不振にある企

業については経営改善を目的に、販路開拓等を目指す企業については、さらなる成長

発展を目指せるように該当企業の課題に基づいたフォローを実施する。 

 

また、持続的発展あるいは事業拡大の必要性等に伴いケースバイケースで、従来か

らの融資制度である県制度融資、㈱日本政策金融公庫のマル経融資、普通貸付、新規

開業資金、新事業活動促進資金等、地元金融機関の事業者向け一般貸付に加え、平成

２７年度に創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用も視野に円滑な

資金繰りを支援する。 

 

イ．事業計画の遂行にあたり、国、県、市、町の行う支援策等を周知する。 

ウ．商工会内部においては職員業務会議などにおいて情報を共有し、誰でも適切な対
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応を可能とする。 

（３）目  標 

支援対象者 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

持続的発展に係る事業計画策

定事業者フォローアップ回数 
3 40 40 40 40 40 

創業計画策定事業者フォロー

アップ回数 
0 4 4 4 4 4 

第二創業計画策定事業者フォ

ローアップ回数 
0 4 4 4 4 4 

事業承継計画策定事業者フォ

ローアップ回数 
0 8 8 8 8 8 

経営革新計画フォローアップ

回数 
0 4 4 4 4 4 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）本事業の目的・ねらい 

経営資源の乏しい小規模事業者にとって需要動向の把握は困難を極め、ビジネスチ

ャンスを逃しているケースも多い。今回の需要動向調査では、特産品につき一般的な

需要性向を知ることはもちろんであるが、新商品開発・改良に資する情報収集を実施

し現在の市場動向を分析、将来的な市場動向を推測し成長性や持続性につなげるこ

と。 

（２）本事業で取り組む内容 

小規模事業者の販売する商品の需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供

（分析結果を基にした今後の対応）につき支援する。 

ア．調査場所・手段 

旧萩市内よりの阿武町（阿武地域）における「道の駅阿武町」と島根県益田市に

隣接する田万川地域における「ゆとりパーク道の駅」の協力を得て、来場者への消

費性向をヒアリング調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．調査品目  

煮干いりこ等水産加工品、漬物、地酒、果物のジャム等の特産品 

ウ．調査項目 

 
現

状 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

① 道の駅ゆとりパークたまがわ

におけるヒアリング調査 - 1 2 4 4 4 

② 道の駅阿武町におけるヒアリ

ング調査 
- 1 2 4 4 4 

調査品目を特産品に絞り込んだうえで、以下の項目につき聞き取り調査を

実施し、支援対象者にどのようなトレンドがあるのかについても情報提供

する。 

・素材としての分かりやすさ 素材の理解度～素材がなんであるのか 
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エ．支援対象者と提供情報 

情報提供対象者 提供情報 

①食品加工事業者 

・商品の特徴の理解 

・ライバル商品の想定 

・パッケージの評価 

②第一次産業に密接に関連する事業（６次

産業化・農商工連携・地域資源活用等付加価

値を生む取り組み）に取り組んでいる者（取

り組もうとする者を含む） 

・素材としての分かりやすさ 

・味、香り、見た目のきれいさ 

・値ごろ感、買いやすさ 

オ．目   標 

 現状 
30年

度 

31年

度 

32年

度 

33年

度 

34年

度 

情報提供者数 0 6 6 6 6 6 

   ※道の駅に商品を卸している事業所につき情報提供する。 

（３）調査結果の活用方法 

収集した結果を整理し、新商品開発・改良。その際、重要なのは、プロダクトアウ

ト的思考ではなく、「市場の求めるもの」＝「マーケットイン」の視点で支援する。そ

の為、全国の成功事例等を調査し具体的にどのように行えば良いかを個別に指導す

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】 

（１）本事業の目的・ねらい 

当会地域では、隣接の島根県益田市や旧萩市内、山口市への通勤や買い物により、

地域外への消費の流出は大きく、域外マネーの流入は多くない。この状況を改善し、

域外マネーの流入を促すことで所得向上を目指す必要がある。 

（２）考え方・支援対象 

地域の活性化のためには、域外マネーを流入させることが不可欠であるが、地域小

規模事業者の多く（特に小売業）は地元消費者相手の商売であり、域外マネー獲得は

難しい状況にある。 

そこで主に付加価値をつけることのできる食品製造業者を中心に農業者・漁業者に

ついても５．の需要動向調査結果をもとに素材（野菜や果樹・鮮魚を含む農水産物）

・商品の特徴の理解 どのような特徴を持つ商品であるか 

・ライバル商品の想定 消費者が考える類似商品の確認 

・パッケージの評価 

開封のしやすさ、保存のしやすさ、調理時間、

調理の流れ、盛り付け、片付けのしやすさの確

認 

・味、香り、見た目のきれいさ 美味しいか・まずいか、改良希望があるか 

・値ごろ感、買いやすさ 具体的な価格につき意見を求める 
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にひと工夫加工をすることに取り組み所得向上を目指せるように六次、農商工、地域

資源活用等の情報を提供し、新商品開発、改良により地域外にも販路を開拓できるよ

う支援をする。新商品開発等の支援はもちろんであるが、疎かにされがちなパッケー

ジデザイン等外観のイメージアップ等についても支援を行う。さらには観光関連事業

者についても、５．の需要動向調査で収集した情報を周知し、高い付加価値をつけら

れるよう支援をする。上記支援により域外マネーの獲得を目指す。 

また、各種地域イベントの活用により多くの事業者に出店を促し、地域内外のお客

への商品ＰＲと販売促進に繋げていく。 

（３）支援内容  

ア．6次産業化・農商工連携・地域資源活用への支援内容 

素材（鮮魚、果樹を含む農作物）の小売りも可能な小規模事業者により高い付加

価値をつけられるよう支援する。全国商工会連合会が運営するインターネット販売

サイト（ニッポンセレクト.com）への出品の支援を行う。本サイト出品については

出品料が無料、商品撮影（プロの写真家）が無料、物流費が無料、決済代行が無料

と経営資源に乏しい小規模事業者にとってはハードルが低い。出品者は事実上納品

価格の交渉のみであり、どのような単価設定にすればいいかは商工会で支援可能で

ある。また、６つの農事組合法人（平成 28年 2月 28日合併し株式会社となった）

への 6次産業化等付加価値の高い商品開発に有益な情報提供（技術支援や補助金等

支援）を行う。加えて、6 次産業者と商工業者とのマッチングにより付加価値のあ

る新たな商品開発を支援する。 

イ．特産品等加工業者への支援内容 

東京都世田谷で毎年 10月に開催される萩・世田谷幕末維新祭り「萩観光物産展」、

において地域内加工業者の商品をリサーチすることにより、新商品開発・改良に繋

げる。同様に、広島県で年１回（１月）開催される「広島夢プラザ物産展」に当地

域の事業者に参加を促し、試食販売により商品の改良や新商品の開発に繋げてい

く。 

ウ．特産品等に関する商品改良への支援内容 

山口県で 10月に開催される「やまぎんフードフェスタ」に、食べ物に関する新商

品を扱う事業者に参加を促し、バイヤーとの商談会で商品改良のアドバイスを受

け、売れる商品の開発とＰＲ・販路拡大に繋げていく。 

エ．支援結果の周知 

上記３）による支援結果を萩・阿西商工会が開催する「六次産業化・農商工連携

開発商品展示・試食発表会」への参考出品につき毎年２，３事業所の出品を促し、

当会地域で開発された商品を関係機関に周知すると同時に、見た目や試食の感想等

につきアンケート調査を行い、出展事業者へフィードバックすることで現状の評価

を知り、改善等に役立てる。展示会等への出店に際してよりよく商品情報を伝える

ためにポップやチラシにより一目で特徴を把握でき類似品とどこが違うのか瞬時

にアピールできることが重要であるため、事前に商品開発や陳列、チラシ作成の専

門家と連携し、商品をしっかり伝える工夫につき支援する。さらに、出品された事

業者については、後日改めて専門家による改善点の指摘等フォローできる体制も整

備する。 

オ．目  標 

販路開拓（新規顧客獲得）につながることを目標とする。なお、商品特徴（差別

化）、保存のし易さ等ポップの活用等により商品をアピールする。 
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支援項目 支援内容 
現

状 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ニッポンセレ

クト.com 

（通年ネット

販売） 

１事業者当り売

上額金額（万

円） 

- 20 30 30 30 30 

１事業者当り商

談回数 
- 2 2 2 2 2 

萩・世田谷幕

末維新祭「萩

観光物産展」

（年１回２日

間） 

１事業者当り売

上額金額（万

円） 

- 8 8 8 8 8 

１事業者当り商

談回数 
- 1 1 1 1 1 

「ひろしま夢

プラザ物産

展」（年１回

２週間） 

１事業者当り売

上額金額（万

円） 

- 10 10 10 10 10 

１事業者当り商

談回数 
- 1 1 1 1 1 

「やまぎんフ

ードフェス

タ」（年１回

１日） 

バイヤーによる試

食相談会であるた

め売り上げは立た

ない 

- - - - - - 

１事業者当り商

談回数 
- 3 3 3 3 3 

※パッケージデザイン等外観のイメージアップ等地域イベントについては定量的に示す

ことが困難であるため目標としては示せない。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

地域経済の活性化の方策として、地域の高齢化が進む中、若い世代が地元に定着し、

次世代が育つことが地域の継続的発展にとって重要なポイントである。そのため、当会

では、【若者定着】と、【域外マネーの流入】に継続して取り組む。 

 

 【若者定着】 

   当会３地域それぞれにおいて、にぎわい創出による地域活性化の重要性が認識さ

れ、行政をはじめ、地域各種団体他関係機関において地域の一体感を盛り上げるべく、

試行錯誤をしながら取組が継続されている。若者定着率をいかにして向上させるか、

一旦流出した若者をいかにして呼び戻すかが地域全体の重要課題である。 

地元中学生等を巻き込んだ取り組み 

① 須佐地域ふるさと祭り 

祭りを束ねる「須佐ふるさと祭り実行委員会」を構成する萩市須佐総合事務所（行

政）、須佐ふるさとづくり協議会、地域経済団体（商工会・農協・漁協・森林組合）

等が中心となり組織し、音頭をとる。中でも、須佐ふるさとづくり協議会（構成団

体は、行政他各種団体）において協議される今後のふるさとづくりの推進、維持に

つき、若者の定着が最重要課題として地域全体に意識され、課題解消に向けた取組

が継続されている。 

地元中学生等も巻き込んだふるさと祭りであり、実行委員会のメンバーとして地
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元中学生（生徒会から全生徒に声かけ）も運営にかかわっている。スローガン、ゲ

ーム（須佐物知りクイズ等）内容、司会や店舗応援（販売）、テントの片付けまで

中学生等が手伝う。地元の人たちと一緒に汗を流し働いて地域にかかわる充実感を

感じてもらい、職業体験の延長線上で、地元で一緒に生きていく意義を学んでもら

っている。都会に出ても帰ってくるきっかけづくり、郷土愛の意識付けを図る取り

組みである。 

② いかだ大会 

「なご夏まつり日本海イカダ大会実行委員会」は阿武町、教育委員会、地域経済団

体（商工会・農協・漁協・森林組合）等で組織され、音頭をとる。実行委員会は、祭

りを通してふるさとへの思いを深めてもらい、将来的に若者の地元定着を推進した

いとの思いを共有し、若者定着が最重要課題として地域全体に意識され、課題解消に

向けた取組が継続されている。 

当会の阿武地域で夏場、炎天下の中実施するイベントであり、当日に向けて何日も

かけいかだを製作し、順位を競う。メンバーの一致団結が勝敗を左右する。勝っても

負けても充実感を味わえるイベントであり、観客にも感動を与える。いかだ製作は、

実行委員会メンバーが訪問し、生徒に直接指導する。主だった団体が参加するイベン

トであり、団体各々に、また個々人にも強い絆が生まれる。中学生にとっても地域に

親しむいい機会となっている。 

③ 職場体験学習 

当会３地域の中学校において実施されている行事。毎年、中学２年生が職場体験を

通して、仕事に触れ、地域に触れる重要な機会である。協議会等の組織はないが、受

け入れ先企業の若者定着への意識共有は強く、協力的である。当会は、学校側と連絡

調整し、職場体験受け入れ先企業を紹介している。地元にはどのような企業があるの

か、地元でどのような役割を果たしているのか、仕事の内容はどのようなものなのか

等々を知ってもらう機会であり、生徒にとっても校外での貴重な社会経験の場とな

っている。 

 

・今後の取り組み内容（方針） 

 【域外マネーの流入】 

   当会地域においては、少子高齢化・人口減少により購買力・消費力が低迷・減少傾

向にある。地元住民の購買力・消費力の回復への取組も必要であるが、地域をどのよ

うにしてブランド化し、地域外からの購買力・消費力を獲得するかが大きな課題とな

っている。 

  ［首都圏に向けた取組］ 

特産品の販路拡大、観光客誘致を図るため、首都圏への効果的 PRが課題である。

「萩阿武経済活性化推進会議」（萩・阿西商工会、萩阿武商工会、津和野商工会、萩

商工会議所で構成）において、地域経済活性化の一方策として、首都圏への地元特

産品等の PRによる域外マネー流入の必要性が強く意識共有されている。 

当会も組織の一員として参加する「萩・世田谷幕末維新祭り」（世田谷区の松陰神

社商店街との連携によるイベント）がある（萩商工会議所が事務局）。「地域総合活

性化事業（地域資源活用事業）」（県事業）を活用し、展開するもの。今年で 26回を

数える。出店者（商品）は萩市全域を網羅し、萩圏域等地元特産品等を首都圏へ PR

する取り組みを支援している。2 日間の来場者数 5 万人強。県、萩市、阿武町、萩

圏域全商工関係団体、島根県津和野町商工会が連携する事業。 

この機会を利用して「(一社)須佐おもてなし協会」が力を入れる優美な景観を漁

船で堪能する「須佐湾観光遊覧船」や地域産業資源である「男命イカ」その他特産
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品を PRする。 

[地元施設を利用した継続的取組] 

    当会地域には地域外からのお客様の来店を目的とした施設が３つある。それら施

設をより充実させることで、年間通して域外マネーを継続的に流入させることが今

後の地域経済の活性化にとっての重要課題である。 

① 道の駅阿武町（第 3セクター方式：阿武町、商工会、漁協、農協、森林組合で

組織する）にあっては、老朽化による売上不振回復のために 2年前に全面的に

施設をリニューアルした。萩市中心部に近く、萩への観光客をも取り込める。

商工会からも取締役が就任しており、取締役会、株主総会の依頼を受け、労働

保険業務の代行や社員教育等専門家派遣事業を活用し、支援に係っている。 

運営会社㈱あぶクリエイション（阿武町、商工会、漁協、農協、森林組合で組

織）が、地域活性化につき意識共有の場となっており、年数回の協議会がもた

れている。 

② 道の駅ゆとりパークたまがわ（第 3セクター方式：萩市、商工会、漁協、農協、

森林組合で組織する）においても、老朽化による売上減少を打開するため、年

末のリニューアルオープンに向け工事中である。島根県境に位置し、島根県益

田市からの来場者を中心に集客できる施設である。商工会からも取締役が就任

しており、取締役会、株主総会の依頼を受け、労働保険業務の代行や社員教育、

店舗レイアウト等専門家派遣事業を活用し、支援に係っている。 

運営会社㈱たまがわ（萩市、商工会、漁協、農協、森林組合で組織）が、地域

活性化につき意識共有の場となっており、年数回の協議会がもたれている。 

③ 須佐ふれあいステーション（地域商工業者や一般住民等多数で構成する（一社）

須佐おもてなし協会が運営）は駅舎内にあり、地域特産品や観光情報の発信基

地でもある。また、地域活性化のための協議会も年数回もたれ、意識共有され

ている。商工会は会計業務の代行、労働保険業務の代行等支援に携わっている。 

    道の駅２つのリニューアルは地域の疲弊を防ぐため、構成団体や地域住民の危機

感の表れである。須佐ふれあいステーションにあっても、集客効果を上げるために

施設の在り方につき検討が必要とされている。 

商工会も他の構成団体等と連携をとり、施設が継続して域外マネー獲得と賑わい

の場であり続けられるよう協力していく。 

[地元ストリートで展開する取組] 

少子高齢化による急速な人口減少により、地域はさびれ、もう何年も賑わいが途

絶えたままの状況にあった。そのため、地域を想う人と人とのつながりや郷土への

愛着を育む土壌を再整備し、同時に近隣マネーの循環を促すことで地域活性化を図

ることが課題となっていた。 

「手作り市場ストリート」（手芸品等小物やカバン、お弁当、パン、ケーキなどの

軽食、ファーストフード、自家焙煎コーヒー、野菜、地元特産品などの展示販売）

は、一商店が中心となり立ち上げたもので、実行委員会は地元出店者を中心に組織

している。地元小学校、中学校の協力により、生徒の絵や習字が通りに面する民家

や店舗に掲示され、コミュニティー活性化の一つの方策を示している。 

商工会は、立ち上げ前より相談に応じ、他地域で展開されている類似の取り組み

状況の紹介や専門家導入によるアドバイス、また、山口県中小企業団体中央会とも

連携し、組合等組織化についての情報提供やチラシ作成支援も継続してきた。その

結果、出店者はいずれも小規模ながら 40を超えるときもあり、毎回多くの来場者が

あり、今ではすっかり定着したイベントとして地元はもとより近隣においても認知

され、好評を博している。今後もこのイベントの継続実施を支援する。 
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運営組織である手作り市場実行委員会において、地域活性化のための協議会が開

催されているが、必要に応じて、商工会、行政等の意見も聞きながら運営されてい

る。 

   

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）近隣商工会等との情報交換 

萩市内の萩阿武商工会、萩・阿西商工会、萩商工会議所の経営指導員による情報交

換、研修の場である「萩阿武経営指導員研修会」へ参加し、萩市全域の経済及び事業

所の動向情報の把握、及び各商工会及び会議所との連携事業を模索することも可能に

なる。また、研修会で得た情報は当会経営指導員会議や職員会議に報告し情報の共有

を図る。（年１回）。 

（２）税務、金融、労務等の情報交換 

① 萩税務署が主催する「税務指導者研修会」に参加し、職員全員が適正な税務指導

を可能とする。また、商工会の顧問税理士と連携を図り、職員において対応に苦慮

する案件の円滑な支援を行う。（年１、２回）。 

② 日本政策金融公庫が主催する「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」において、各

地域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換、情報共有を図る（年１回）。 

また、地元金融機関（山口銀行江崎支店、同阿武支店、萩山口信用金庫奈古支店）

と連携し、経営状況の厳しい小規模事業者にあっても各種融資の活用可能性につい

て情報交換を行う（年２回）。 

③ 労働保険事務組合の研修に参加し、新しい情報を習得するとともに県内全域から

集まる事務組合担当者等と実務に関係する情報交換を行う。（年２回）。 

（３）行政等との情報交換 

平成２７年９月現在、当会の所属する萩市及び阿武町において、地方創成の一環と

して地域の特性を踏まえた住民に身近な施策の検討等を幅広く行うため、地域経済 4

団体と地域を活性化する団体等の代表者で構成する「萩市総合戦略田万川地域懇話

会」、「同須佐地域懇話会」、「阿武町地方創成推進会議」が組織されているところで、

情報交換の場として有効に活用し行政との連携を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

当商工会は、合併当初から、３地区に一人ずつの担当経営指導員を割り振っているが、

勤務体制は本所への集中体制とし、日頃より情報交換に努めている。また、小規模事業

者への持続的発展を効果的・効率的に支援するための職員間における情報共有体制を以

下のとおり行う。 

① 経営指導員だけでなく、補助員・記帳専任職員等も基本的な経営支援業務に従事

できるよう、山口県商工会連合会が主催する研修会や各種セミナー等へ出席し、得

たスキルを原則毎月１回実施する職員業務連絡会議にて報告し、今後の業務に活用

できるように共有体制を行う。 

② 本所、支所間はファイルサーバーで情報共有を行い、各自が記録する業務日誌に

より巡回・窓口における業務内容を職員間で把握することが可能となっている。併

せて、不明な点については、気軽に直接担当した職員に詳細を聞ける環境を整備す

るなど、個人が事業所を支援するのではなく組織として支援を行うことしている。 

③ 情報は本所に収集する傾向が強いため、本所において開催する月１回の職員業務
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連絡会議だけではタイムリーな情報共有とならないことも懸念されるため、毎日の

朝礼において報告される事項について、すぐに情報共有の必要があるものについて

は、２つの支所を主に経営指導員が必要に応じて情報共有のため巡回する体制を強

化する。 

④ 経験の浅い職員の資質向上のため地元をよく知るベテラン職員によるＯＪＴに

よる研修を行い、若手職員と経営指導員とチームで支援すること等を通じて、指導・

助言能力、情報収集方法を学びスキルアップを行う。 

ベテラン職員が若手職員を伴って巡回訪問することも既に実践している。新人や

経験年数の浅い職員については経営指導員等ベテラン職員のマンツーマンによる

現場指導を実施する。また、職種を問わず不足する能力を補う方法としては、担当

職員が専門家と事業者支援に当たる時に同席させスキルアップにつなげる。 

⑤ 今までは習得した支援スキルを伝えるという意識に乏しかったことを反省し、今

後多くのベテラン職員の退職を控え世代交代が叫ばれている中においては、急いで

確実に情報共有するために、支援項目ごとに多くの支援手法があるが、特によく使

う支援手法とその使用にあたっての気づきに限定してベテラン指導員による支援

手法のテキスト化を図る。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度１回、本計画の実施状況及び成果につき、以下の方法で評価・検証を実施する。 

（１）事務局内での評価・見直し 

毎月開催する職員業務連絡会議において、事業の実施状況、目標達成度や実施上の

問題点の確認、事業実施方法の見直しを検討する。 

（２）理事会への報告と評価・見直し 

理事会へ事業実施状況、目標達成度を報告するとともに、理事会からの意見を事業

評価委員会へ報告する。 

（３）事業評価委員会による評価 

萩市、阿武町、萩阿武商工会役員、中小企業診断士等の有識者により事業評価委員

会を組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直し等につき検討する。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果については、総代会へ報告し、承認を受ける。 

（５）事業の成果・評価・見直しの結果を萩阿武商工会の総代会資料や会報、また、ホー

ムページで計画期間中公表する。 
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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  
 

・事務局（９名） 

役職等 職種 氏 名 経営発達支援事業担当業務 

本  所 
経営指導員 益成 主 統括責任者 

補 助 員 西村考史 事業経理事務 

田万川支所 

経営指導員 伊藤弥寿江 経営力強化支援全般 

補 助 員 (兼) 西村考史 経営力強化支援全般補佐 

記帳指導職員 岩田 雅美 
経営力強化支援（経営分析

等） 

須佐支所 

経営指導員 益成  主 経営力強化支援全般 

補 助 員 坪島はるみ 経営力強化支援全般補佐 

記帳指導員 澄岡由紀江 
経営力強化支援（経営分析

等） 

阿武支所 

経営指導員  山永修平 経営力強化支援全般 

記帳専任職員 山徳健太郎 
経営力強化支援（経営分析

等） 

記帳指導員 中家 和枝 
経営力強化支援（経営分析

等） 

 

 

・連絡先 
 

   萩阿武商工会【本所】 

  ７５９-３１１２ 山口県萩市下田万１１９４-１ 

・TEL ０８３８７-２-０２１３ 

   ・FAX ０８３８７-２-１５６８ 

   ・http://hagiabu-s.com/index.html 
 

【須佐支所】 

   ７５９-３４１１ 山口県萩市須佐４９８１-１５ 

   ・TEL ０８３８７-６-２４３７ 

   ・FAX ０８３８７-６-３６７３ 
       

【阿武支所】 

   ７５９-３６２２ 山口県阿武郡阿武町奈古２５９３-３ 

   ・TEL ０８３８８-２-２１０５ 

   ・FAX ０８３８７-２-３２４４ 

 

 

 

 

 

http://hagiabu-s.com/index.html
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 

小規模企業対

策事業費 

・調査費 

・専門員謝金 

・HP更新費用 

・会議費等 

・研修費用 

 

 

 

400 

800    

100 

 100

 100 

 

 

 400 

800    

100 

100 

 100 

 

 

 400 

800    

100 

100 

 100 

 

 

 400 

800    

100 

100 

100 

 

 

 400 

800    

100 

100 

 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・県及び市、町補助金収入のほか本事業実施にあたり活用可能な委託事業費等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

（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．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

連携内容：経済動向情報、地域産業実態情報、分析情報等提供 

連 携 先：萩市、阿武町、㈱日本政策金融公庫、山口県中小企業団体中央会、山

口銀行江崎支店、阿武支店、萩山口信用金庫奈古支店 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

連携内容：上記１．地域の経済動向調査を踏まえた経営状況の分析 

連 携 先：中小企業診断士、商工会顧問税理士等専門家 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

連携内容：作成過程における連絡調整、助言等 

連 携 先：独立行政法人中小企業基盤整備機構中国支部、中小企業診断士、女性

創業応援やまぐち株式会社、商工会顧問税理士等専門家 



２１ 
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

連携内容：計画策定後の実施については、特に計画通りに進まない場合、軌道修

正等実施支援 

連 携 先：中小企業診断士、商工会顧問税理士等専門家、山口県よろず支援拠点 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

連携内容：市場動向情報、分析情報提供 

連 携 先：萩市、阿武町、㈱日本政策金融公庫、山口銀行江崎支店・阿武支店、

萩山口信用金庫奈古支店、（一社）須佐おもてなし協会、山口県商工

会連合会 

 

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】 

連携内容：加工品等新商品開発、需要開拓、販路開拓支援 

連 携 先：地方独立行政法人山口県産業技術センター、やまぐち６次産業化サポ

ートセンター、道の駅ゆとりパークたまがわ、道の駅阿武町 

 

連携者及びその役割 

 

１．萩市 

代表者 安達義和 

住所 山口県萩市江向５１０ 

電話 ０８３８-２５-３１３１ 

役割 ・各種施策情報交換 

 

２．阿武町 

代表者 野原 淳 
住所 山口県阿武郡阿武町奈古２６３６ 

電話 ０８３８８-２-３１１０ 

役割 ・各種施策情報交換 

 

３．㈱日本政策金融公庫山口支店 

代表者 田所誠治 

住所 山口県山口市熊野町１-１０ 

電話 ０８３９-２２-３６６０ 

役割 ・小規模事業者融資制度に係る情報交換  

・小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

 

４．独立行政法人中小企業基盤整備機構中国支部 

  代表者 松村清隆  

住所 広島県広島市中区草津新町１－２１－５ 

  電話 ０８２－５０２－６６８８ 

  役割 ・小規模事業者融資制度に係る情報交換 

     ・小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

 

５．山口県中小企業団体中央会 
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代表者 和田卓也 

住所 山口県山口市中央４-５-１６ 

電話 ０８３９-２２-２６０６ 

役割 ・各種支援事業の情報交換 

・小規模事業者の連携・組織化 

   ・企業間連携（マッチング） 

 

６．㈱山口銀行江崎支店 

代表者 池永明範 
住所 山口県萩市江崎３９６-５ 

電話 ０８３８７-２-０３１６ 

役割 ・地域情報交換  

・小規模事業者への各種融資推進等 

 

７．㈱山口銀行阿武支店 

代表者 友永周一 
住所 山口県阿武郡阿武町奈古２８５９-１ 

電話 ０８３８８-２-３１２１ 

役割 ・地域情報交換 

情報 ・小規模事業者への各種融資推進等 

 

８．萩山口信用金庫奈古支店 

代表者 竹本和行 
住所 山口県阿武郡阿武町奈古２３１１-１３ 

電話 ０８３８８-２-３０２８ 

役割 ・地域情報交換 

   ・小規模事業者への各種融資推進等 

 

９.道の駅ゆとりパークたまがわ 

  代表者 藤道健二 

住所 山口県萩市下田万２８４９-１  

  電話 ０８３８７-２-１１５０ 

  役割 ・販路開拓支援 

 

１０.道の駅阿武町 

  代表者 中野貴夫 

住所 山口県阿武郡阿武町２２４９ 

  電話 ０８３８８-２-０３５５ 

  役割 ・販路開拓支援 

 

１１.やまぐち６次産業化・農商工連携サポートセンター 

  代表者 堀 信雄 

住所 山口県山口市葵２-５-６９ 

  電話 ０８３９-０２-６６９６ 

  役割 六次産業化等情報提供 
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１２.山口県よろず支援拠点 

  代表者 藤井良幸 

住所 山口県山口市熊野町１-１０NPYビル１０階 

  電話 ０８３９-２２-３７００ 

  役割 ・各種支援事業の指導及び助言 

 

 

１３．地方独立行政法人山口県産業技術センター 

  代表者 木村悦博  

住所 山口県宇部市あすとぴあ４－１－１ 

  電話 ０８３６-５３-５０５０ 

  役割 商品開発・改良等指導助言 

 

１４．女性創業応援やまぐち株式会社 

  代表者 杉山敏美 

  住所 山口県山口市熊野町１－１０ ＮＰＹビル１０階 

     公益財団法人 山口産業振興財団内 

  電話 ０８３９－３３－６１７７ 

  役割 女性創業者の支援 

 

１５.(一社)須佐おもてなし協会 

  代表者 山本隆志 

住所 山口県萩市須佐４５７０-５ 

  電話 ０８３８７-６-２２１９ 

  役割 ・観光情報交換 

 

 

連携体制図等 
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