
経営発達支援計画の概要 

実施者名 美 祢 市 商 工 会 
実施期間 平成 27年 4月 1日 ～ 平成 32年 3月 31日 

目  標 

本会では世界に誇る次世代に継承すべき地域資源を基盤とした観光関連産業の振興を

中心として、下記の支援計画(テーマ)を掲げて事業を推進し、本市交流人口の増加を目指
し、地域経済全体の活性化へと繋げていくことを目標とする。 
★経営発達支援計画（テーマ） 

①地域経済・需要動向の調査及び経営分析による課題・問題点の改善支援 
②小規模事業者の持続的発展を支援するための事業計画策定支援とフォローアップ 
③新たな事業の掘り起しを行うための起業支援、新分野への進出支援 
④小規模事業者の持続的発展を目指した事業承継・後継者育成支援 
⑤美祢ブランド「ミネコレクション」の商品開発、販路開拓支援 
⑥地場産業（大理石産業）の再興を目指した商品開発、販路開拓支援 
⑦地域イベントを活用した観光・地場産業、美祢ブランド・特産品等の情報発信 
⑧「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした着地型観光ルートの確立 
⑨観光関連産業の振興支援及び海外（台湾等）との観光交流・経済交流の支援 
⑩他の支援機関との情報交換、職員の資質向上を図る 

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 
県・各機関等の調査データと独自調査を取り入れた中小企業景況調査を分析し、地

域経済動向を把握する。商工会ホームページからもデータ収集を可能にし、分析結果

を掲載し、小規模事業者へ周知する。 
2．経営状況の分析に関すること 
定量分析・定性分析を行い、小規模事業者の経営上の問題点・課題を洗い出し、改

善策の検討に取り組み、改善プランを提案する。 
3．事業計画の策定支援に関すること 
事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向及び経営状況を分析し、需要動

向を踏まえ、事業計画策定の支援を行い、伴走型の指導・助言を行う。 
4．事業計画策定後の実施支援に関すること 
対象事業所に対しては巡回指導を中心に専門家派遣制度や個別相談会により、定期

的なフォローアップを行い、現状把握及び今後の対応等を検討し、事業の持続的発展

に繋げていく。 
5．需要動向調査に関すること 
観光関連産業においては、観光ツアー客等へアンケート調査を行い、観光ルート確

立へ役立てる。また、地場産業である大理石製品については新たな商品を生み出すた

めに県内大学生にニーズ調査を実施し、商品の開発に繋げていく。 
6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
国内外における地域ブランド等の商談会における認知度向上・販路拡大と大理石製

品の新商品開発・販路拡大を図る。また、情報発信ツールとして本会ホームページを

再構築し、ITセミナー等を通じて小規模事業者にソーシャルメディアの活用等につい
て周知を促す。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
観光・産業に関してのニーズ調査の実施、「美祢地域経済活性化委員会」を設置して

着地型観光ルートの確立を目指すとともに、イベント等を活用して地域の地場産業や

地域ブランド・特産品等の PR活動等を行い、地域活性化へ繋げる。 

連 絡 先 

○本  所／山口県美祢市大嶺町東分 320‐3  TEL：0837‐52‐0434(担当：上利憲生)
http://www.mine-ouen.net/    e-mail(代表)：mineshi@yamaguchi-shokokai.or.jp 

・美祢支所／山口県美祢市大嶺町東分 320‐3  TEL：0837‐52‐0434(担当：川本恭子)
・秋芳支所／山口県美祢市秋芳町秋吉 5045‐2 TEL：0837‐63‐0077(担当：河野正朗)
・美東支所／山口県美東町大田 6062        TEL：08396‐2‐0108(担当：毛利山卓秀)
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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 
 
美祢市(みねし)は山口県西部のほぼ中央に位置し、総面積は 472.7ｋ㎡で周囲を山々で囲

まれた中山間地域であり、合併前の 3地域（美祢・秋芳・美東）に大きく区分けすること
ができる。その中で秋芳・美東地域には、全国的に知名度の高い国定公園のカルスト台地

「秋吉台」、特別天然記念物に指定されている「秋芳洞(あきよしどう)」という観光地を有
しており、豊かな自然環境や観光資源に恵まれた地域である。年間に市内を訪れる観光客

数全体の約 7 割が県外からの観光客で、その約 5～6 割がこの観光地で占められているこ
とから、本市にとっては貴重な観光資源となっている。 
 しかしながら、秋芳洞を訪れる観光客も昭和 50 年の約 200 万人をピークに近年では約
55万人前後まで減少しており、その内の 9割以上が日帰り客であるため、観光地周辺の観
光関連事業所にとっては売上低下の大きな要因となり、今後の経営において深刻な問題と

なっている。 
 市内の人口については、平成 20年の合併当初の約 30,000人から平成 27年 8月には約
26,300人まで減少している。中でも年少人口率(15歳以下)が 11.4％から 9.7％へ減少し、
逆に高齢化率(65歳以上)は 32.3％から 37.7％へ上昇と少子高齢化が進行している。 
産業動向では、第 1次・第 2次産業の就業者が減少する中、第 3次産業の就業者は近年
増加傾向にある。国・県の構成比と比較すると農業の構成比は最も大きく、本市の基幹産

業であることから、美祢市では「6 次産業振興推進室」を設置し、施策を強化しておりこ
れからの発展に期待を寄せている。また、地場産業のひとつでもある「大理石産業」につ

いても海外との価格差、消費者ニーズの多様化等により伸び悩み状態にあるが、新たな商

品開発を行うことにより新市場を開拓する余地はある。商工業全体においては経営者の高

齢化や後継者不足による廃業により事業所数が減少し、空き店舗が目立つようになってい

る。その反面、近年では大手小売チェーン店が続々と出店し、市内の小規模事業者の経営

環境は非常に厳しい状況におかれている。 
このような環境下において、本市では合併後、「美祢市総合計画」を策定して、産業と観

光交流を柱とした「～観光立市～交流拠点都市」を目指した取り組みを行っている。その

中で特に「国際交流の推進」、「6 次産業化の推進」、「ジオパーク活動の推進」の 3 つの重
点プロジェクトをトリプルエンジンとして位置づけ、地域経済の活性化を図っている。平

成 24 年 7 月に市単独で台湾との観光交流・経済交流を目的とした「美祢市台北観光・交
流事務所」の開設、平成 25年度には地域ブランド「Mine Collection：ミネコレクション(＊
1)」の認定の導入、そして平成 27年 9月には地域資源を活用した「Mine秋吉台ジオパー
ク(＊2)」が県内初の日本ジオパークの認定に至っている。 

(＊1) ミネコレクション＝美祢市の知名度向上、地域活性化を図るため地域資源を活用した市内特産品のうち、特に

優れたものとして市が認定した商品のこと（H27年 4月現在：15団体 35商品が認定）

(＊2) Mine秋吉台ジオパーク＝地域資源を知り、その価値を理解し保全することで教育活動や地域振興に活用し、 

地域活性化へ繋げる取り組み 

上記のような地域の現状・課題を踏まえて、本商工会では中・長期的な今後の取組みと

して、経営改善の基礎データとなりうる国・県等の様々なデータをもとに、巡回指導等で

地域の現場で経営を続けている小規模事業者から「生の声（意見）」を入手し、それらを比

較・検討することで既存データや統計数値からでは見えてこない地域小規模事業者の経営

に影響を及ぼす課題や問題点等を導き出すとともに、地域の実情にあった経営改善や事業

計画の策定支援へ反映させ、適切な指導・助言を行うことで個々の小規模事業者の経営状
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態の底上げを図っていく。 
また、成長が期待できる観光関連産業、地場産業の再興及びそれに関連する小規模事業

者の経営支援も継続的に行い、「地域に密着した中心的経営支援機関・経済団体」として、

山口県・美祢市、その他関係支援機関と連携を図るとともに、民間企業や地域住民も巻き

込んで地域全体で観光振興に取り組んでいく。 
特に、観光地の中心的な役割を担っている「秋吉台・秋芳洞」周辺の商店街の賑わいを

取り戻し、地域経済の活性化を図るためには個店の経営力強化と商店街の魅力度向上は不

可欠であることから、「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした「着地型観光」の確立と 6次
産業・農商工連携を活用した地域ブランド・特産品・地場産業の知名度向上、新商品開発・

販路開拓等を継続的に支援していく。 
以上のことから、本会では世界に誇る次世代に継承すべき地域資源を基盤とした観光関

連産業の振興を中心として、下記の支援計画（テーマ）を掲げて事業を推進する。 
中・長期的には小規模事業者が日々変化する経済動向・地域の環境や消費者ニーズ等を

的確に捉え、臨機応変に対応ができる経営力を身につけ持続的に発展し続けるよう指導・

助言を行い、本市交流人口の増加を目指し、地域経済全体の活性化へと繋げていく。 
★経営発達支援計画（テーマ） 
①地域経済・需要動向の調査及び経営分析による課題・問題点の改善支援 
②小規模事業者の持続的発展を支援するための事業計画策定支援とフォローアップ 
③新たな事業の掘り起しを行うための起業支援、新分野への進出支援 
④小規模事業者の持続的発展を目指した事業承継・後継者育成支援 
⑤美祢ブランド「ミネコレクション」の商品開発、販路開拓支援 
⑥地場産業（大理石産業）の再興を目指した商品開発、販路開拓支援 
⑦地域イベントを活用した観光・地場産業、美祢ブランド・特産品等の情報発信 
⑧「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした着地型観光ルートの確立 
⑨観光関連産業の振興支援及び海外（台湾等）との観光交流・経済交流の支援 
⑩他の支援機関との情報交換、職員の資質向上を図る 

（参考）      

項   目 H20年度 H25年度 増 減 
人 口（美祢市報） 29,175 26,890 ▲2,285
小規模事業者数（経済センサス） 964 957 ▲7
美祢市商工会 会員数（商工会調査） 771 664 ▲107
秋芳洞入洞者数（市調査） 620,479 523,996 ▲96,483

・美祢市商工会 会員の小規模事業者の業種別内訳        (H26年度商工会実態調査)

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店 宿泊業 娯楽業 サービス業 その他 合計 
101 74 23 167 59 7 6 87 41 565

 

山口県美祢市 
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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 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日） 
 
（2）経営発達支援事業の内容 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
1．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
現在、県内の経済動向について、県・各機関の各種調査による様々なデータ（景気

動向指数・経済指標等）が存在しているが、大半の小規模事業者はそうした貴重な調

査データを自ら入手し、有効活用できていない状況にある。こうしたことから地域経

済動向を調査・分析して、小規模事業者が置かれている現状や業種別の内部・外部環

境を整理し、地域経済状況を把握して経営計画の策定等に活用する。 
また、より多くのデータを集め、現状把握の精度を上げるために現在、実施してい

る中小企業景況調査同様の調査項目をホームページ上に掲載し、非会員・対象企業以

外でも回答できる仕組みを整備する。 
（事業内容） 
（1）現在、会員事業所を対象に中小企業景況調査（15企業）を実施しているが、そ
の結果を有効活用できていない状況にあり、より精度の高い地域経済動向を把握す

るため、調査対象企業数を増やし、独自調査を取り入れることで現実に近いデータ

を収集・蓄積していく。 
また、ホームページ上にも同様の景況調査項目・独自調査項目を掲載し、非会員・

調査対象企業以外の小規模事業者からも回答できるように商工会ホームページの再

構築を行い、巡回指導時等にもタブレット端末を活用した聞き取りによる情報収集

に取り組む。こうして得たデータは小規模事業者へホームページ上で情報提供する

とともに、商工会サーバに業種・事業所ごとに蓄積し、全職員が中期的な支援・指

導を行っていく際に活用する。 
（2）市内金融機関（㈱山口銀行・㈱西京銀行・西中国信用金庫）と連携して、蓄積し
たデータをもとに地域経済動向や対象事業所の状況等について情報交換会（年1回）
を開催し、金融支援を行う際の参考材料として活用する。 

（3）上記（1）調査以外にも毎月発行されている「県勢やまぐち（県統計分析課）」、
「やまぐち経済月報（山口経済研究所）」、「小規模企業白書」、「中小企業白書」等、

各種発行誌を活用して、県内及び全国の消費・雇用・物価等の動向について把握し、

経営に役立てるための情報を提供する。 
（目標）上記（1）～（3）で収集したデータは商工会サーバに業種・事業所ごとに蓄積し、

経営計画の策定・融資申込書類の作成等を含む中期的な支援・指導を行う際、全職

員が活用していく。            （4半期ごとに実施／年 4回） 

 
実施年度 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

調査回数 4 4 4 4 4 4 

既
存
調
査
件
数 

製 造 業 3 3 3 3 3 3 
建 設 業 3 3 3 3 3 3 
小 売 業 4 4 4 4 4 4 
サービス業 5 5 5 5 5 5 
合  計 15 15 15 15 15 15 
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実施年度 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

調査回数 （未実施） 1 4 4 4 4 

新
規
件
数 

HP・ 
聞き取り 
調査 

（未実施） 10 45 50 55 60 

 ◆景況調査時期に合わせて実施する独自調査項目 
①市内及び近隣の景況感について 
②市内及び近隣の同業他社の状況について 
③借入金の状況（借入先・借入額・残高・金融機関の対応・今後の予定） 
④経営上の問題点・悩み 
⑤商工会への要望等 

  
項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

市内金融機関との意見交換会 （未実施） 1 1 1 1 1 

 
2．経営状況の分析に関すること【指針①】 
比較的多くの小規模事業者は単年度の経営についての意識はあるが、中・長期的な

自社の経営状況の推移を比較・検討し、その分析結果に応じた対応策を講じている事

業者は少ない。そうした小規模事業者に対して、本来、経営を行っていくうえで大切

な自社の経営の実態把握を重要視するよう経営指導員を中心として巡回・窓口相談等

を通じて、経営に対する意識の改革を促し、経営の改善策を提案していく。 
その中で専門的な課題や解決困難な案件については、山口県商工会連合会・地域金

融機関及び関係機関等と連携して、小規模事業者の抱える経営上の悩み・課題につい

て迅速な対応・解決ができる細やかな支援を行う。 
（事業内容） 
（1）計画的な巡回訪問や相談業務時に、経営分析が必要である小規模事業者を抽出す
る。そうした事業者に対してネット de 記帳の機能を活用した財務分析を行い、各
経営指標が、収益性・効率性・生産性・安全性・成長性等のどれに関連するのかを

認識し、個々の事業所における財務力を定量的に分析し、把握する。 
（2）上記（1）で行った財務分析結果を国内同業他社の豊富な財務データを有する㈱
日本政策金融公庫や(独法)中小企業基盤整備機構の経営診断システムの経営指標
（分析値・平均値）と比較し、より精度の高い同業種の経営指標と比較することに

より自社の数値がどのようなレベルにあるのかを認識する。 
また、数値の良し悪しを認識することにとどまらず、経営状況にあてはめ、数値

の具体的な原因を探っていき、事業所によって異なる原因を特定することで、改善

策の検討に繋げる。 
  （3）上記（1）・（2）で定量分析を行うとともに、定性分析として内部・外部環境分

析を行う。内部環境分析としては、代表者のヒヤリングを中心に製品力・営業力・

生産力・組織力・人事（労務）等について、数値では見えてこない内部要因の情報

を引き出し、分析する。外部環境分析としては、1．地域の経済動向調査と 5．需
要動向調査の分析結果を利用することで、政治的・経済的・社会的・業界等の外部

要因が事業所にどのような影響を与えているかを把握する。 
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また、SWOT分析・ポジショニング分析により、事業所の力量を整理・分析し、
何を強化し、どのような弱みを克服するのか課題を見つけるとともに他社との競争

上の位置づけをどこに置くのかを明らかにする。 
（目標）定量分析・定性分析を行い、その結果から事業所の問題点・課題を明確に洗い出

し、経営改善が必要とされる事業所に対しては、専門知識を有する中小企業診断士

等の専門家と連携することで改善策の検討に取り組み、PDCAサイクルを取り入れ、
小規模事業者が確実に実行できる改善プランを提案いていく。 
項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

巡回訪問件数 120 180 180 200 200 230 

経営分析件数 100 110 110 110 110 110 
 

3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
地域の小規模事業者は売上低下等の経営上の問題点を抱え、事業計画策定の必要性

を認識していながらもその計画策定に至っていない状況にあることから、個々の具体

的な経営課題を抽出・解決し、持続的発展を図るため、上記 1．地域の経済動向調査、
2．経営状況の分析及び 5．需要動向調査を踏まえたうえで事業計画策定支援を行い、
市・中小企業診断士等の専門家・地域金融機関・山口県商工会連合会等と連携し、伴

走型の指導・助言を行う。 
（事業内容） 
（1）税務相談や巡回指導時や事業計画策定等に関するセミナー（全 3回コース）及び

個別相談会の開催の際に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。

（2）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談・持続化補助金・ものづくり
補助金等の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

（3）創業予定者の経営上必要となる知識向上を図るための創業塾（全 3 回コース）
を開催し、創業計画書の策定支援を行うとともに、従来の POS レジと比べ導入コ
ストが掛からず、売上集計・売上分析・顧客管理・商品管理等の機能を搭載してい

る、全国商工会連合会提供の「ネット de POSレジシステム」について利用の提案・
事例紹介等を行い、創業時の経費削減及び心理的な不安の解消により安定的な経営

へ導く。 
（4）経営発達支援計画の認定を受けた際には、小規模事業者の持続的発展を支援する
ため㈱日本政策金融公庫が実施している従来の「マル経融資」に加え、より低利で

返済期間も長い「小規模事業者経営発達支援融資制度」の情報提供・周知を図り、

今後、成長発展が見込める事業者や新たな分野への進出・販路拡大に向けた店舗拡

大や設備投資を考えている事業者に対しては本制度の活用を視野に入れ、小規模事

業者がその要件を満たすよう事業者の売上増加・収益の改善、ビジネスプラン策定

支援を行う。 
（目標）セミナー等を活用し、経営上の問題・課題を抱えている小規模事業者、事業計画

策定を目指している小規模事業者を補助対象職員 1人につき毎年 1件の掘り起しを
目標とする。同時に新規創業予定者には経営に必要となるノウハウを学ぶ場を提供

し、継続的な支援を行っていく。 
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項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

事業策定セミナー・ 

個別相談会 開催回数 
1 1 1 1 1 1 

事業計画策定事業者数 25 35 45 55 65 75 

創業塾開催回数 （未実施） 1 1 1 1 1 

創業支援者数 3 2 2 2 2 2 

 
4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
本地域においては、経営者の高齢化・後継者不足、売上減少等に伴う廃業が増加し

ている状況を踏まえて、県・市・中小企業診断士等の専門家・地域金融機関・山口県

商工会連合会等と連携して、本地域における創業後 3 年未満の事業者に対しては、経
営の安定化を図るため、個別相談会を開催して当初の創業計画書との比較・検討を行

い、現状把握と今後の見通しを検討するため伴走型の支援を実施する。 

また、第二創業（経営革新）希望者の掘り起しを行い、専門的な相談内容について

は専門家派遣制度（よろず支援拠点・エキスパートバンク・ミラサポ等）を活用する

などして対象者の要望に対応できるチームによる支援体制を整える。 
同時に、既存事業所の経営者の高齢化が進む中、持続的な経営・発展を目指すため

に後継者を対象（商工会青年部員等の地域若手後継者）に将来経営者として必要とな

る経営についての情報提供を行う。 
（事業内容） 
（1）創業 3年未満の事業者を対象に、創業経験者（先輩経営者等）との意見交換会や、
中小企業診断士等の専門家を活用しての個別相談会（経営・労務・税務相談）を開

催して、現状把握・今後の対応策の検討を行い、それに向けてのきめ細やかな伴走

型支援を行う。 
（2）第二創業（経営革新）希望者に対して、相談会を開催し、第二創業（経営革新）
計画の策定支援やその業種・業態の動向についての助言・指導等を行う。 

（3）地域で高齢化が進んでいる中、後継予定者がいる既存事業所に対しては、事業承
継・後継者育成に関する講習会や個別相談会を開催して経営者として必要な知識等

の指導・助言を行い、事業の持続的な発展を促す。 
（4）事業計画策定事業者に対してのフォローアップとして、国・県・市・山口県商工
会連合会及び関係機関からの支援策等の情報提供を行う等きめ細やかな伴走型支

援を行うために 1～3ヶ月に 1回は巡回訪問を実施して計画策定の進捗状況を確認

する。状況に応じて、専門家派遣制度（よろず支援拠点・エキスパートバンク・ミ

ラサポ等）を活用するなど、関係機関と連携して必要な指導・助言を行う。 
（5）「小規模事業者経営発達支援融資制度」利用事業者においては、その後の経営状
況を把握するため、半年に 1回程度は個別指導・個別相談を実施するなど継続的な
フォローアップを行い、場合によってはプラン策定の見直し等の支援を行う。 

（目標）対象事業者の策定した事業計画進捗状況の把握に努めるため定期的なフォローア

ップと上記個別相談会を開催し、創業後 3年未満の事業者や第二創業（経営革新）
希望者の掘り起しとこれから経営者としてスタートを切る後継者や新たな分野へ進

出していく事業者に対して今後の事業に希望が持てるように情報提供や経営の安定
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化に必要な指導・助言を行い、事業の持続的発展を促す。 
項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

個別相談・セミナー開催回数 （未実施） 1 1 1 1 1 
第二創業(経営革新)支援者数 3 4 4 4 4 4 
後継者育成講習会開催回数 （未実施） 1 1 1 1 1 
事業承継・後継者育成支援者数 3 10 10 10 10 10 
事業計画策定後のフォローアップ件数 70 120 150 180 210 240 

  
5．需要動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者が持続的発展していくためには、地域の経済動向調査に加えて、小規模
事業者が気づいていない潜在需要や顧客の掘り起しを支援し、需要の開拓につながる情

報を提供していかなくてはならない。近年、本市では秋吉台地域を中心に観光地として

国内はもとより国外からのインバウンド観光にも力を注いでいるが、観光客もピーク時

の 3割程度と落ち込み、周辺商店街も衰退傾向にある。 

こうしたことから主として観光関連産業・地場産業（大理石産業）をターゲットに

おき、地域の消費者と観光客（観光客においては国内と国外（外国人））に分け、購買・

消費等の動向を調査し、商品の品揃え・開発等へ役立て小規模事業者の持続的な発展

へ繋げていく。 
（事業内容） 
（1）需要動向調査については、前述 1．地域経済動向調査で実施する景況調査時にあ
わせて調査を実施する。（業種別対象事業所、件数は景況調査と同様） 

（2）観光関連産業については、既存のアンケート結果（秋吉台地域商店街実態調査・
秋芳洞入洞者数等）の活用とともに、旅行会社と連携して秋吉台・秋芳洞を訪れる

観光ツアー客に観光地・商店に関するアンケート調査(＊3)・回収を依頼し、回収し
たデータの集計・分析を行う。集計結果を旅行会社へフィードバックすると同時に

地元観光地を絡めた新たな観光ルートの確立を目指した旅行を企画する。実施の際

には「モニター制度」を導入して参加者へアンケート(＊4)を行い、参加者からの生
の声（率直な意見）を吸い上げ、地域関連事業者へ必要な情報を提供し、今後の経

営改善・見直しに役立てる。 
（3）地場産業の大理石については、従来の「重い置物的な…」といった従来の大理石
製品のイメージからの脱却を図り、新たな商品を生み出すために県内大学生に協力

を依頼し、大理石製品に関するニーズ調査(＊5)を行い、そのデータを活用して新商
品開発に役立てる。 

（目標）主に観光関連産業と地場産業に関しての各種調査を実施して、観光客や消費者が

求めている商品・サービス等を理解し、商品の知名度向上・ブランド化を目指した

新商品の開発・販売を視野に入れた販路拡大と観光ルートの確立に繋げる。 
項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

需要動向調査回数 （未実施） 1 4 4 4 4 
需要動向調査件数 （未実施） 15 30 30 30 30 
観光・地場産業ニーズ調査 （未実施） 1 2 2 2 2 
モニター制度を活用した旅行企画 （未実施） 1（協議） 1 1 1 1 
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◆既存店に対して行う需要動向の独自調査項目 （4半期ごとに実施／年 4回） 
①購入者の特性について（国・地域、性別・年齢、同伴者数等） 
②売れ筋商品の動向について 
③売れ筋商品の価格帯について 
④お客様からの要望等について 
⑤その他 

 
 (＊3) ツアー観光客向けアンケート調査 

①購入者の特性について（国・地域、性別・年齢、同伴者数等） 
②当地を選んだ理由について 
③商品の購入について（購入の有無・価格帯・数量等） 
④店舗レイアウト・商品陳列について 
⑤店舗サービス・接客対応について 
⑥その他（気づき・感想等） 

 
 (＊4)「モニター制度」を活用した参加者アンケート調査 

①ツアー料金の設定について 
②観光施設について（外観・内装・設備等） 
③店舗・商店について（商品・品揃え・陳列・サービス・接客等） 
④宿泊施設について（客室・サービス・風呂・料理等） 
⑤地域全体について 
⑥その他 

 
 (＊5) 地場産業（大理石産業）に関するニーズ調査 

①大理石製品のイメージについて 
②大理石製品の認知度について 
③既存製品についての感想（製品を提示） 
④制作してもらいたい製品・あったら良いと思う製品について 
⑤大理石の活用方法について 
⑥その他 

 
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】 
県・市ともに、地場産品や 6次産業化開発商品の販路拡大等に向けた施策を国内外
で展開している。しかしながら、小規模事業者の中には、優れた商品・製品を保有し

ている事業者も多く存在しているにもかかわらず、事業所の従業員数・資金面等の様々

な事情により、販路開拓や商品開発の実施に移せないという事業所もある。 
このような小規模事業者を支援するため、県・市を中心にジェトロ山口・JA山口美
祢・山口県大理石オニックス組合・県内大学等と連携して、地域ブランド及び特産品

をはじめとした地域の商品の知名度向上・ブランドの確立・販路拡大を図る。 
また、海外（台湾等）及び国内（首都圏・県内を含む近隣県）をターゲットとして、

展示会・商談会を開催又は参加する。こうしたことから消費者ニーズを把握したうえ

で、新商品の開発・販売を視野に入れた販路拡大の再構築を図る。 
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（事業内容） 
（1）地域ブランド及び特産品については、国内（首都圏・県内を含む近隣県）で開催
される食品関連に特化した展示会・商談会に向けて、県・市・JA 山口美祢等と連
携して 6 次産業化・農商工連携を生かした地域ブランドの開発から出展までの提
案・支援を行い、地域ブランドの確立を目指した認知度向上及び販路の拡大を図る。

（2）地場産業（大理石産業）では、5．需要動向調査で得たデータをもとに市場・消
費者ニーズを把握・分析して市・(公財)やまぐち産業振興財団・(地独)山口県産業技
術センター・山口県大理石オニックス組合・県内大学等と連携して新商品の開発等

の支援に役立てる。 
（3）海外（台湾等）での商談会については、市の台湾事務所を活用し、県やジェトロ
山口の指導を仰ぎながら開催することで国内とは異なる新たなニーズやターゲッ

トを開拓し、知名度向上及び販路の拡大への基盤を作りあげる。 
（4）既存の商工会ホームページの情報と市が保有している小規模事業者の情報を統合
し、市内小規模事業者へリアルタイムで必要な情報を発信するとともに、本会と小

規模事業者とが双方向で対話ができるようホームページの再構築を行う。また、IT
セミナーや個別相談会を開催することで個々の活用技術の向上に加え、今後、事業

の安定的経営を行うためのひとつのツールとしてホームページ等、ソーシャルメデ

ィアの活用方法が重要である旨の周知を促す。 
（目標）販路開拓、販売ルートの確立が不得意である小規模事業者に対して、各機関と連

携して商談会・展示会を実施することで地場産業・地域ブランドを中心とした商品

の認知度向上・販路拡大や新商品開発を行うとともに、それに関連する情報を提供

し、積極的に支援していく。 
項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

展示会・商談会開催回数 （未実施） 1 1 1 1 1 
展示会参加回数 2 2 2 2 2 2 
展示会出展支援者数 7 10 10 10 10 10 
セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 
新商品開発・商品改良数 （未実施） 3 3 3 3 3 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
観光・産業に関するニーズ調査を行い、地域の現状を把握したうえで、今後の地域

経済活性化についての具体策を協議するため、市・(一社)美祢市観光協会・観光関連事
業者・市内中・高校・旅行会社・県内大学・地域イベント実行委員会等と連携して「美

祢地域経済活性化委員会」（年 2回）を開催する。 
また、協議した地域経済活性化における今後の方向性を踏まえ、現在の「通過型」

から「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした「着地型観光」を確立するとともに、既存
の地域イベントを活用して観光・産業・特産品等の周知を図っていく。 

（事業内容） 
（1）市・(一社)美祢市観光協会・観光関連事業者・県内大学・旅行会社で構成する「美
祢地域経済活性化委員会」を開催し、観光・地域ブランド・地場産業等の観光資源

を生かした地域経済活性化についての協議を行う。その中で旅行会社と県内大学に

協力を依頼して、美祢市の観光・地域ブランド・産業に関するニーズ調査を実施し、
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意見集約を図る。 
また、5．需要動向調査で実施するアンケート調査から得た結果もあわせること

で現状の課題や要望を探り出す。この結果をもとに国内だけでなく、台湾を中心と

した観光交流・経済交流を視野に入れた「着地型観光」を目指した新たな観光スタ

イル・観光ルートを確立する。 
（2）市内の主たるイベントである「みね桜まつり(4 月)・美祢ランタンナイトフェス
ティバル(9月)」において、イベント実行委員会や市内中・高校の協力のもと、「地
域ブランド」・「地場産業」等の PR活動、小規模事業者の出展及び販売支援を行い、
来場者への地域の認知向上を図る。 

（3）再構築を行う商工会のホームページにおいても、地域のイベント情報をはじめ、
地域ブランド・特産品等の情報発信を行うことで来場者の増加を図り、地域経済の

活性化と周知を図る。 
（目標）市内で開催されるイベントを利用して、イベント情報とともに「Mine 秋吉台ジ

オパーク」を含めた本市の観光関連産業や小規模事業者の特産品等についても情報

発信を行い、来場者の増加を図り地域経済の発展に繋げていく。その際に市内観光

産業に関する情報収集を行い、今後の対応策等に活用していく。 
項   目 現 状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

イベント開催回数 2 2 2 2 2 2 
出展者数 （未実施） 10 10 12 12 15 
来場者数 （未実施） 10,000 12,000 15,000 15,000 20,000

 
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 
資金調達などの金融面では、㈱日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善貸付推

薦団体連絡協議会」で近隣商工会・商工会議所の各地域における金融支援を中心とし

た状況や各施策への取り組み・支援体制等について、地域の経済動向や小規模事業者

の状況等については地域金融機関と情報交換を行う。労働・雇用情勢の面については

山口労働局の「労働保険事務組合・地域協議会」において労働基準監督署・公共職業

安定所及び社会保険労務士等との情報交換を行う。 
また、県内の商工会経営指導員等が集まる山口県商工会連合会等の研修会を情報交

換の場として活用していく。 
こうした情報交換の場で入手した新たな情報や必要な情報は、随時、小規模事業者 
へ商工会のホームページ等を活用して情報提供するとともに、今後の支援材料として

職員間で情報の共有を行う。 
 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 
関係機関である全国商工会連合会の研修や山口県商工会連合会が近年実施している

「業種別研修」「課題別研修」等に加え、全ての補助対象職員が中小企業基盤整備機構

や中小企業大学校主催の研修へ積極的に参加することで、税務・記帳指導という従来

の支援能力に加え、小規模事業者が求めている様々なニーズに対応できるよう「販路

拡大・事業承継・財務分析・経営革新」等の各専門的支援能力の向上を図る。 
また、山口県内商工会職員で組織している「山口県商工会職員協議会」では、昨年 
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度から OJT研修を実施しており、ベテランから若手職員へ、経営指導員から他の職種
の職員へノウハウ共有の場を提供して県内職員全体の指導力向上を図っており、継続

して実施・参加して資質向上を図る。 
本会でも「職員研修・連絡会議」(月 1回／90分程度)を企画し、組織内でノウハウ、
情報共有の場を設け、共通認識を持って小規模事業者を支援する体制を強化して実践

に繋げる。 
また、机上での知識を中心とした資質向上だけでなく、様々な経営発達支援事業の

各案件に対応できるよう、現場（実地）における支援は「チームで対応」（職員間・支

所間・全体）するなどして、情報共有・ノウハウ提供を行っていく。 

（実施方法） 
・全職員 12名で担当月を決め、年 1回講師を務める。 
・担当月の職員は他の職員へ自分の担当業務や得意支援分野のノウハウの提供・巡回

等で得た状況（現状報告・相談内容・支援事例等）を報告するなどして職員全体の

資質向上を目指し、情報共有を行うこととする。 
 

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、本支援計画の記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法・組織

体制により評価・検証等を行い、事業を充実させていくこととする。 
◆事業評価・見直しのための仕組み 
①評価時期 
（年 2回） 

・上半期： 4月～ 9月 → 10月～11月中旬 
・下半期：10月～翌年 3月 → 翌年 4月～5月中旬 

②組織体制 
（2次評価） 

・1次審査会（内部評価）＝本会理事 27名による評価 
・2次審査会（外部評価）＝外部有識者を含む 10名程度による評価
→行政 2～3名・専門家 1名・地域金融機関 1名・ 
地域一般消費者（女性）1名・本会正副会長等 4名等 

③評価内容 本支援計画の実施状況報告、成果の評価、見直し案の検証を行う。 

④実施方法 

・1次審査会までに本支援事業に関する「実施状況報告書」を作成す
るとともに審査員への「事業評価表」を作成（数値評価） 

・1次審査会／実施状況報告書にて説明を行い、成果について「事業
評価表」にて審査を実施し、その他意見集約図り、2
次審査会への参考資料とする。 

・2 次審査会／1 次審査会の評価を受け、2 次審査会においても同様
の審査を実施し、意見集約を図る。 

・1次・2次審査会の評価結果を受け、見直しが必要な場合にては本
会正副会長会議を開催し、見直し方針等について検討を行う。 

⑤報告・承認 
1次・2次審査会及び正副会長会議においての事業の成果、評価、
見直し結果をもとに翌年度通常総代会において報告を行い、その年の

実施内容等についての承認を得たうえで、支援計画を継続していく。

⑥公  表 

1次・2次審査会においての事業の成果、評価、見直し結果につい
ては、巡回時等に報告を行うとともに本会総代会資料・会報及び本会

ホームページ（http：// www.mine-ouen.net/ ）にて支援計画期間中
公表することで地域小規模事業者への周知を図る。 
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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 
（1）組織体制                          （平成 27年 8月現在） 
（内容承認）  美祢市商工会 総代会 

    （100名／美祢 50・秋芳 25・美東 25）     （見直し方針案等承認） 
2次                       （見直し検証） 

評価 2次審査会＝外部評価（10名／外部有識者等）        正副会長会議（3名）
 

1次  1次審査会＝内部評価（27名／美祢市商工会 理事会） 
評価   （美祢 13・秋芳 6・美東 6・青年部長・女性部長） 

 
（計画実施） 美祢市商工会       事務局長        本所（4名） 
        全職員 12名      経営指導員 2名    美祢支所（3名） (＊) 
                          補 助 員 2名            ①＝全体で取り組む 

記帳専任職員・一般職員           事業（重点事業） 
                    ③             ②＝支所間協力のもと 
                                          取り組む事業 

        ②     ②           ③＝各支所で取り組む 
（継続実施）                        ①               事業 
               ③    (＊)    ③ 
 

    経営指導員   ②   経営指導員      経営指導員等連絡会議 
             記帳専任職員      記帳専任職員     （原則、毎週月曜日） 
                       記帳指導員       支援計画進捗状況・ 
                                         支所間での連絡調整 
          秋芳支所（2名）                    美東支所（3名） 

（2）連絡先 
美祢市商工会  〒759－2212 山口県美祢市大嶺町東分 320‐3（担当／上利憲生） 
（本所 4名）        TEL：0837‐52‐0434 ／ FAX：52－0464 

HPアドレス http：// www.mine-ouen.net/  
e-mail：mineshi@yamaguchi-shokokai.or.jp 

 
美祢市商工会   〒759－2212 山口県美祢市大嶺町東分 320‐3（担当／川本恭子） 
（美祢支所 3名）    TEL：0837‐52‐0434 ／ FAX：52－0464 

e-mail：mineshi-mine@yamaguchi-shokokai.or.jp 

 
美祢市商工会   〒754－0511 山口県美祢市秋芳町秋吉 5045‐2（担当／河野正朗）
（秋芳支所 2名）    TEL：0837‐63‐0077 ／ FAX：62－1395 

e-mail：mineshi-shuhou@yamaguchi-shokokai.or.jp 
 

美祢市商工会   〒754－0211 山口県美祢市美東町大田 6062（担当／毛利山卓秀） 
（美東支所 3名）    TEL：08396‐2‐0108 ／ FAX：2－0109 

e-mail：mineshi-mitou@yamaguchi-shokokai.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27年度
(27年 4月 
以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 8,600 4,550 4,550 4,550 4,550

 小規模企業対策事業費 
 

地域経済動向調査費 

経営状況分析事業費 

事業計画策定事業費 

需要動向調査費 

販路開拓支援事業費 

地域経済活性化事業費 

審査会等事業費 

 

8,600

50

100

300

50

7,300

400

400

4,550

50

100

300

500

2,800

400

400

4,550

50

100

300

500

2,800

400

400

4,550 
 

50 

100 

300 

500 

2,800 

400 

400 

 

4,550

50

100

300

500

2,800

400

400

（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、国・県・市補助金収入、委託料収入及び各種収入（使用料収入・手数料収入・

受託料収入等）をもって、上記に掲げる事業を実施していく。 
 

（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 
 
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 
  ◆地域経済動向に関する情報交換会の開催 

商工会で蓄積した地域経済動向や対象事業所の状況に関するデータをもとに地域

金融機関と情報交換会（年 1 回）を開催し、双方で情報を共有する。こうして得た
情報を小規模事業者へ提供するとともに、金融支援を行う際の参考材料として活用

する。 
 

2．経営状況の分析に関すること 
  ◆経営分析による課題・問題点の改善支援 

経営分析結果により個々の事業所の経営状況等を定量的・定性的に把握すること

により、問題点・課題を洗い出し、専門的な改善策の検討については山口県商工会

連合会・関係機関の中小企業診断士等の専門家派遣を利用し、資金繰り等の借入金

に関する課題については、地域金融機関等と連携して早期解決を図る。 
 

3．事業計画策定支援に関すること 
◆小規模事業者の持続的発展を支援するための事業計画策定支援とフォローアップ 
創業塾（全 3 回コース）を開催し、創業希望者の掘り起しと創業計画書の策定支

援や成功事例紹介を行う。 
また、事業計画策定等に関するセミナー及び個別相談会を開催することにより、

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、事業策定の支援を行う。

特に経営発達支援計画の認定を受けた際には、㈱日本政策金融公庫の「小規模事業

者経営発達支援融資制度」の利用に向け、事業計画策定を積極的に実施する。 
 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること 
  ◆新たな事業の掘り起しを行うための新分野への進出支援 

創業 3 年未満の事業者・第二創業（経営革新）希望者及び事業計画策定希望事業
者を対象に中小企業診断士等の専門家を活用してセミナー・個別相談会等を開催す

る。 
また、事業計画策定事業者には巡回指導を通じて計画策定の進捗状況確認ととも

に、国・県・市・山口県商工会連合会及び関係機関が行う支援策等の広報・案内に

より周知を図り、小規模事業者のフォローアップを実施する。 
 
◆小規模事業者の持続的発展を目指した事業承継・後継者育成支援 
地域で高齢化が進んでいる中、後継予定者がいる既存事業所に対しては、事業承

継・後継者育成に関する講習会や個別相談会を開催して経営者として必要な知識等

の指導・助言を行い、事業の持続的な発展を支援する。 
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5．需要動向調査に関すること 
◆観光関連産業と地場産業（大理石産業）の需要動向を把握するための調査 
観光関連産業については、既存アンケート結果の活用とともに、旅行会社と連携

を図り、秋吉台・秋芳洞を訪れるツアー客に観光地・商店街に関するアンケート調

査を行い集計・分析する。その集計結果を旅行会社へフィードバッグすると同時に

地元観光地を絡めた「モニター制度」の導入や旅行プランの企画・実施を通して地

域関係事業者へ情報を提供し、経営の改善・見直しに役立てる。 
地場産業の大理石については、新たな商品を生み出すために県内大学生に協力を

依頼し、大理石製品に関するニーズ調査を行い、そのデータを活用して新商品開発

に役立てる。 
 
 6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
◆美祢ブランド「ミネコレクション」の商品開発、販路開拓支援 
地域ブランド及び特産品について、国内（首都圏・県内を含む近隣県）において

開催される食品関連に特化した展示会・商談会に向けて、県・市・JA山口美祢等と
連携して小規模事業者に対して地域ブランドの開発から出展までの支援を行い、6次
産業化・農商工連携を生かした認知度向上及び販路の拡大を図る。 

 
◆地場産業（大理石産業）の再興を目指した商品開発、販路開拓支援 
地場産業の大理石について、市・(公財)やまぐち産業振興財団・(地独)山口県産業
技術センター・山口県大理石オニックス組合・大学等と連携して、大理石に関する

ニーズ調査結果をもとに新商品の開発・販路拡大を図る。 
また、上記について、海外（台湾等）での商談会の開催・参加については、市の

台湾事務所を活用して県・ジェトロ山口等と連携することにより、国内と異なる新

たなニーズやターゲットを開拓し、知名度向上及び販路の拡大を図るとともにホー

ムページや市報・会報等を活用してリアルタイムに情報を提供する。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
◆地域イベントを活用した観光・地場産業、美祢ブランド・特産品等の情報発信 
イベント開催時に（みね桜まつり・美祢ランタンナイトフェスティバル）イベン

ト実行委員会や市内中・高校の協力のもと、「地域ブランド」・「地場産業」の PR活
動、小規模事業者の出展及び販売支援を行い、来場者への地域の認知向上を図る。 

 
◆観光関連業の振興支援及び海外（台湾等）との観光交流・経済交流の支援 
◆「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした着地型観光ルートの確立 
市・(一社)美祢市観光協会・観光関連事業者・県内大学・旅行会社で構成する「美
祢地域経済活性化委員会」（年 2回）を開催し、観光・地域ブランド・地場産業等の
観光資源を生かした地域経済活性化についての協議を行う。特に旅行会社と県内大

学に協力を依頼して、美祢市の観光・地域ブランド・産業に関するニーズ調査を実

施し、意見集約を図ることで、現在の課題や要望を探り出す。この結果をもとに国

内だけでなく、台湾を中心とした観光交流・経済交流を視野に入れ、「Mine 秋吉台
ジオパーク」を生かした「着地型観光」を目指した新たな観光スタイル・観光ルー

トを確立する。 
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連携者及びその役割 
 
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 
◆地域経済動向に関する情報交換会 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

㈱山口銀行      美祢支店 

秋吉支店 

大田支店 

末永博之 

大藤 武 

豊田和洋 

山口県美祢市大嶺町東分 3415－1 

山口県美祢市秋芳町秋吉 5045－3 

山口県美祢市美東町大田 5818－12 

0837－52－0770

0837－62－0316

08396－2－0535

㈱西京銀行      美祢支店 渡辺一朗 山口県美祢市大嶺町東分 1223 0837－52－0280

西中国信用金庫    秋芳支店 岩本節夫 山口県美祢市秋芳町秋吉 5370 0837－62－0134

 

役 割 
商工会で蓄積した地域経済動向に関するデータをもとに地域金融機関と情報

交換会を開催することで、金融機関側の情報を得ることにより、金融支援を行う

際に参考材料として活用することができる。 

 
2．経営状況の分析に関すること 
◆経営分析による課題・問題点の改善支援 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

(公財)やまぐち産業振興財団 田村浩章 山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 10F 083－922－3700

山口県よろず支援拠点 国弘憲二 山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 10F 083－921－2013

山口県商工会連合会 藤村利夫 山口県山口市中央 4－5－16山口県商工会館 3F 083－925－8888

㈱日本政策金融公庫 山口支店 

          下関支店 

小島重樹 

山口幹夫 

山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 4F 

山口県下関市細江町 2－4－3 

083－922－3660

083－222－6225

㈱山口銀行      美祢支店 

秋吉支店 

大田支店 

末永博之 

大藤 武 

豊田和洋 

山口県美祢市大嶺町東分 3415－1 

山口県美祢市秋芳町秋吉 5045－3 

山口県美祢市美東町大田 5818－12 

0837－52－0770

0837－62－0316

08396－2－0535

㈱西京銀行      美祢支店 渡辺一朗 山口県美祢市大嶺町東分 1223 0837－52－0280

西中国信用金庫    秋芳支店 岩本節夫 山口県美祢市秋芳町秋吉 5370 0837－62－0134

 

役 割 

経営分析結果から洗い出された問題点・課題の専門的な改善策の検討について

は、山口県商工会連合会（エキスパートバンク事業）・関係機関の専門家派遣と

連携することで、中小企業診断士等の専門家の助言を受け、早期解決に向けた支

援が可能となる。資金繰り等の借入金に関する課題については、地域金融機関と

連携することで、追加融資、条件変更等、実行までの早期対応が可能となる。 
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3．事業計画策定支援に関すること 
◆小規模事業者の持続的発展を支援するための事業計画策定支援とフォローアップ 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

美祢市商工労働課 白井栄次 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－5224

山口県よろず支援拠点 国弘憲二 山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 10F 083－921－2013

山口県商工会連合会 藤村利夫 山口県山口市中央 4－5－16山口県商工会館 3F 083－925－8888

㈱日本政策金融公庫 山口支店 

           下関支店 

小島重樹 

山口幹夫 

山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 4F 

山口県下関市細江町 2－4－3 

083－922－3660

083－222－6225

㈱山口銀行      美祢支店 

秋吉支店 

大田支店 

末永博之 

大藤 武 

豊田和洋 

山口県美祢市大嶺町東分 3415－1 

山口県美祢市秋芳町秋吉 5045－3 

山口県美祢市美東町大田 5818－12 

0837－52－0770

0837－62－0316

08396－2－0535

㈱西京銀行      美祢支店 渡辺一朗 山口県美祢市大嶺町東分 1223 0837－52－0280

西中国信用金庫    秋芳支店 岩本節夫 山口県美祢市秋芳町秋吉 5370 0837－62－0134

 

役 割 

創業予定者に対して専門家を講師として創業塾を開催することで、経営上必要

となる基本的知識を習得し、創業時の経営計画の策定支援が可能となる。既存事

業所の経営者に対しては、事業の見直しと今後の計画を策定するためにセミナ

ー・個別相談会を実施し、「よろず支援拠点」や山口県商工会連合会（エキスパ

ートバンク事業）の中小企業診断士等の専門家を活用することで経営・財務等に

ついての支援が可能となる。 
また、㈱日本政策金融公庫及び地域金融機関と連携することで資金調達や事業

資金借入等の金融面を中心とする相談案件についても的確な提案・対応が可能と

なる。計画策定後には美祢市と連携することで補助金・制度融資の情報提供など

が円滑に行えるという効果がある。さらに経営発達支援計画の認定を受けた際に

は㈱日本政策金融公庫と密に連携を図り、小規模事業者により条件のよい融資制

度を利用してもらえるというメリットも生まれる。 

 
4．事業計画策定後の実施支援に関すること 
◆新たな事業の掘り起しを行うための新分野への進出支援 
◆小規模事業者の持続的発展を目指した事業承継・後継者育成支援 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

山口県商工労働部 松田一宏 山口県山口市滝町 1－1 083－933－3185

美祢市商工労働課 白井栄次 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－5224

山口県よろず支援拠点 国弘憲二 山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 10F 083－921－2013

山口県商工会連合会 藤村利夫 山口県山口市中央 4－5－16山口県商工会館 3F 083－925－8888

㈱日本政策金融公庫 山口支店 

           下関支店 

小島重樹 

山口幹夫 

山口県山口市熊野町 1－10 NPYビル 4F 

山口県下関市細江町 2－4－3 

083－922－3660

083－222－6225
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連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

㈱山口銀行      美祢支店 

秋吉支店 

大田支店 

末永博之 

大藤 武 

豊田和洋 

山口県美祢市大嶺町東分 3415－1 

山口県美祢市秋芳町秋吉 5045－3 

山口県美祢市美東町大田 5818－12 

0837－52－0770

0837－62－0316

08396－2－0535

㈱西京銀行      美祢支店 渡辺一朗 山口県美祢市大嶺町東分 1223 0837－52－0280

西中国信用金庫    秋芳支店 岩本節夫 山口県美祢市秋芳町秋吉 5370 0837－62－0134

 

役 割 

創業 3年未満の事業者、第二創業（経営革新）希望者に対し、専門家を講師と
してセミナーを開催し、個別相談に対しては「よろず支援拠点」や山口県商工会

連合会（エキスパートバンク事業）の中小企業診断士等の専門家を派遣する。こ

れにより、創業 3年未満の事業者には当初の創業計画書との比較・検討を行い、
現状把握することで各事業所の経営課題にあった支援が可能となる。第二創業に

ついても、現事業の分析から新事業の経営基盤を確立するための専門的支援が可

能となる。特に、資金調達をはじめとする金融面の相談に対しては山口県・美祢

市が実施する補助金制度や制度融資、㈱日本政策金融公庫や地域金融機関との連

携により、融資の利用・申込みにおいて迅速で適切な指導・助言を仰げるという

効果がある。 
事業承継・後継者育成においては、相続・贈与等、開業・廃業及び法人成り等

の手続きについて、税理士・中小企業診断士をはじめとした専門家の派遣により、

適切な対応が可能となる。 

 
5．需要動向調査に関すること 
◆観光関連産業と地場産業（大理石産業）の需要動向を把握するための調査 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

美祢市観光振興課 綿谷敦朗 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－1532

(一社)美祢市観光協会 山本 勉 山口県美祢市秋芳町秋吉 3506－2 0837－62－0115

山口学芸大学・山口芸術短期大学 ＊ 二木秀夫 山口県山口市小郡みらい町 1－7－1 083－972－3288

㈱防長トラベル 伊藤潔博 山口県周南市有楽町 23番地 0834－31－1241

 

役 割 

既存のアンケート結果（秋吉台地域商店街実態調査・秋芳洞入洞者数等）の活

用及び、旅行会社と提携して秋吉台・秋芳洞を訪れるツアー客に対するアンケー

ト調査の実施、「モニター制度」の導入による旅行プランの企画・実施により参

加者からの率直な意見の集約を行い、関連事業者へ情報を提供し今後の経営改

善・見直しに役立てる。 
 大理石産業については県内大学と連携を図り、大理石商品のニーズ調査を実施

し、新商品開発に役立てることができる。 

 
6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
◆美祢ブランド「ミネコレクション」の商品開発、販路開拓支援 
◆地場産業（大理石産業）の再興を目指した商品開発、販路開拓支援 
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連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

山口県商工労働部 松田一宏 山口県山口市滝町 1－1 083－933－3185

美祢市商工労働課 白井栄次 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－5224

JA山口美祢 弘永芳朗 山口県美祢市大嶺町東分 3443－1 0837－52－1331

(公財)やまぐち産業振興財団 田村浩章 山口県山口市熊野町 1－10  NPYビル 10F 083－922－3700

ジェトロ山口 森 則和 
山口県下関市豊前田町 3－3－1 

海峡メッセ下関国際貿易ビル 7F 
083－231－5022

(地独)山口県産業技術センター 山田隆裕 山口県宇部市あすとぴあ 4－1－1 0836－53－5050

山口県大理石・オニックス組合 上村典明 山口県美祢市大嶺町北分 671 0837－52－0912

 

役 割 

 山口県・美祢市ではそれぞれ「やまぐちブランド等の販路拡大」、「美祢市地域

ブランドの販路拡大」等、県・市で国内外の商談会・展示会を開催しているため、

これまでの取組み成果やノウハウ等の情報提供や助言等を受けることができる。

また、JA山口美祢は 6次産業化や農商工連携による農産物加工品の商品開発・
改良について商工会が知りえない農業者等の紹介・協力へと結びつけてもらえる

橋渡し役として重要である。 
地場産業である「大理石」については、ニーズ調査の集計をもとにし、大理石

を商品化してきたノウハウ・技術を有する山口県大理石・オニックス組合やブラ

ンド商品企画、展示会等における支援実績のある(地独)山口県産業技術センター、
新商品開発・販路拡大等の各課題において専門家の派遣が可能な(公財)やまぐち
産業振興財団等と連携していくことで、各支援機関が得意とする分野で適切な助

言・指導、情報提供を受けることが可能となる。 
さらに、海外での商談会・展示会への開催・参加時には、ジェトロ山口と連携

することで、海外でのネットワークや海外ビジネスに関する情報提供、指導・助

言を受けることが可能となるとともに、商談会等の開催に至るまでの複雑な手続

き等についても解決することができるという効果がある。 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
◆地域イベントを活用した観光・地場産業、美祢ブランド・特産品等の情報発信 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

美祢市商工労働課 白井栄次 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－5224

美祢市観光振興課 綿谷敦朗 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－1532

美祢市世界ジオパーク推進課 末岡竜夫 山口県美祢市秋芳町秋吉 1237－938 0837－63－0055

山口県立美祢青嶺高等学校＊ 古谷修一 山口県美祢市大嶺町東分 299－1 0837－52－0735

美祢市立大嶺中学校 ＊ 松本孝志 山口県美祢市大嶺町東分 3020 0837－52－1166

イベント実行委員会 内藤正太 山口県美祢市大嶺町東分 320－3 0837－52－0434
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役 割 

 美祢市・イベント実行委員会には、地域イベント開催時に地域ブランド・特産

品及び地場産業の PR活動、販売支援を行うためにイベント内での企画や場所の
提供を調整してもらうことで来場者に対する認知度向上を図ることができる。 
 また、市内中・高校の生徒の協力を得て、来場者へ地域ブランド・特産品及び

地場産業に関するニーズ調査を行うための調査票の配布・回答・回収等に協力し

てもらうことで経費負担の軽減、事業の効率化において効果が見込める。 

 
◆「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした着地型観光ルートの確立 

連 携 者 代表者等 住   所 電話番号 

美祢市商工労働課 白井栄次 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－5224

美祢市観光振興課 綿谷敦朗 山口県美祢市大嶺町東分 326－1 0837－52－1532

美祢市世界ジオパーク推進課 末岡竜夫 山口県美祢市秋芳町秋吉 1237－938 0837－63－0055

(一社)美祢市観光協会 山本 勉 山口県美祢市秋芳町秋吉 3506－2 0837－62－0115

山口学芸大学・山口芸術短期大学 ＊ 二木秀夫 山口県山口市小郡みらい町 1－7－1 083－972－3288

㈱防長トラベル 伊藤潔博 山口県周南市有楽町 23番地 0834－31－1241

 

役 割 

 美祢市・(一社)美祢市観光協会についてはこれまでも、観光資源や地域資源を
生かした施策を実施しており、その経験・実績により美祢地域経済活性化委員会

において、適切な指導・助言が期待できる。 
 また、民間企業の㈱防長トラベルと山口学芸大学・短期大学と連携することに

より、観光・地域ブランド・産業に関するニーズ調査を実施し、旅行を企画する

側と旅行する側との意見集約を図り、課題・要望を探り出すことができる。 
 この結果をもとに、旅行企画を本業とする㈱防長トラベルを中心に本会が目指

している「Mine秋吉台ジオパーク」を生かした「着地型観光」の新たな観光ス
タイル・観光ルートの確立にむけて、より現実的なものを企画することができる

という効果がある。 

※連携先について（＊）は連携予定先であることを示す
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連 携 体 制 図 等 
 
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 
 

         （景況調査）                  【関係機関】 

                                   （連携）   地域金融機関 

    小規模事業者    （情報提供）    美祢市商工会          ㈱山口銀行 

                                （情報共有）  ㈱西京銀行 

                     （金融支援を行う際に利用）          西中国信用金庫 

                                  

 
 

2．経営状況の分析の分析に関すること 
 
                                【関係機関】 
                 （専門的課題・改善支援）     よろず支援拠点 

                                       （連携）     県商工会連合会 等 

小規模事業者   改善プランの     美祢市商工会          

              提案支援                    地域金融機関 

                     （借入・資金繰り等金融支援）   ㈱日本政策金融公庫 等 

                                      

 

 

 

3．事業計画策定支援に関すること 
 
 

   創業 
       予定者                            創 業 塾                    【関係機関】 

                事業計画                     美祢市 

      補助金申請    策定支援              （連携）  専門家（中小企業診断士等） 

希望者              美祢市商工会           県商工会連合会 

                                          地域金融機関 

                                        ㈱日本政策金融公庫 等 

            事業策定                   個別相談会                   よろず支援拠点 

             事業者                         事業策定セミナー 

 

                                  （フォローアップ） 
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4．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 
 

           創業 3年 

第二創業         第二創業・後継者育成         第二創業       

希望者             セミナー           経営革新申請 

                               

                               

           事業承継             

           予定者              個別相談会                事業承継 

後継予定者                                      

 

 

                          （掘り起し）                   （開催・支援）          （フォローアップ） 

 

                     （連携）   【関係機関】  山口県・美祢市 

           美祢市商工会                よろず支援拠点・県商工会連合会 

地域金融機関・専門家（中小企業診断士等） 

                              ミラサポ 等 

 

 

 

 5．需要動向調査に関すること 
   

                                   【関係機関】 

    小規模事業者   （情報提供）               （連携）    美祢市 

                            美祢市商工会           (一社)美祢市観光協会 

     観光関連事業者                                                       県内大学 

大理石産業                              旅行会社 等 

 

 

                                   （結果フィードバック） 

                       （集計・分析） 

                                     旅行会社 

                                         

                                          （旅行企画） 

 

      大理石製品に関する                観光ツアー客へ       「モニター制度」による 

        ニーズ調査          アンケート調査の実施              旅行ツアー実施 

        （県内大学）                         参加者アンケート調査 
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6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 
       ITセミナー        情報発信            商談会・展示会         新商品開発 

             個別相談     （HP・市報・会報）      （国内・台湾等）           商品改良 

                                              

               （開催支援・販路開拓・出店支援）               （開発支援） 

                     （大理石産業） 

       （地域ブランド・特産品）      山口県・美祢市 

            山口県・美祢市              (公財)やまぐち産業振興財団      （連携） 

JA山口美祢         (地独)山口県産業技術センター          

         (公財)やまぐち産業振興財団   山口県大理石オニックス組合      美祢市商工会  

         ジェトロ山口・県内大学   ジェトロ山口・県内大学                           

                              

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  
    地域イベント 

 

美祢市商工会                  地域ブランド    （PR活動） 

                           特 産 品 

          （連携）            地場産業 

                                          一般     

     イベント実行委員会   （出展支援）                   来場者    認知度向上 

        市内中学校            小規模事業者 

市内高等学校              出展者 

                                （販売支援） 

 
 

                    市内の観光・産業に関するニーズ調査の実施 

    「美祢地域経済活性化委員会」 

          （年 2回）               （連携）       旅行会社           従業員 

                             県内大学           大学生 

美祢市商工会                    （アンケート） 

    

          （連携）                                              （集計・分析） 

   

              美祢市 

       (一社)美祢市観光協会 

       観光関連事業者 

       県内大学 

       旅行会社 

 
 

 

観光資源（地域ブランド・地場産業）を 

生かした地域活性化について協議 

国内と海外（台湾等）を中心とした 

観光交流・経済交流を視野に入れた 

新たな観光スタイル・観光ルートの確立 


