
経営発達支援計画の概要 

実施者名 山口商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

管内小規模事業者を持続的に発達させるために、地域の支援機関と連携

し、国・県・市の各種施策を有効に活用し、経営力向上、販路開拓・販売促

進など個社支援を強化する。また、地域のブランド化、観光振興・にぎわい

の創出に向けた面的支援を促進する。 

経営発達支援事業の５ヶ年計画として、次の目標を掲げる。巡回訪問件数

を毎年８％増加させ、事業計画策定支援企業数を年間４４件（経営指導員・

専門経営指導員等１１名×４件）として、次年度以降も対前年比８％増を目

指し、平成２７年度から５年間で合計２５０社の発達支援を実現させる。さ

らに、創業は、平成２７年度から５年間で合計１５０社を実現させる。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

「地域の経済動向調査」は、管内の経済動向を把握するとともに、基礎的な

経済動向情報を定期的に収集・調査・分析し、より効果的な支援の実施に繋

げる。 

「経営状況分析」については、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー

の開催等で経営分析支援に取り組む。巡回件数は、対前年８％増を目標とし、

経営分析件数は対前年３％増を目標とする。 

「事業計画の策定・実施支援」は、地域の経済動向・市場動向調査、経営分

析に基づき、「事業計画化」の策定支援、「計画実行」の伴走支援を行う。目

標支援数は、平成２７年度は年間８７件、次年度以降対前年比４％増とする。

創業・第二創業（経営革新）支援は、地域の産業力の強化と雇用の創出を

目的とし、創業塾・第二創業（経営革新）塾を開催する。 

「需要動向調査」は、地域の需要動向の情報収集を強化する体制を整備し、

分析を行い、相談時の情報提供、ホームページでの情報発信に取り組む。年

間情報提供事業者数（延べ件数）２９２事業所を目標とし、対前年は８％増

を目指す。 

「新たな需要の開拓支援」は、各支援機関との連携を強化し、県内外で開催

される展示会・商談会等への参加促進に取り組む。目標支援者数は、平成２

７年度は５４件として、対前年比１０％増を実現化する。 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

地域のブランド化、観光振興・にぎわいの創出に向けた面的支援を促進す

るため行政、地域の支援機関、大学等の教育機関、農業団体等と連携して取

り組む。 

連絡先 山口商工会議所 企業支援部経営支援課 ０８３－９２５－２３００ 
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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 

（現状及び課題） 

山口市は、山口県のほぼ中央部に位置し、豊かな自然、文化が共存している。現山

口市は、平成１７年に山口市・小郡町・阿知須町・秋穂町・徳地町の１市４町が合併、

平成２２年に阿東町と合併し、山口県内では最も広い市域を有し、都市部から農山漁

村部と、多くの地域特性を有することが地域の強みである。また、室町時代に大内弘

世が山口市を大内氏の本拠としたことで発展し、西国一の大名として栄華を極め「西

の京」と謳われた。幕末には萩市から山口市へ藩庁が移されて、明治維新の中心的役

割を果たしている。さらに、維新の志士も入浴した「湯田温泉」を有している観光都

市でもある。 

山口商工会議所の管内は、旧山口市と旧小郡町である。旧山口市は、県庁を中心と

する行政地域、中心商店街、また、山陽道随一の温泉街湯田温泉を有している。中心

商店街のある中心市街地は、平成１９年５月に山口市中心市街地活性化基本計画（第

一期計画）の認定を受け、商業等の活性化に取り組み、現在第２期計画を推進してい

る。加えて、旧小郡町は新幹線駅が位置し、現在、新山口駅ターミナルパーク整備事

業の完成が間近であり、駅北地区重点エリア整備が事業化の段階を迎えている。 

一方で、山口市は、平成２２年から人口減少局面に入り、平成２９年の目標を１９

万５千人と設定しているが、このままでは、いまから３０年後は１６万５千人まで減

少し、高齢化率が３５％となると試算されているように、全国の地方都市が抱える共

通の課題を有している。 

 

（取り組み） 

このような中で、山口市は、中長期振興計画として、人口減少対策、地方創生の取

り組みを積極的に展開するために「山口市地域創生戦略本部」を立ち上げ、重点項目

として「若い世代が安心して働けるための産業振興と雇用の場の創出」「結婚、子育て、

働き方ができる環境づくり」「農山村等における定住促進」の３点を上げ、具体的な施

策の検討を行っている。 

地域総合経済団体である山口商工会議所では、「日本一住みよいまち・山口市」の

実現を中長期振興ビジョンとして、高齢者が健康で社会参加ができ、若者・女性が活

躍し、子どもを産み育てやすいまちづくりに向け、地域経済の振興、働く場づくりや

中小企業・小規模事業者の持続的発展に取り組み、次の世代に継げる誇れる郷土の構

築を目指している。 

  主要施策として、「アクティブエイジングシティ構想」の取組については、「山口

『食』の健康ステーション」事業、アクティブシニアの生活支援や職域での健康運動

ステーションの設置などに着手し、地域力の強化・底上げに取り組んでいる。 

  山口都市核（旧山口市地域）については、中心市街地において、空き店舗対策、都

市機能の更新・整備による回遊性の向上や住環境の改善による活性化を、湯田温泉に

おいて、歴史・健康等をテーマとした観光地づくりを、大殿地区において、大内文化

と明治維新１５０年を一体テーマとした事業を目標に掲げて、それぞれ推進すること
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により、定住人口及び交流人口の増加を目指している。 

  小郡都市核（旧小郡町地域）については、新山口駅ターミナルパーク整備の完成が

間近に迫り、駅北地区重点エリア整備も事業化の段階に入る。同エリアは、県央都市

核として山口県の中枢機能的な役割を担う場所でもあり、山口県をはじめ周辺市とも

連携を図りながら、将来を展望したまちづくりを目標に取り組んでいる。 

  交流人口の増大については、２０１５年 NHK大河ドラマ「花燃ゆ」や２０１８年
の明治維新１５０年に向け関係地域との連携を強化し、広域観光周遊コースの立ち上

げを図り、全国からの観光客誘致に取り組む。また、「２０１５年第２３回世界スカ

ウトジャンボリー」や「ねんりんピックおいでませ！山口２０１５」でのおもてなし

に努め観光客の誘致及びリピーターの確保を目指す。 

多くの地域特性を有する都市という地域の強みをさらに高めるためには、人口減、

高齢化などの外部環境の変化を踏まえ、交流人口増大、地域振興策など面的支援を仕

掛ける。 

 

（目標） 

直近の管内商工業者数は６，９５９事業所、内小規模事業者数は４，９６２事業所

（７１．３％）となっており、商工業者のほとんどが小規模事業者であることから小

規模事業者の持続的発展を支援することが地域経済の活性化に繋がる。 

当市においては、第三次産業が８５．５％（平成２４年経済センサス調査）と大き

なウェイトを占めているため、主としてこれらの業種を中心に小規模事業者の販売力

強化と利益向上に向けた支援を行うケースが多くなるが、経営計画の必要性を広く周

知し、多くの小規模事業者にその重要性を浸透させ、より質の高い支援を行うものと

する。 

巡回・窓口相談を通じた小規模事業者の実情は、新たな取り組みを行いたいが、そ

の手法がわからずに想いを実現できずにいる小規模事業者も多い。また、強みを持っ

ていながら、新たな販路開拓や新商品・新サービスの開発に取り組めていないのが現

状である。 
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このことから、山口商工会議所では、管内小規模事業者に対する金融、税務、労務

や創業、経営革新等の経営支援に加えて、販路開拓や商品開発の支援、事業計画の策

定支援から実施支援を山口県、山口市等の行政機関、地元金融機関等をはじめとする

支援機関と連携し、小規模事業者に寄り添いながら支援を実施する。また、経営基盤

の強化・存続を支援する事業再生や事業継承、知財・特許、６次産業化等の、より高

度で専門的な課題を抱える小規模事業者に対しては、やまぐち産業振興財団、やまぐ

ち６次産業化・農商工連携サポートセンター等と連携して、総合的な伴走型の経営支

援に努めていく。 

地域経済の活性化に資する取組については、行政をはじめとした関係諸団体と強い

連携のもと、中心市街地の活性化、にぎわいづくり、歴史・文化・自然といった地域

資源の活用と観光の推進、地域経済を活性化させていく。 

地域において企業の強みを活かした、小規模事業者の持続的な発展に資する経営発

達支援事業の５カ年計画を策定。 

巡回訪問件数を毎年８％増加させるとともに、事業計画策定支援企業数を年間４４

件（経営指導員・専門経営指導員等１１名×４件）として、次年度以降も対前年比８％

増を目指し、平成２７年度から３１年度の５年間で合計２５０社の発達支援を実現さ

せる。さらに、創業については、新たな取り組みを展開して平成２７年度から３１年

度の５年間で合計１５０社を実現させる。また、小規模事業者の持続的発達支援をさ

らに推し進めるために、広域で小規模事業者の売上アップ、販路開拓をサポートする

広域連携による支援体制を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

    地域の経済動向を調査・分析することにより、管内の経済状況を把握し、小規模

事業者の経営上の問題点や課題を分析して、今後の経営相談や当所の事業に活用す

ることにより、小規模事業者の経営方針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考

にする。 

    また、国、県、市及びその他の機関の資料を活用し、「地域産業振興のための基

礎調査」をとりまとめ、多角的な視点から、より効果的な支援の実施に繋げる。 

 

（事業内容） 

（１）中小企業景況調査 

四半期ごとの事業所の経営状況（業況判断・売上・資金繰り・仕入単価・経常利

益・従業員数及び設備投資）を調査・分析し、地域経済動向として企業活動への

活用を図る。【指針③】 

（２）地区ブロック別連絡会議等を活用した景況感のある情報収集【指針③】 

      商工会議所と地域小規模事業者とのパイプ役として各地区に委嘱された小規模

企業振興委員（19 名）及び振興委員を補佐する協力員（25 名）との年５回にわた

る連絡会議を開催し、地区内の景況感や現状の意見交換を行う。また、経営指導

員等による巡回訪問時での地区や業界等の動向についてヒアリングを行う等、小

規模事業者における課題の抽出を行う。【指針③】 

（３）中心商店街通行量調査 

      中心商店街の通行量の推移や来街者のニーズを探るため、毎年 10・11 月に中心

商店街通行量調査を実施している。山口市の中心商店街への人の流れの現状を把

握し、商店街活動や商店街経営並びに中心市街地活性化の基礎資料とする。【指針

③】 

（４）山口市大型店景況調査 

市内８店舗（売場面積 1,000m2以上）の売上げ、客数、客単価を全体と食品・医

療・日用品・雑貨の部門別に毎月調査し、月毎の販促、催事、祭事等のコメント

を集計する。市内の地域別大型店の販売傾向の調査とともに、商店街の中小小売

店との比較対象を行い、商店街の販促活動の活性化を図る。【指針③】 

（５）山口地域の経済・産業の安定化に向けた連絡会議による情報収集 

      行政や金融機関、市内商工会に呼びかけ、山口地域における経済・産業の安定

化と発展に向けた「山口地域金融経済動向連絡会議」を年１回開催し、小規模事

業者の抱える経営上の悩みや、経済動向等の情報や相互の取組を共有する。【指針

③】 

（６）各種セミナーの開催 

      当所が開催するマーケティング入門、販売促進、創業・経営革新、ＩＴ活用動

向等のセミナーにおいて、受講者に対する、経営課題抽出のための調査を適宜行
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う。【指針③】 

（主要な調査の実施回数と対象） 

 中小企業景況調査・・・・四半期ごと年４回実施／対象１００社 
 地区ブロック別連絡会議等・・・・年５回開催／対象２２０社 
 中心商店街通行量調査・・・・年２回実施／対象１３地点 
 山口市大型店景況調査・・・・毎月実施／対象８店舗 
 山口地域金融経済動向連絡会議・・・・年１回 
 各種セミナーの開催・・・・年１５回 
 

上記の経済動向調査に加えて、必要に応じて、郵送・メール・ヒアリング等により、

景気動向調査や企業実態調査を実施し、小規模事業者の経営支援に必要な情報の収集

と提供を行う。また、行政をはじめ県下各支援機関へも情報提供する。 

 

【地域の経済統計数値の把握】 

（１）経済状況 

経済状況については、全国ベースは月例経済報告（内閣府）、中国地方ベース

は月例経済報告：地域経済版（内閣府）、山口県ベースは山口県の経済情勢（財

務省中国財務局）を基本として、個人消費、雇用情勢、地域の声を把握していく。

（２）各種統計 

人口、事業所数等を中心に、山口県ベースは山口県統計年鑑、山口市では山口

市統計を基本として把握をしていく。 

（３）市場動向 

新商品・新サービス情報については、日経産業新聞（日本経済新聞社）、日経

ＭＪ（日本経済新聞社）、バイヤーズガイド（㈱バイヤーズガイド）等の情報新

聞等々から拾い上げていくことを基本とする。 

 

 （目標・活用方法） 

上記の各調査については、迅速に収集データを取りまとめ、調査結果の要因につい

て分析を行うとともに、経営指導員等で共有認識を図り、小規模事業者への巡回・窓

口相談時に情報提供を行うとともに、経営分析、事業計画策定・実施支援に的確に反

映させる。 

また、地域内の業界団体をはじめ、行政や関係機関に配布するとともに、会議所広

報誌やホームページ上でも公表し、地域内の事業所に広くデータの活用を図っていく。

地域の経営統計数値の把握・活用については、これまで有効な把握・活用がなされ

ていなかったことから一元管理を行う体制を整備し、小規模事業者に対して、「経営

分析」「問題提起」「課題抽出」「解決策策定」「事業計画化」「計画実行」の支援を裏

付けるデータとして情報提供をさらに強化する。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発達に向けて、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー

開催等を通じて小規模事業者の経営分析の支援を行う。経営分析における現状の問題

点は、貸借対照表、損益計算書などの数的分析に留まる傾向があることから、今後は、

経営分析の対象を、小規模事業者の扱う商品・サービス、技術の内容、従業員をはじ

めとする経営資源、財務内容を基本とする。経営分析は、まず「現状把握」「現状分析」

であり、手法としてＳＷＯＴ分析／ＰＰＭ分析、３Ｃ分析、内部・外部環境分析（強

み・弱み・脅威・機会）等を用いる。さらに、地域の経済動向・市場動向を基にして、

小規模事業者の経営課題と制約要件を明らかにしていく。景気の低迷、売上・利益の

減少や後継者難等小規模事業者を取り巻く環境は厳しさが増しているが、新事業展開

の必要性を考えている経営者は少なくない。新事業展開に向けては、まずは経営分析

の必要性を充分に理解させ、経営指導に取り組む。経営分析による問題提起を実施す

る際には、経営者と経営指導員、必要に応じて事業後継予定者や役員、従業員と一緒

に取り組んでいく。山口商工会議所では、経営、金融支援に積極的に取り組んでおり、

支援実績・支援ノウハウの蓄積はある。 

 

（事業内容） 

(1)  現在、管内地域を４つのブロック・１７地区に分け、担当経営指導員１１名を配

置しており、加えて業種毎の組合と連携して、施策の情報提供に取り組んでいる。

平成２６年度の巡回件数は２，６５７件（※①）で主な相談内容は「経営全般」「労

働」「税務」である。今後は、相談内容に対するアドバイスに留まらず、小規模事

業者の真の経営課題解決・持続的発達支援を踏まえてニーズの掘り起こしに取り組

む。【指針①】 

(2)  融資制度の利用者（平成２６年度斡旋件数３５件（※②））、金融の窓口相談（平

成２６年度窓口相談件数２４９件）に対しても、資金繰り計画策定支援等金融支援

面でのアドバイスに留まらず、小規模事業者の真の経営課題解決・持続的発達支援

を踏まえた支援に取り組む。【指針①】 

(3)  記帳継続指導企業（平成２６年度１３６事業所）、税務の窓口相談（平成２５年

度窓口相談件数２８６件（※③））に対しても、決算・記帳面でのアドバイスに留

まらず、小規模事業者の真の経営課題解決・持続的発達支援を踏まえた支援に取り

組む。【指針①】 

(4)  創業・経営革新セミナーの受講者などを中心に過去３年間のデータ（現在の保存

データ企業数１７４社）の洗い出しを行い、小規模事業者をピックアップし、経営

状況等を把握し、ニーズの掘り起こしに取り組む。【指針①】 

(5)  経営分析の第一歩である現状把握のために必要不可欠なものが、経営指導員によ

るヒアリングである。重要視されるヒアリング項目は、「市場の３Ｃ（自社・顧客・

競合）」、「ビジネスモデル（モノ・サービスの流れ、情報の流れ、金の流れ）」、「マ

ーケティングの要素（商品、価格、販売方法、販売促進活動等）に絞り込み、初期

段階ではしっかりと経営者から話を聞くことを心掛ける。この段階は、否定・肯定

を避けて、分析後の問題提起の段階で気づくよう心がけてヒアリングを実施する。

【指針①】 

(6)  特に高度で専門的な経営分析に対しては、地域のその他支援機関、専門家と連携
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し、具体的なサポートに取り組む。【指針①】 
注釈 

※①巡回件数は、平成２６年１月～１２月の数値である。 
※②斡旋件数は、平成２６年４月～１２月の数値である。 

※③税務相談の年度ピークは２、３月で、現時点で未到来のため平成２５年度の実績数を記す。

 

（目標） 

小規模事業者の真の経営課題解決・持続的発達支援を踏まえて対前年８％増の巡回

件数を目標にニーズの掘り起こしに取り組み、経営分析件数は対前年３％増を目標と

する。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

巡回訪問件数 2,657 2,870 3,100 3,350 3,620 3,900

セミナー開催回数 4 4 4 4 4 4

経営分析件数 105 108 111 114 117 120
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の真の経営課題に向けて、従来の経営改善普及事業で取り組んできた

実績やノウハウをベースとして、前述の地域の経済動向・市場動向調査、経営分析結

果に基づき、需要を見据えた「事業計画化」の策定支援を伴走しながらきめ細かく丁

寧な支援を行い、持続的発達支援に取り組む。 

山口商工会議所では、平成１１年度より創業支援、平成１７年度から第二創業支援

（平成１８年から経営革新支援に名称変更）に取り組んでおり、支援実績・支援ノウ

ハウが蓄積されている。平成２６年度の創業塾受講者２３名、第二創業（経営革新）

塾受講者２０名に対して、事業計画策定支援を行っている。 

 

（事業内容） 

(1)  事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会を開催して、事業計画策定を目指

す小規模事業者の持続的発達支援に取り組む。セミナー、個別相談会開催回数は現

状を維持しながらも新たなニーズの掘り起こしに取り組む。【指針②】 

(2)  巡回強化により個別ニーズの掘り起こし事業計画策定を目指す小規模事業者の

持続的発達支援に取り組む。【指針②】 

(3)  金融・税務相談や巡回指導時に小規模事業者からの相談等を受けるとともに、経

営課題の把握のために事業計画策定の必要性を提案することでニーズの掘り起こ

しに取り組む。【指針②】 

(4)  「小規模事業者持続化補助金（※④）」や「やまぐち地域中小企業育成助成金（※

⑤）」、「山口市マーケティング補助金（※⑥）」等の申請時に事業計画の策定支援を

実施する。【指針②】 

(5)  山口商工会議所管内は農山漁村地域を有し、豊かな農林水産物に恵まれているこ

とから、これらの地域資源を活用した事業者に対する「やまぐち６次産業化・農商

工連携事業（※⑦）」等の施策活用に事業計画の策定を支援する。【指針②】 

(6)  事業計画策定後に策定した事業計画が着実に実行されるよう定期的に巡回訪問

し、進捗状況に応じたフォローアップ支援を行う。フォローアップは、事業計画策

定支援事業者に対して最低３回の実施を目標とする。【指針②】 
 

注釈 

※④中小企業庁が持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者の販路開拓（創意工夫に

よる売り方やデザイン改変等）などの取り組みを支援し、経費の一部を補助する制度である。

※⑤（公財)やまぐち産業振興財団が、「やまぐち地域中小企業育成基金」を創設、地域資源を活用し
た中小企業者の新規創業や新事業展開の取組、産業クラスターの形成のための取組等を対象とした

助成制度。 

※⑥山口市が自社独自商品、サービス等の販路拡大する活動を対象とした補助金制度で販路開拓

のための専門家謝金・旅費、販路調査費、広告宣伝費、展示会等出展費が主な補助対象経費で

ある。 

※⑦公益財団法人やまぐち農林振興公社に「やまぐち６次産業化･農商工連携サポートセンター」

を設置。国制度に活用に加えて、山口県独自の支援策を創設、県農林水産物を活かした、魅力

ある新商品の開発や販路開発を支援する事業。 
 

 



9 
 

（目標） 

事業計画策定支援事業者数は、平成２７年度年間目標８７件として、次年度以降対

前年比４％増を目標とする。 

支援内容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

セミナー・説明会 

開催回数
２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

事業計画策定事業者数  ８０  ８７  ９０  ９３  ９６   ９９ 

 

(7) 地域における産業力の強化と雇用の創出を目的とし、地域金融機関と連携して創

業塾・第二創業（経営革新）塾を開催する。創業・第二創業（経営革新）は支援に

ついては、創業までの事業計画の策定を伴走型の支援により実施する。 

［創業支援］ 

① 創業塾は、「カレッジ」として１日コース、創業塾５日間コース、創業ステッ

プアップ塾５日間コースで一貫したスキームで開催する。１日コースは「創業の心

構え、基本知識、支援策の活用」、創業塾５日間コースは「マーケティング戦略、

事業計画書・資金計画書の策定」、創業ステップアップ塾５日間コースは「事業の

成長戦略、中長期計画の策定」の内容で実施している。【指針②】 

② 集団指導のみならず、専門家による個別指導を実施しきめ細やかな支援を行

う。【指針②】 

③ １日コース、創業塾５日間コース、創業ステップアップ塾５日間コースにおい

ては、地域金融機関の参加による個別相談会を実施。創業後に予測される金融機関

とのネットワークづくりにも繋げる。【指針②】 

④ 創業を志す方を掘り起こすために、前述の創業塾５日間コース、創業ステップ

アップ塾５日間コース開催時期以外にサポートセミナーを開催する。【指針②】 

⑤ 先輩経営者との意見交換の場として「創業カフェ」を実施。経営者としてのネッ

トワークづくりに資する。【指針②】 

⑥ 山口市には、「山口調理製菓専門学校」「山口理容美容専修学校」「ＹＩＣビュ

ーティモード専門学校」があり、さらに、山口大学、山口県立大学、山口学芸大学、

山口芸術短期大学がある。「創業」を切り口にした若手創業予備軍の意識啓発を目

的に各種学校との連携を深めていく。【指針②】 

⑦ 創業支援者数を対前年比１０％増の実現のために、前述のフォローアップセミ

ナー、サポートセミナー、土曜・日曜、夜間相談会等の拡充を図る。【指針②】 

［第二創業（経営革新）支援］ 

①第二創業（経営革新）は、「マネジメントプラン策定講座」として、経営革新セミ

ナーを２講座、経営革新塾６日間コースを一貫したスキームで開催する。 
経営革新セミナー（２講座）は、「経営計画作成の必要性や経営革新の必要性、経

営計画作成に伴う自社の現状分析による経営改善策を見極めるノウハウ」、経営革新

塾６日コースは、「自社の経営課題の把握・明確化、経営戦略の策定、行動計画の策

定、計数計画の策定、マーケティング戦略の策定」の内容で実施している。【指針②】

②経営革新塾は、少人数制による個別指導型セミナーで取り組み、座学及び個別相談

により経営計画策定支援を実施している。また、行政（県、公益財団法人やまぐち産
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業振興財団、市）による各種支援策について各窓口担当者より情報提供をいただき、

行政と関わりの少ない小規模事業者に施策の活用による事業実現化の向上を図る。【指

針②】 
③経営革新塾の最終日には、「フォローアップ講座」を実施し、経営計画の実現化に伴

う金融機関とのネットワークづくりを目的に、共催の地域金融機関より小規模事業者

支援の情報提供及び経営革新計画のブラッシュアップや意見交換を実施している。【指

針②】 
④経営革新塾受講後も、経営革新計画申請や創業・第二創業促進補助金申請、販路開

拓等の支援を継続し、事業実現化に向けた伴走型支援を実施している。【指針②】 
 

 （目標） 

支 援 内 容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

創業・第二創業（経営 

革新）塾・セミナー 

開催回数 

２２  ２３  ２４  ２５  ２６  ２７

創業支援者数  ３９  ４５  ５０  ５５  ６０  ６５

第二創業（経営革新）

支援者数 
 ６３  ６６  ６９  ７２  ７５  ７８
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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】 

小規模事業者の真の経営課題に向けて、従来の経営改善普及事業で取り組んできた

実績やノウハウをベースとして、前述の地域の経済動向・市場動向調査、経営分析結

果に基づき、需要を見据えた「事業計画化」の策定支援後から引き続き、「計画実行」

を伴走しながらきめ細かく丁寧な支援を行い、持続的発達支援に取り組む。また、策

定された事業計画書を実現・実施するに当たり、金融支援として「小規模事業者経営

発達支援融資制度」を積極的に推進するとともに、「小規模事業者経営発達支援融資制

度」の活用を切り口とした事業計画策定支援及びフォローアップ支援に取り組む。事

業計画の策定・実施支援における現状の問題点は、支援に当たって PDCA サイクルが弱

いことであり、きめ細かく丁寧な支援に向けて、特に Check（評価）、Act（改善）を

強化する。 

山口商工会議所では、平成１１年度より創業支援、平成１７年度から第二創業支援

（平成１８年から経営革新支援に名称変更）に取り組んでおり、支援実績・支援ノウ

ハウが蓄積されている。平成２６年度の創業塾受講者２３名、第二創業（経営革新）

塾受講者２０名に対して、事業計画策定支援を行っている。 

 

（事業内容） 

(1)  事業計画策定後に策定した事業計画が着実に実行されるよう定期的に巡回訪問

し、進捗状況に応じたフォローアップ支援を行う。フォローアップは、事業計画策

定支援事業者に対して最低３回の実施を目標とする。【指針②】 

(2)  特に高度で専門的な事業計画策定・実行に対しては、地域のその他支援機関、専

門家と連携し、具体的なサポートに取り組む。金融相談から生じる事業計画の策

定・実行支援は、小規模事業者の取引金融機関と連携して支援を行い、実効性の高

い支援を図る。【指針②】 

 

（目標） 

事業計画策定後の実施支援事業者数は、平成２７年度年間目標８７件として、次年

度以降対前年比４％増を目標とする。 

支援内容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

セミナー・説明会 

開催回数
２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

事業計画策定事業者数  ８０  ８７  ９０  ９３  ９６   ９９ 

フォローアップ件数 ２４０ ２６１ ２７０ ２７９ ２８８ ２９７ 

 

（3）地域における産業力の強化と雇用の創出を目的とし、地域金融機関と連携して創

業塾・第二創業（経営革新）塾を開催する。創業支援については、創業までの事業計

画の策定、金融支援のみならず、創業後も販路開拓、計画の見直しなど伴走型の支援

によるフォローアップを継続的に実施する。また、第二創業（経営革新）は、計画策

定のみならず、新商品・サービスの実現化に向けて地域支援機関と連携して販路開拓

支援を伴走型による支援を行う。 
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［創業支援］ 

創業後は、販路開拓・販路拡大を目的としたフォローアップセミナーを実施する。

【指針②】 

［第二創業（経営革新）支援］ 

経営革新塾受講後も、経営革新計画申請や創業・第二創業促進補助金申請、販路開

拓等の支援を継続し、事業実現化に向けた伴走型支援を実施している。【指針②】 
 

 （目標） 

支 援 内 容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

創業・第二創業（経営 

革新）塾・セミナー 

開催回数 

２２  ２３  ２４  ２５  ２６  ２７

創業支援者数  ３９  ４５  ５０  ５５  ６０  ６５

第二創業（経営革新）

支援者数 
 ６３  ６６  ６９  ７２  ７５  ７８
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５．需要動向調査に関すること【指針③、④】 

小規模事業者は、経営者自ら携わる業務が多岐にわたるなど人的制約の課題から、

需要動向に関する情報収集が不足している。このことから、需要動向、ニーズに的確

に対応した商品・サービス開発や販売形態となっていないケースが多い。 

需要動向調査に関しては、全国ベースでの消費動向のみならず、地域の特性を充分

加味されたうえでの情報提供となるよう体制を整える。 

地域情報誌「やまぐち経済月報」「経済レポート」より地域の需要動向の情報収集、

山口市内大型店のバイヤーとの意見交換による全国ベースでの需要動向の情報収集、

各種展示会・商談会への参加による情報収集に取り組み、分析を行い、相談時での情

報提供、また、ホームページでの情報発信を行う。 

小規模事業者の新商品・サービス開発は、得てして「新商品・サービス」ありきで

計画がなされるケースが多いことから、今後は地域の経済動向・市場動向に合致した

情報提供を行い、需要を見据えた事業ならびに事業計画の見直し支援を強化する。 

 

（事業内容） 

(1)  新商品・サービスの発表の場を設けて、様々な方からアドバイスを頂き、新商品・

サービスのブラッシュアップを行う。【指針③】 

(2)  山口県産業技術センター、山口県農林技術センター等との連携を強化して、付加

価値の高い新商品・サービス化に向け支援する。【指針③】 

(3)  販路調査費、広告宣伝費、展示会等出展費等の補助を行う「やまぐち地域中小企

業育成助成金」、「山口市マーケティング補助金」「やまぐち６次産業化・農商工連

携事業」等を活用して、テストマーケット等に取り組む支援をする。【指針④】 

(4)  新商品・サービスのテストマーケティング等で得られた情報を活かすフォローア

ップ支援を行う。【指針③】 

(5)  需要動向調査により得られたデータに基づき、フォローアップ支援を実施するに

当たり新商品・サービスの改良に係わる技術支援やデザイン・意匠等のアドバイス

に対しては、地域のその他支援機関、専門家と連携し、具体的なサポートに取り組

む。【指針③】 

 

（目標） 

  小規模事業者の新商品・サービスの創出を目的に情報提供を行い、経営分析、事業

計画策定、事業計画実施支援に繋げる。次年度以降も対前年比８％増を目指す。 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要動向情報提供事業 

（提供先小規模事業者

数 延べ件数） 

２７０ ２９２ ３１５ ３４０ ３６７ ３９６
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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【指針④】 

㈱日本政策金融公庫「２０１３年中小企業の景況見通し」において小規模事業者の

経営支援ニーズで最も高いのが、「販路開拓支援（７３．２％）」である。創業・第二

創業（経営革新）により生まれた新商品・新サービスは、販路開拓支援が必要となっ

ている。しかしながら、小規模事業者の商圏はある程度限定されており、対象とする

市場が比較的狭いという経営課題を抱えているため、この解決に向けて、県内外で開

催される展示会・商談会等への参加促進に取り組む。また、小規模事業者は、情報発

信力が弱いことから、ＩＣＴ活用支援に取り組むとともに、補完機能として山口商工

会議所月報・ホームページで情報発信を支援する。 

 

（事業内容） 

(1)  平成２６年度に実施された小規模事業者の販路開拓などに要する費用を補助する

小規模事業者持続化補助金をはじめ、新商品・サービス開発や展示会・商談会等販

路開拓を支援する「やまぐち地域中小企業育成助成金」や「山口市マーケティング

補助金」の補助金の活用を提案し、実効性の高い販路開拓を展開する。【指針④】 

(2)  小規模事業者の特長ある優れた新商品・サービスを、県内外で開催される展示会・

商談会等への参加を促し、販路開拓支援を行う。【指針④】 

(3)  小規模事業者は、人的不足から販路開拓に充分取り組めておらず、さらにプレゼ

ンテーション能力が高いとは言い難い。このことから、プレゼン能力の向上を支援

するとともに、展示会・商談会（※１）への参加を積極的に提案し、小規模事業者

が一堂に会し、マスコミに対し新商品・サービスの発表を行う「合同プレゼンテー

ション会」を実施する。【指針④】 

※１ 出展予定展示会等 

①ビジネスドラフトやまぐち 

主催は山口県商工会議所連合会で、山口県内１４商工会議所事業所を対象にし

た完全予約型の商談会である。平成２５年度は、商談会エントリー総企業数は２

７９社。このうち山口商工会議所会員事業所は３５社のエントリーがあり、内小

規模事業者数は２７社。平成２６年度の商談会エントリー総企業数は３１９社。

このうち山口商工会議所会員事業所は４１社で、内小規模事業者数は２９社であ

る。 
②山口県しんきん合同ビジネスフェア 

山口県下３信用金庫（萩山口信用金庫、西中国信用金庫、東山口信用金庫）と

山口県信用金庫協会が、企業や地域活動の推進を目的として、山口県および津和

野・益田地区を活動拠点とする、事業者の皆様に「出会いの場」を提供し、販路

拡大・受注確保など支援するために開催。 
③やまぐちものづくり＆ビジネスフェア 

山口県の商工労働施策を総合的に普及啓発するとともに、将来の山口県産業を

支える人材の育成、県内企業の情報発信、企業間取引の活性化、技能の振興及び

物産観光の振興等を目的として開催。 
④スーパーマーケット・トレードショー 

食品流通・小売・量販のみならず、百貨店・ホテル・外食産業・商社・こだわ

り商材を扱う専門店など、食に関するプロが集まる専門商談展示会。やまぐち産
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業振興財団が、県内の地域資源・農商工連携製品の PR、県内中小企業の販路開拓・
拡大を目指し、山口県ブースを設け出展。 
⑤Ｒｅ維新ブランド展示即売会 

山口商工会議所では、付加価値の高い新商品・サービスを「Ｒｅ維新」ブラン

ドとして認定している。これは、維新の志士たちの気概を持って創られた新商品・

サービスの統一ブランドである。現在２０社の商品・サービスが認定されており、

地元百貨店等で即売会を３回開催している。 

(4)  山口市大型店協議会との連携 

山口市内に立地する百貨店、総合スーパーマーケット８社の店長で構成される山

口市大型店協議会がある。大型店においても、地域特性、地域ブランドの高い山口

県産品商品に対する関心度が非常に高いことから、創業、第二創業（経営革新）に

伴う新商品・サービスの販路開拓の場として連携を強化し、アドバイスを得るとと

もに、小規模事業者の販路開拓を積極的に支援する。【指針④】 

(5)  山口商工会議所では、毎月月報を発行している。会員は勿論、各関連機関への配

布を行っている。この月報においても、創業・第二創業（経営革新）により生まれ

た新商品・新サービスの紹介を行い、販路開拓支援を行っている。さらに、過去、

「地元農産物を活用した新商品」、「コンバートＥＶ事業の展開」等においては、地

元マスメディアに対して発表会をし、販路開拓支援を行った実績を有しており、今

後も積極的に取り組んでいく。【指針④】 

（目標） 

 展示会・商談会出展支援者数は、対前年比１０％増を実現化する。 

支 援 内 容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

展示会・商談会 

開催回数 
２ ２ ３ ３ ３ ３

展示会・商談会出展 

支援者数 
４９ ５４ ５９ ６５ ７１ ７８

（効果） 

小規模事業者は、良い商品・サービスを有しているにもかかわらず、人的制約・時

間的制約から情報発信力、営業力が弱いという課題を有している。 

このため、本事業に取り組むことで、小規模事業者が県内、全国への情報発信を行

い、新たな販路拡大・販路拡大とともに商品・サービスの見直し、接客、製造工程等

の経営改善の一助となるなどの効果が得られる。 

さらに、支援機関である山口商工会議所の対象地域は旧山口市と旧小郡町であるこ

とから、広域への販路開拓を支援するためにも、山口市内商工会（山口県央商工会、

徳地商工会）および県内商工会議所との連携を強化するとともに、首都圏での販路開

拓支援の機能を有する山口県東京営業本部、やまぐち産業振興財団、やまぐち６次産

業化・農商工連携サポートセンター、日本政策金融公庫をはじめとする金融機関と連

携して、切れ目のない支援を強化することで小規模事業者の販路開拓・販路拡大に寄

与し、経営発達支援に繋げることができる。 
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２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

  山口市は、山口県のほぼ中央部に位置し、豊かな自然、文化が共存している。室町

時代に大内弘世が山口市を大内氏の本拠としたことで発展し、西国一の大名として栄

華を極め「西の京」と謡われた。また、幕末には萩市から山口市へ藩庁が移されて、

明治維新の中心的役割を果たしている。さらに、維新の志士も入浴した「湯田温泉」

を有している観光都市でもある。 

  地域経済活性化の方向性を地域全体として推進するために、行政、地域の支援機関、

大学等の教育機関、農業団体等と連携して以下の事業に取り組む。 

 

Ⅰ．地域活性化事業 

(1)  山口商工会議所山口未来都市構想委員会では、山口市成長戦略室（行政）と地

域の方向性を協議している。 

この委員会での重要事業として「アクティブエイジング事業」に取り組んでいる。

具体的な事業は「山口アクティブエイジングブックの作成とシルバー人材センター

の設立」、「山口食の健康ステーションの設立」、「アクティブエイジングロードの設

立」の３部会で推進している。 

現在具体化しているものは、食の安心安全プロジェクト第１弾として、食の安全

ステーション事業に取り組んでいる。この事業は、１食分の総エネルギーが７５０

㌘以下で野菜が１５０㌘以上、主食・主菜・副菜のバランスがとれていることの３

点を登録認定基準として、山口県立大学管理栄養学部の先生と協力してメニューを

審査し２４業者を平成２６年１１月に認定した。今後も連携を強化して、認定事業

者数の増加に努める。さらに、「宅配サービスメイト」に取り組んでいる。これは、

本市における高齢化社会への対応として、宅配サービスを小規模事業者から優先的

に調達することで小規模事業者の新たな取組を支援するものである。 

(2)  山口商工会議所まち活性化委員会では、地域の特性を踏まえた観光振興、地域 

のブランド化に取り組んでいる。主な事業として「平成大内御膳事業」、「やまぐち

歴史・文化・自然検定事業」、「『１２月、山口市はクリスマス市になる。』事業」

の３事業である。それぞれの事業において、地域の多様な関係機関で構成される委

員会を立ち上げて取り組んでいる。 

①  平成大内御膳事業 

平成１６年度、平成１７年１０月の新市誕生に向けて、「山口名物料理創出推進

会議」を立ち上げた。この組織を中心として、地産地消は勿論、地域の食材によ

る料理の創作に取り組み、平成２２年に「平成大内御膳」を商品化。当初は、期

間限定であったが、１年間を通じて提供できるようにメニューを再開発し、加え

て「ジャパン歴食サミット・プレ大会」を平成２７年２月に開催して、地域の魅

力を増すことに取り組んでいる。 

「山口名物料理創出推進会議」構成委員は２１団体・個人。主な構成団体は、山

口県、山口市、山口県飲食業生活衛生同業組合山口支部、山口市調理研究同好会、

湯田温泉旅館協同組合、山口旅館組合、ＪＡ山口中央等である。 

②  やまぐち歴史・文化・自然検定事業 

「山口市の良さを広く市内外の方々に知って頂くこと」「自分たちの住んでいる
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故郷に誇りを持っていただくこと」を目的に初級・中級・上級の検定試験を平成

２０年より実施している。 

「やまぐち歴史・文化・自然検定実行委員会」の構成委員は１０団体。主な構成

団体は、山口市文化政策課、山口市観光課、山口市教員委員会、山口市文化協会、

山口ユネスコ協会、山口市連合婦人会、山口観光コンベンション協会、山口市Ｐ

ＴＡ連合会、歴史の町山口を甦らせる会等である。 

③  「１２月、山口市はクリスマス市になる。」事業 

西の京とうたわれる程の栄華を極めた大内文化が花開いた時代に、大内氏が中

国やスペイン等の異国の文化を吸収した。中でも１５５０年に来山したサビエル

にキリスト教の布教を大内氏が許したことから、神父トルレスらによって初めて

クリスマスが祝われたという史実をもとに、平成９年度から「日本のクリスマス

は山口から」をテーマとし、地域経済・観光・文化を活かした事業を山口商工会

議所青年部が中心となり取り組んでいる。現在では、事業名が「『１２月、山口市

はクリスマス市になる。』事業」となり、地域のブランド化、にぎわい創出に取り

組んでいる。 

実行委員会の構成委員は４８団体。主な構成団体は、山口市、（一財）山口観光

コンベンション協会、山口県立大学、山口県立図書館、山口県立美術館、山口市

商店街連合会、湯田温泉旅館協同組合、ＮＰＯ法人山口まちづくりセンター等で

ある。 

(3)  山口商工会議所観光サービス部会・交流人口増大委員会では、観光振興を目的に

にぎわいの創出等による地域経済活性化に取り組んでいる。 

①  山口お宝展・明治維新１５０年事業 

平成１８年１月から「山口お宝展」を開催している。山口市は、大内時代から

明治維新に至るまで、数多くの貴重な文化品や国宝瑠璃光寺五重塔（大内氏遺構）

をはじめとした神社仏閣が現存している。この事業は、山口市民はもとより、市

外・県外から多くの観光客に山口市を訪れていただき、山口市の歴史・文化を感

じて頂く機会を提供するとともに、観光振興・文化振興を目的としている。 

平成２６年に第９回目を迎え、同年から明治維新１５０年にあたる２０１８年

までは、山口市が明治維新の策源地であったことを県内外へ発信することに特化

して開催しており、「明治維新１５０年事業実行委員会」を立ち上げた。 

「明治維新１５０年事業実行委員会」は山口商工会議所議員３０名を中心に構成

されている。さらに、前毛利博物館館長、古熊神社、山口県立博物館、山口県文

書館、山口県立美術館、山口市歴史民俗資料館、山口県観光連盟、山口市と連携

をしている。 
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３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

Ⅰ．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 

山口商工会議所では、平成２０年から平成２１年度に地域力連携拠点事業、平成２

２年度に中小企業応援センター事業に取り組んだ。この事業を通じて、地域における

支援機関との連携強化や支援ノウハウの情報共有の重要性を痛感した。現在取り組ん

でいる創業・第二創業（経営革新）支援においてそのノウハウを活かし、地域金融機

関と連携を強化している。地域金融機関の協力により個別相談会を実施し、事業者が

作成した事業計画プレゼンテーションに対するアドバイス等を頂いている。この相談

会等の開催に先立ち、連絡会議を開き、アドバイスの内容・今後の支援策等について

協議を行っている。 

経営発達支援事業は、山口商工会議所が主体的に取り組む事業であり、経営指導員

等を中心に、巡回による「ニーズの掘り起こし」を行い、「経営分析」→「問題提起」

→「課題抽出」→「解決策策定」→「事業計画化」→「計画実行」という伴走型支援

に取り組むが、円滑な実施に向けた支援向上のためには、他の支援機関との連絡会議

を開催し、事業の共通認識、支援ノウハウの共有化を図る必要がある。連絡会議は４

半期毎に１回開催する。連絡会議においては、参画支援機関として山口県診断協会、

山口市内の各金融機関として、小規模事業者の持続的な発達支援に向けて、支援ノウ

ハウ、個別具体的な支援策の情報共有を行なう。この連絡会議は、商工会議所の経営

支援能力の強化とともに、地域の支援機関が連携して地域を挙げて総合的に一貫した

支援体制の構築を目指す。 

特に支援ノウハウの共有化は、成功企業の創出に向けて大きな意味がある。 

 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

山口県においては、経営改善普及事業等に従事する経営指導員の資質向上を図るた

め、幹事会議所である山口商工会議所広域応援センターにおいて、経営指導員（専門

経営指導員）等研修会として、「専門コース（１日）」、「経営支援コース（２日間）」、

「経営革新支援能力向上コース（４日間）」を実施し、経営指導員が参加している。 

また、平成２６年度から中小企業庁主催の研修会にも参加している。加えて、他の

支援機関が実施しているセミナー「海外展開支援セミナー（主催：山口大学）」「特許

活用セミナー（主催：発明協会山口支部）」「経営分析手法（主催：山口県診断協会）」

「事業承継セミナー（主催：中小企業基盤整備機構）」にも積極的に参加している。 

他の支援機関の主催セミナーへ参加することは、経営指導員等の支援スキルの向上

のみならず、支援機関との連携強化や参加事業者との新たな出会いがあるなど得るも

のが多い。 

今後も、日本商工会議所が主催する研修会､中小企業大学校が主催する研修会に参加

し、経営支援能力を向上させる。組織内でのノウハウの共有については、毎月１回情

報交換会を開催する。情報交換会においては、案件発掘、効果的な支援ノウハウ、支

援策の活用手法、成功事例などの情報共有を行う。また、この情報交換をもとに支援

マニュアルの策定に取り組み、個々の経営支援能力の平準化を図る。 

組織内の支援スキルの底上げと平準化を図るため、若手経営指導員は、ベテラン経

営指導員とチームを組み、ＯＪＴにより小規模事業者への支援・助言内容、情報収集
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方法を学び、伴走型の支援能力の向上を図る。若手経営指導員のみならず、伴走支援

で経営指導員に求められることは、専門的知識は当然のことであるが、まずは、「コミ

ュニケーション能力」、「ヒアリング・カウンセリング能力」「コーディネート能力」の

向上を図ることが求められる。 

小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの習得については、「事業価値を高

める経営レポート～知的資産経営報告書～（中小機構発行）」等を活用して取り組む。

さらに、「経営支援プログラム」の策定、「先進的事例」を時系列に作成・保管する

ことで習得した支援ノウハウを蓄積するとともに、組織内で情報共有する。 

Ⅲ．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、本計画に記載した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 小規模事業者の経営支援について高度で専門的な知識・ノウハウを有する山口大

学、やまぐち産業振興財団、中小企業診断士等の有識者・専門家と山口県商工労

働部経営金融課、山口市経済産業部等の関係部署で「（仮称）事業検討委員会」

を組織し、事業の実施状況の確認、成果の評価・見直し（案）の提示を行う。 

② 事業評価の基本は、ＰＤＣＡである。全体的には、小規模事業者の中長期的な振

興の方向性を含めて、経営発達支援計画事業の定量的な指数及び目標の進捗につ

いて評価・見直すとともに、将来予測を基に業務計画を更に効果的に推進するた

めの改善案を検討する。 

③ 具体的な事業評価は、小規模事業者の発達支援計画の実施内容の検討を主とし

て、国・県・市の施策の効果的な活用、他の支援機関との効果的な連携スキーム

の再構築の検討等として、事業の連携スキームのより効果的な改善に資する。 

④ 「（仮称）事業検討委員会」において、評価・見直しの方針を取りまとめる。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については、山口商工会議所正副会頭会議へ報

告を行い、承認を受ける。 

⑥ 事業の成果・評価・見直しの結果を山口商工会議所のホームページ

（http://www.yamacci.or.jp/）で計画期間中公表するとともに、月報にも掲載

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２７年１月現在）

（１）組織体制 

 ①経営発達支援事業の実施体制 
                                                                                     

 専務理事  

                                  

 事務局長  

                                  

 

 
中小企業相談所 

主席専門経営指導員 
 

 

      

     

           

           

地域振興部 

主席経営指導員 
 

 
企業支援部 

 

   

     

 

 

 

小郡・南部地域振興課  
 
  

 
  

 
  

山口地域振興課 広域応援センター 経営支援課 

経営指導員  ２名 
記帳専任職員 １名 

経営指導員  ３名
補助員      １名

専門経営指導員２名

補助員    １名

 経営指導員 ２名
 記帳専任職員２名
補助員    １名

                                                           

②実施人員 

  経営指導員８名 専門経営指導員３名 

 

 

（２）連絡先 

 山口商工会議所企業支援部経営支援課  

住  所：山口県山口市中市町１－１０ 

電  話：０８３－９２５－２３００ 

  ｍａｉｌ：ｙｃ＠ｙａｍａｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ 
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（１） 山口商工会議所組織図・経営指導員数、事務職員数 

①組織図 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 経営指導員数、事務職員数 
・事務局長 １名 

・総務部総務課     部長（兼課長）１名 職員３名 臨時職員１名 

・企画推進部企画推進課 部長１名 職員１名 

中小企業相談所    所長１名（主席専門経営指導員） 

（企業支援部）        

・経営支援課      課長１名（経営指導員） 

職員４名（経営指導員１名、記帳専任２名、補助員１名）

・広域応援センター   課長１名（主任専門経営指導員） 

職員２名（専門経営指導員１名、補助員１名） 

（地域振興部）      部長１名（主席経営指導員） 

・山口地域振興課    課長１名（経営指導員） 

職員３名（経営指導員２名、補助員１名）   

・小郡・南部地域振興課 課長１名（経営指導員） 

職員２名（経営指導員１名、記帳専任１名）  
 

職員数 

区分 一般職員 経営指導員 補助員 記帳専任 臨時 計 

男 5 9 2 1  17 

女 2 2 1 2 1 8 

計 7 11 3 3 1 25 
 

 

 

会 員

部 会

議員総会

会 頭

副会頭

常議員会

専務理事

監 事 顧問・参与

・商 業 部 会 ・理財部会

・工 業 部 会 ・観光ｻｰﾋﾞｽ部会

・建 設 部 会 ・運輸交通部会

委 員 会

・山口市未来都市構想委員会 ・交流人口増大委員会

・山口都市核づくり委員会 ・まち活性化委員会

・県央都市核の理想を考える委員会

事 務 局

事務局長



22 
 

（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） 

 ２７年度
（平成２７

年４月以降）

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

必要な資金の額 76,310 76,310 76,310 76,310 76,310
 ①小規模事業経営支援事業費  
 指導事業費 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
 経営指導員等研修費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
 経営技術強化支援事業費 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860
 中小企業景況調査費 150 150 150 150 150
 地域総合活性化事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
 地域中小企業総合経営支援事業費 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
 消費税転嫁対策事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 創業人材育成事業費 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
 地域力活用市場獲得等支援事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 ②商工開発対策費 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
 ③観光振興費 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
 ④商工振興費 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
 ⑤委託事業費 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
（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 

①小規模事業経営支援事業費・・・一般財源、補助金収入（国、県、市）、事業委託費 

（日商、市）、その他収入（他団体、受講料収入） 

②商工開発対策費・・・一般財源、補助金収入（市）、その他収入（受講料収入） 

③観光振興費・・・・・一般財源、補助金収入（市）、その他収入（受講料収入） 

④商工振興費・・・・・一般財源、補助金収入（市）、その他収入（他団体） 

⑤委託事業費・・・・・事業委託費（日商、市） 

（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 

経営発達支援事業を円滑に実施するため、地域の他の支援機関及び専門家と連携して 

取り組む。 

Ⅰ．経営分析支援 

経営分析の対象は、小規模事業者の取り扱う商品・サービス、技術の内容、従業員を

はじめとする経営資源、財務内容を基本とする。経営分析は、まず「現状把握」「現状分

析」で、ＳＷＯＴ分析／ＰＰＭ分析、３Ｃ分析、内部・外部環境分析（強み・弱み・脅

威・機会）等を用いる。高度で、専門的な分析については、（公財）やまぐち産業振興財

団、山口県中小企業診断協会、㈱日本政策金融公庫山口支店、山口銀行山口市内店、西

京銀行山口市内店、萩山口信用金庫山口市内店、西中国信用金庫山口市内店と連携して

支援に取り組む。 

 

Ⅱ．事業計画策定・実施支援 

経営分析結果に基づき、需要を見据えた「事業計画化」の策定支援、「計画実行」を伴

走型支援をしながらきめ細かく丁寧な支援を行い、持続的発達支援に取り組む。事業計

画の策定・実施支援においては、「経営改善」と「新事業展開」の２つの側面で取り組む

必要がある。 

この２つの側面については、金融支援、新商品・サービスの開発支援、新たな販売形態

の構築支援が考えられる。このような高度で専門的な事業計画策定については、（公財）

やまぐち産業振興財団、山口県中小企業診断協会、㈱日本政策金融公庫山口支店、山口

銀行山口市内店、西京銀行山口市内店、萩山口信用金庫山口市内店、西中国信用金庫山

口市内店と連携して支援に取り組む。新商品・サービスの開発支援については、特許・

意匠、技術・ノウハウ・情報等の専門的な支援が求められることから、やまぐち６次産

業化・農商工連携サポートセンター、山口県農林総合技術センター、山口県産業技術セ

ンター、山口県東京事務所と連携して支援に取り組む。 

 

Ⅲ．需要調査支援 

「新事業展開」に必要な新商品・サービスが、地域の経済動向・市場動向に合致し需要

を見据えたものとなるには、地域の様々な支援機関の多様なアドバイスが必要となる。

このため、小規模事業者の地域需要情報を有する（公財）やまぐち産業振興財団、（一

社）、山口県発明協会、やまぐち６次産業化・農商工連携サポートセンター、山口県中小

企業診断協会、㈱日本政策金融公庫山口支店、山口銀行山口市内店、西京銀行山口市内

店、萩山口信用金庫山口市内店、西中国信用金庫山口市内店、山口県農林総合技術セン

ターと連携して支援に取り組む。 

 

Ⅳ．販路開拓支援 

小規模事業者はその商圏がある程度限定されており、対象とする市場が比較的狭いと

いう経営課題を抱えているため、この解決に向けて、県内外で開催される展示会・商談
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会等への参加促進等の販路開拓支援に取り組む。 

このため、小規模事業者の販路開拓支援に繋がる商談会、見本市等を開催、実施して

いる（公財）やまぐち産業振興財団、やまぐち６次産業化・農商工連携サポートセンタ

ー、㈱日本政策金融公庫山口支店、山口銀行山口市内店、西京銀行山口市内店、萩山口

信用金庫山口市内店、西中国信用金庫山口市内店と連携して支援に取り組む。 

 

連携者及びその役割 

 

連携先の名称及び所在地 具体的な連携内容 

（公財）やまぐち産業振興財団 

山口市熊野町 1-10 

 理事長 田村 浩章 

 電話 ０８３－９２２－３７００ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と専門家が連携して

小規模事業者の支援に取り組む。 

・首都圏への販路開拓に経営指導員と連携して

小規模事業者の支援に取り組む。 

 

（一社）山口県発明協会 

山口市熊野町 1-10 

会長 森 敏明 

電話 ０８３－９２２－９９２７ 

・事業計画策定・実施支援に係わる高度で専門

的な情報収集（特許・意匠等）に関して経営指

導員と専門家が連携して小規模事業者の支援に

取り組む。 

やまぐち６次産業化・農商工連携 

 サポートセンター 

 山口市葵 2-5-69 

事務局長 福永 晴夫 

電話 ０８３－９２４－８１００ 

・高度で専門的な事業計画策定・実施支援（新

商品・サービス開発における情報提供・技術支

援）に関して経営指導員と専門家が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

・販路開拓に経営指導員と専門家が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

山口県中小企業診断協会 

山口市中央４－５－１６ 

代表理事 原 義夫 

電話 ０８３－９３４－３５１０ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と専門家が連携して

小規模事業者の支援に取り組む。 

・需要動向、販路開拓（ＩＴ活用）に関して経

営指導員と専門家が連携して小規模事業者の支

援に取り組む。 

㈱日本政策金融公庫山口支店 

山口市熊野町 1-10 

 支店長 小島 重樹 

 電話 ０８３－９２２－９９２７ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と行員が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

・需要動向に関するアドバイス等連携支援 

・創業、第二創業（経営革新）の事業計画、新商

品・サービスに関するアドバイス等連携支援 

山口銀行山口市内店 

山口市駅通り２－５－５ 

支店長 原田 勉 

電話 ０８３－９２２－１７５０ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と行員が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

・需要動向に関するアドバイス等連携支援 
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・創業、第二創業（経営革新）の事業計画、新商

品・サービスに関するアドバイス等連携支援 

西京銀行山口市内店 

 山口市中央５－１－３０ 

 支店長 山下 禎治 

電話 ０８３－９２２－１０４１ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と行員が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

・需要動向に関するアドバイス等連携支援・創業、

第二創業（経営革新）の事業計画、新商品・サー

ビスに関するアドバイス等連携支援 

萩山口信用金庫山口市内店 

 山口市道場門前１－５－１ 

 理事長 中野 博文 

電話 ０８３－９２２－２７００ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と行員が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

・需要動向に関するアドバイス等連携支援 

・創業、第二創業（経営革新）の事業計画、新商

品・サービスに関するアドバイス等連携支援 

西中国信用金庫山口市内店 

山口市小郡下郷１２０１ 

本部長 山本 薫 

電話 ０８３－９７３－２２６０ 

・高度で専門的な経営分析、事業計画策定・実

施支援に関して経営指導員と行員が連携して小

規模事業者の支援に取り組む。 

に関する連携支援 

・需要動向に関するアドバイス等連携支援 

・創業、第二創業（経営革新）の事業計画、新商

品・サービスに関するアドバイス等連携支援 

山口県農林総合技術センター 

山口市大内氷上 1-1-1 

所長 服部 一朋 

電話 ０８３－９２７－０２１１ 

・高度で専門的な事業計画策定・実施支援にお

ける新商品・サービス開発に対して情報提供・

技術支援に関する連携 

 

山口県産業技術センター 

宇部市あすとぴあ 4-1-1 

理事長 山田 隆治 

電話 ０８３６－５３－５０５０ 

・高度で専門的な事業計画策定・実施支援にお

ける新商品・サービス開発における技術支援に

関する連携 

 

山口県東京営業本部 

東京都千代田区霞が関 3-3-1 

本部長 村田 太 

電話 ０３－３５０２－３３５０ 

・首都圏における販路開拓に関する連携支援 
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