
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
防府商工会議所（法人番号 3250005001544） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1日～平成 33 年 3 月 31 日 5 カ年 

目標 

防府市は自動車関連産業・化学産業を主力とした工業都市だが、消費関連業種の大

半を占める小規模事業者は人口・所得の減少等外的要因、量販店・ネット販売等の

競合により、事業縮小や廃業等が相次ぎ、中心市街地商業の衰退、後継者不足など

の諸問題に直面している。以上のことから、伴走型個店指導「ウルトラＤ（繁盛店

育成事業）」の実施、地域ブランド「幸せます」を使った販売戦略、創業包括支援

相互協定による新たな事業者創出等の諸事業により、関係機関との連携を図りなが

ら、伴走型支援により地域経済を支える小規模事業者を活性化させ、経済循環を太

く好循環にしていくことを目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査 
地域内事業者の景況感（業況・売上・今後の見通しなど）を把握するための経済動向調査

を定期的に実施し、経済センサス等で集計されている消費動向、家計動向といった調査結果

と組み合わせて分析し適時公表することで、小規模事業者の実態把握を行うと共に、事業計

画策定など経営判断を行う際の資料として活用する。 

２．経営状況の分析 
小規模事業者の「声」を聞き取り、経営分析を行うことで事業者の持続的な発展に向かう

よう、時期を得た講習会や経営指導員による事業所への巡回・窓口相談を強化する。 

３．事業計画策定支援に関すること 
意欲のある事業所を掘り起こし、持続的発展のための事業計画策定・実施支援を行ってい

く。また、事業計画実施にあたっての専門的支援について必要に応じ、関係機関と共同で支

援にあたる。伴走型個店指導「ウルトラＤ（繁盛店育成事業）」を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援 
月に 1回以上の巡回によるフォローアップ、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支援による計

画策定後の実施支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 
消費者、事業者の需要動向調査を実施し、情報提供を行うことで、事業者の事業計画策定

の参考となるよう行っていく。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業 
地域資源の活用・幸せますブランドにより個店の商品に付加価値を付け、販売促進を行う

と共に、地元内外での販売会・展示会などでの出展・情報発信を通じて、認知度向上、販路

拡大に努める。また「会員ビジネス交流会」「ビジネスドラフトやまぐち」等のビジネスマ

ッチング事業を通じて、商談や販路拡大が図れるよう広報に努める。 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 
市内外からの来客が見込めるイベントは、管内事業者にとって商品サービスの周知を図れ

るまたとない機会である。これらイベントについて地域ブランド「幸せます」を冠し、統一

感を図ることで、「幸せます商品」のブランド戦略及び一体となった販売支援の仕組み作り

を行っていく。 

２．中心商業エリアの再開発促進のための中心市街地活性化協議会設立に向けて 
中心市街地エリアへの市庁舎移転により、まちなかの賑わい創出、未利用地・老朽化店舗

の再開発の促進を促すことが期待されることから、中心市街地活性化協議会の設立、活性化

基本計画の策定を目指す 

連絡先 
防府商工会議所 中小企業相談所  

山口県防府市八王子 2丁目 8番 9号電話番号 0835-22-4352 Email:hofu@h-c.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 

 

 防府市の現状と課題  

 

 防府市は山口県の県央部に位置しており、古くはかつての周防国の国府がおかれており、今も

周防国府跡・周防国分寺が現存している。また創立して 1,100 年以上の歴史を持つ日本三大天神

の一つ防府天満宮の門前町として商業は発達し、近世にかけては入り浜で製塩業が栄え、戦後は

跡地にマツダ㈱・㈱ブリヂストン・東海カーボン㈱といった大手企業の主力工場が建設された。

このほか、協和発酵バイオ㈱、バイエルクロップサイエンス㈱の主力工場も立地しており、製造

業の町として現在に至っている。工業出荷額は 1兆円を超え周南市に続き県内 2位の地位を占め

ている。 

 人口は 117,710 人（平成 27 年 8 月現在 住民基本台帳）でここ 20 年以上はほぼ横ばいから微

減で推移しているが、高齢化率は平成 27 年には 26％と山口県の平均 32%よりは低いものの、少

子高齢化が進んでいる。 

 産業面を見ると、先にも挙げたように製造業が盛んであり、特にマツダ㈱の主力工場が置かれ

ている関係で、関連するサプライヤー・部品メーカーの工場、保守メンテナンス・輸送を行う関

連事業者などが数多く進出している。こうした製造業数は企業全体の５．８パーセントと少ない

が、大企業の工場が多く、従業員数は約 13,000 人、企業全体の約 29 パーセントにもなっている。

 一方商業については、隣接する山口市・周南市といった商圏に挟まれ、さらにモータリゼーシ

ョンの進展・自動車道の開通により、広島・福岡といった政令市までほぼ等距離にあるという立

地、郊外型ショッピングセンター、大手量販店の進出、インターネット販売の発達などにより、

特に防府市の中心市街地における商業は大きな打撃を受け、加えて戦後に建築されたこれら商

業エリアの建物の老朽化により使用できなくなる店舗も増加し、中心商店街における空き店

舗・未利用地は増加の一途をたどっている。 

 また管内における商業・サービス業は先述した工業に関連した従業員・関連事業者が主なユー

ザーとなっており、さらにこうした製品は主に海外向けが多く、海外の経済状況・為替といった

要因に大きく左右されている。こうした製造業の輸出が増加し、生産拡大すると雇用・投資が増

加し、需要が増大して、消費関連産業も改善され、雇用拡大・投資増加→個人消費の拡大という

非製造業を中心とした経済循環につながり、景気回復の原動力となっている。しかし、リーマン

ショック後の急速な世界景気減速、円高により、特に輸出関連企業の生産調整が行われたことに

より、防府の商業・サービス業が大きな打撃を受けることとなった。 

 現在は世界経済の好転・アベノミクスによる景況感の好転により、一時期の落ち込みからは脱

しつつあるが、商業・サービス業、特に中心市街地における廃業や店舗移転は依然として続い

ており、こうした状況から中心部における活性化・賑わい創出をはかるための根本的な施策が

求められている。 

 

 防府商工会議所の使命と役割・経営発達支援計画について  

 

 防府市唯一の総合経済団体である防府商工会議所は、国・県・市などの行政と小規模事業者が

多数を占める地域企業を結ぶパイプ役である。これまで、防府商工会議所では経営改善普及事業

による事業者への金融・経理・経営一般・労働・情報化についての指導や、商工業者の声をとり

まとめ、地域経済活性化のための提言・要望活動を行ってきた。しかし地方創生による魅力あふ
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れる地方の創造が求められていく中、防府商工会議所に求められる役割もまた変化しようとして

いる。 

 さらに、「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」「商工会および商工会議所による小規模事

業者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模支援法）」が制定・改正される中、商工

会議所に求められる小規模事業者への支援・役割についても、新たに持続的な事業計画に基づく

経営により、小規模事業者の経営発達支援につなげる「伴走型支援」が求められている。 

 加えて新たな活力を生み出すためには、今以上に創業希望者が創業を行いやすくなる環境を整

えることで、事業者の参入を促し、新たな需要創出に繋げていくことが求められている。しかし、

創業希望者はどこで、どのように相談をし、どのようにすればいいのか、何もわからない状態で、

相談先さえ満足に見つけられない現状がある。 

 上記を踏まえながら防府商工会議所では、地域の経済団体の役割として、小規模事業者が直

面している課題を解決し、活力ある地方を創生するため、4項目の経営発達支援計画の目標を定

め、その達成に向けて取り組みを行う。 

 

 

 

 防府商工会議所経営発達支援計画の目標  

 

 

①事業者の意欲を引き出し、事業者自らが行動し、結果に繋げるための伴走型支援の実施 

 

 

②創業包括支援協定の枠組みを活用し、これからの地方経済の担い手となる創業者の増加 

 

 

③防府商工会議所がリーダーシップを発揮し他機関と連携を図りながら、地域の魅力発信・賑

わい創出による地域活性化に資する事業・販路拡大事業の実施 

 

 

④中心市街地における未利用地・活性化対策として、防府商工会議所が中心となり中心市街地

活性化協議会立ち上げ、中心市街地活性化基本計画の策定支援 

 

 

 

 経営発達支援計画の目標達成に向けた進め方について  

 

①事業者の意欲を引き出し、事業者自らが行動し、結果に繋げるための伴走型支援の実施 

 →平成 32 年度までに事業計画策定事業者数 45 事業所、フォローアップ 540 回、繁盛店育成事

業参加事業所数 8事業所を目標とする 

 

前述の小規模基本法・小規模支援法が制定・改正される中、小規模事業者への事業支援につ

いても、これまで対症療法的な経営改善普及事業から、持続的な事業計画に基づく経営により、

小規模事業者の経営発達支援に繋げる「伴走型支援」への転換が求められている。事業者自ら

が行動し、結果に繋げるために、経営指導員は事業者の良き相談者・理解者として、伴走型支

援により小規模事業者の抱える経営課題の解決に向けた取り組みを行う。 
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具体的には、防府市内の小規模事業者の経営分析を徹底的な事業所巡回を行うことにより把

握し、小規模事業者の持つ強みをより強くしていくため、経営革新計画策定や事業計画の策定

支援、あるいは伴走型個店指導「ウルトラＤ（繁盛店育成事業）」、地域ブランド「幸せます」

を使った販売戦略などを、その事業者にあった最善の手法で取り組み、経営課題の解決を図っ

ていく。特に事業者に支援を行う中で「自社の現状」「やるべき課題」「取り組みの優先順位」

をイメージしてもらい、まずは取り組んでいく。行動に移してもらうことによって、事業者

に事業・商売の醍醐味を再認識してもらう。 

 また、少子高齢化が進み、地元の市場も縮小傾向にある中、これらの取り組みにより、小規

模事業者の持つ商品・サービスに魅力・付加価値を加え、新たな販路開拓・情報発信等につい

ても、防府商工会議所が関連団体等と連携して取り組んでいく。 

 

 

 

②創業包括支援協定の枠組みを活用し、これからの地方経済の担い手となる創業者の増加 

 →平成 32 年度までに創業支援者数を現在の 2倍となる 50 件を目標とする 

 

地方経済の活力を創出するためには、新規創業による新たな事業者の参入が欠かせない。こ

のため創業包括支援相互協定（平成 26 年事業認定）を経営発達支援計画の中に取り入れ、関

係機関が連携し、一体となって防府市内での創業を後押しし、創業後の事業者のフォローに

ついても伴走型の支援で行うことで、創業後の短期間での廃業をなくし、開業後も持続的な

経営を行えるように、創業相談・経営相談を巡回を通じて行っていく。その際には拡充され

てきている創業に向けての諸施策（創業・第二創業補助金、地元自治体の創業促進助成金な

ど）を活用しながら、創業者が早期に事業を安定化できるよう図っていきたい。 

 また新たな創業希望者の掘り起こしについては、事業計画の策定・具現化を行うための「創

業塾」を複数回開講し、創業者の育成に努める。 

 

 

 

③防府商工会議所がリーダーシップを発揮し他機関と連携を図りながら、地域の魅力発信・賑

わい創出による地域活性化に資する事業・販路拡大事業の実施 

 

 

防府市は年間 70 万人以上が訪れる防府天満宮を始めとする観光資源・天然の良港三田尻・

中関港や食材などの地域資源を持っているが、その強みを十分に活かしきれていない現状にあ

る。このため、「幸せます」ブランド等を活用したブランディング戦略、他機関と連携した販

路拡大事業を実施する。 

また、地域の魅力を効果的に発信していくため、「幸せますフェスタ実行委員会」によって

統一感のあるイベントを行うことで全国に地域の魅力発信・賑わい創出に結びつける。同時に

イベントを通して地域産品の効果的な認知度向上・小売業者の効果的な販促に結びつけるた

め、商工会議所・行政・観光協会・物産協会・商店街連合会などからなる「販売支援協議会」

を立ち上げ、イベント実行委員会と連携を図る。 

 

 

 

④中心市街地における未利用地・活性化対策として、商工会議所が中心となり中心市街地活性

化協議会立ち上げ、中心市街地活性化基本計画の策定支援 
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 →5 カ年以内の計画策定・事業着手を目標に行政・その他団体と連携を図りながら推進する 

 

防府市の現状と課題でも触れたように、防府市内の中心市街地内の商店街・商業地区は、戦

後間もない頃に建築された建物が多く点在し、郊外型商業施設の進出・他地域の商業エリアと

の都市間競争にさらされ、十分な立て替えが促進されなかった結果、空き店舗・未利用地とな

る箇所が増加の一途を辿っている。 

現在防府市においては老朽化した市庁舎の移転を含めた建て替えについて検討が進められ

ていることから、防府商工会議所では市庁舎を中心市街地エリアの移転、これにあわせた中

心市街地・中心商業地区の再開発を柱とした、中心市街地活性化基本計画を取りまとめるた

めの、中心市街地活性化協議会の設立に向けた取り組みを進め、設立後は事務局として支援

を行う予定としている。 

本取り組みによる中心市街地活性化は、小規模事業者を中心とする防府市の商業者の中長期

的な振興に資する取り組みであることから、向こう 5カ年以内の計画策定・事業着手を目標と

して、行政やその他各団体と連携を図りながら進めていく。 

 

＜防府市中心市街地活性化協議会（仮称）事業イメージについて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画では以上の 4項目を重点的に実施し、5年間で 250 事業所の事業計画の策定・220 件の

創業支援を行い、対象企業の抱える経営課題の抽出・新規創業事業所の創業計画のブラッシュ

アップ・フォローアップのための伴走型支援を行う。 

あわせて地域活性化に資する取り組みとして、短期的には地域の魅力発信・賑わい創出事業に

よる地域資源の活用・販路拡大、5 年ないし 10 年程度の中期的目標として、市庁舎の中心市街

地エリアへの移転を柱とする中心市街地活性化基本計画の計画策定・事業着手を目指す。 
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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 28 年 4 月 1日～平成 33 年 3 月 31 日 ５カ年 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

小規模事業者は情報量が少ないことや、異業種との交流が少ないことから経営の判断を定

性的情報に頼りがちである。厳しい経営環境下においては定量的情報も判断材料の中ではと

ても重要になってくる。 

 

（目標） 

管内経済動向に関するデータを収集・分析し、小規模事業者の経営判断に資する情報とし

てまとめる。小規模事業者に必要な情報や最新の情報を与えることによって、経営の効率化、

すばやい正誤の判断に役立てていく。 

そのための情報をタイムリーに発信できる体制を防府商工会議所内に構築する。 

 

（事業内容） 

①防府商工会議所では四半期に一度管内事業者 300 社を対象とした景況調査を行っている。

調査項目は１．業況、２．売上高、３．仕入・原材料価格、４．客単価・受注単価、５．従

業員数、６．資金繰り、７．外部要因（為替動向、季節同項等）について前期比較での実績

値、次四半期の見通しについてである。これまでは規模の大小を問わず、管内事業者の全体

的な傾向把握ということで実施してきた。この度の経営発達支援事業の対象となる小規模事

業者を対象とした「小規模事業者経済動向調査」を実施する。調査項目はこれまでの景況調

査との比較が行えるよう、共通の調査項目とし、全体的な景況と、小規模事業者の景況を比

較分析しながら、正確な経済動向の把握に努める。 

この基礎データに、国が行っている経済センサス等の各種統計調査、県・市にて行われて

いる統計調査の情報等を合わせて収集、分析を行う。 

    

②課題となっている小売業については管内の経済動向に加え、経済産業省が実施している消

費動向、家計動向といった数値を分析し、課題抽出を行っていく。創業希望者については上

記の調査結果に加え、競合店の立地情報や大型店の動向などを提供していく。 

 

③防府商工会議所にて行っている経済動向調査については以下の通りとなっている。 

 

防府商工会議所にて行っている調査の実施回数および対象 

<1>ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査  

毎月１回実施／対象   ５社 
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<2>中小企業景況調査        

年４回実施 ／対象 ３００社 

 

<3>中心市街地通行量調査      

年１回実施 ／中心市街地１３カ所の定点調査 

 

<4>中心市街地空き店舗調査     

年１回実施 ／中心市街地商店街エリアの空き店舗数・空き店舗率を調査 

 

<5>防府市内共通商品券利用状況調査 

年１回実施 ／商品券の利用状況（換金額）について各店舗・業種別・大型店 

といったカテゴリー別に集計 

   

これら既存の調査に加えて、新たに小規模事業者に特化した、「小規模事業者経済動向

調査」を行うことで、今後重点的に支援を行っていく小規模事業者のより正確な経済動向

の把握に努める。 

また、既存の調査についても、大型店の進出・経済動向の変化といった外部要因の変化

に合わせて、調査項目、調査地点、調査対象企業についても適時見直しを行っていく。  

単純集計および経済センサス等他の調査結果と比較をしながら分析を行った結果の公表

については以下の方法により行う。 

 

①防府商工会議所で発行している会報 

（会員事業所、市役所等の行政機関等に毎月約 2,000 部発送） 

②防府商工会議所ホームページ 

③防府市商店街理事長会議（４商店街） 

④防府商工会議所中小企業振興委員連絡会議（各商店街組合・同業組合など 13 名） 

           

（事業効果） 

商工会議所窓口での経営相談においても、これらデータを活用し情報提供を行うこと

で、管内の小規模事業者の今後の販売計画・商品計画・事業計画・事業戦略を構築してい

く上で非常に有用なものとなると考える。 

特に、創業予定者および創業から日の浅い小規模事業者にとっては、「防府」という 市

場における地域の経済動向の情報は圧倒的に不足しており、創業当初の計画を策定してい

く上で必要不可欠な情報であることから、創業相談にあたる指導員は常にこうした情報を

共有した上で、伴走型指導・助言を行っていくことで、創業計画の制度を高める資とする。

さらに経営発達支援事業を連携して行う「防府市創業支援センター」（防府市所管）」や

商工業振興を所管する防府市役所商工振興課、その他支援機関とも定期的な情報交換・情

報共有化に努め、小規模事業者に対し適切な支援が行い得る体制を構築していきたい。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

(現状と課題) 

防府商工会議所管内には５，０００社を超える事業所が存在しながら、日本政策金融公庫、

信用保証 

協会の支店が無いため、防府商工会議所窓口には年間３００件を超える事業資金の相談が

持ち込まれている。しかし、こうした小規模事業者の多くは、自社の強みや弱みを認識せ

ず、経営判断を定性的情報、言い換えると「経験と勘」に頼りに経営を続けているケース

が多い。 

 経営指導員はこうした小規模事業者の「声」を聞き取り、持続的な発展に向かうよう経

営指導員による徹底した巡回・セミナー・金融相談を通して、ＳＷＯＴ分析・財務分析な

ど様々な角度から、事業者が持続的な発展ができるような経営分析を行うことで、事業者

の抱える経営上の問題点を明らかにし、小規模事業者が正しい経営判断を下せる・助言で

きる体制の構築が必要である。 

 

（目標） 

巡回訪問・窓口相談・各種セミナー開催等を通じて、小規模事業者のＳＷＯＴ分析・財務

分析等の分析することで、抱えている経営課題・制約条件などを明らかにした上で、経営分

析とこれからの事業計画策定を具現化できるよう、経営指導員による支援にする。また財務

体質が脆弱な小規模事業者に対しては資金計画を含め伴走支援を行い、経営発達支援計画が

遂行されるようにする。 

 

（事業内容） 

①小規模事業者の「声」を聞き取る経営指導員は、小規模事業者との巡回訪問等の関わりを

通じて信頼関係を構築し、提供された情報を元に分析と助言を行う。小規模小売業の販売促

進、経営改善セミナー、防府商工会議所が毎週実施している専門家相談会に相談があった中

から特に専門的な支援を必要とする事業者について、中小企業診断士と連携して、商品力、

売場力、販促力、接遇力の４つの力について分析を行う。以上の分析の結果は、小規模事業

者の経営の持続・発展のための経営の指針や改善策の検討の材料に用いる。 

 

②財務的に脆弱な小規模事業者に対しては中小企業診断士や金融機関と連携し、問題の本質

を探り、改善策について検討する。 

 

③高度かつ特に専門的な課題・知識を必要とするものに関しては、（公財）やまぐち産業振

興財団（よろず支援拠点）や中小企業診断士、ミラサポ・エキスパートバンクといった専門

家派遣制度、中小企業基盤整備機構のコーディネーターと連携しサポートを行う。 

 

④以上の結果をもとに情報提供については、各種統計の単純集計および、複合させての分析

結果と合わせて防府商工会議所会報、ホームページ、窓口相談等において適時全般的な情報

提供を行って行く。また、事業計画策定にあたり支援を行う事業所の経営課題を抽出すると

共に、支援にあった情報を提供していく。 
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支援内容 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

巡回訪問件数 1,849 1,942 1,980 2,020 2,060 2,080

セミナー開催件数 20 24 24 24 24 24

経営分析件数 91 100 105 111 116 120

専門家派遣数 20 25 30 35 40 40

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

(現状と課題) 

管内の事業所の大多数を占める小規模事業者においては、その情報量が少ないことから定

性的判断に頼りがちである。経営計画の必要性、あるいは絶えずＰＤＣＡを回し、実行と検

証が繰り返していかなければならないことは理解していても、日々の業務に追われ、なか

なか策定・実施に結びついていない現状がある。 

そこで巡回や経営セミナー、個別相談会、金融機関や税理士会・青色申告会等との連携に

よりそういった事業者の掘り起こしを行い、小規模事業者と経営指導員が協働して経営計画

の策定を行うことで、計画の有効性、実効性を高め、持続・進化していくように促すこと

がまさに必要とされている。。 

 

（目標）  

支援を必要とする事業者や、やる気のある事業所を掘り起こし、繁盛店育成事業などを取

り入れ、個店が持続的発展できるよう伴走型支援を行う。また、事業者が商品の価値を見つ

け出し、地域ブランド化「幸せます商品」にすることで大手資本の同業者に対し「価値負け

しない商品づくり」「価値まけしない経営」ができるようにする。 

 

 （事業内容） 

課題解決（小売業の活性化による経済好循環）のために管内の小規模事業者に対し、経営

指導員は経営分析、市場調査をもとに事業者と共に事業計画を立て、以下の様な事業を組み

合わせて、自立できる事業者として伴走型指導、助言等を丁寧に行う。 

 

①自助努力していかないことには経営計画も持続、進化していかないことは分かっている

が、小規模事業者は経営の改善や新たな行動を考えていても、日々の経営に一生懸命で支援

の声を発することができずにいる。そこで巡回や経営セミナー、個別相談会でそういった事

業者の掘り起こしをしていく。 

個別相談会やセミナーに参加できない事業者については金融機関や税理士会・青色申告会

等との連携により掘り起こしを行っていく。 

 

②策定した事業計画の実施に際しては、小規模事業者持続化補助金・ものづくり商業サービ

ス業補助金といった制度の活用も念頭に置きながら、そのときの事業者にあった最善の方法

を経営指導員は提案する 
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③事業計画の策定にあたっては、より専門的な見地からの事業計画策定支援が必要と認めら

れる場合には、ミラサポ・エキスパートバンクといった専門家派遣事業の活用も選択肢の一

つとする。 

 

④繁盛店育成事業（ウルトラＤ）の実施 

防府商工会議所では１０年前から個店の伴走型指導として、中小企業診断士の高橋幸司氏

（福島県）と繁盛店育成事業（ウルトラ D）を実施している。毎年、中心市街地の小規模小

売４店舗に対し、半年間にわたり、商品力、売場力、販促力、接遇力を身につけるための

個店指導を行っている。これまでに４０店舗を指導し、各店舗とも商売の醍醐味を満喫す

ることで毎年５～１０パーセントの売上増加を図っている。近隣の店舗が同様の販促を取り

入れたり、新たな出店があるなど波及効果も大きい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画策定のための支援内容 現状 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

事業セミナー・事業説明会開催数 2 4 4 4 4 4

事業計画策定事業者数 20 24 30 36 40 45

フォローアップ件数 24 288 360 432 480 540

繁盛店育成事業「新規」参加事業所数 6 6 8 8 8 8

事業計画報告会回数 2 3 3 4 4 4

繁盛店育成事業（ウルトラ D）の概要（Dは商売の醍醐味 Daigomi）
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創業・事業承継 計画策定支援について 

（現状と課題） 

地域における経済循環を安定的なものにしていくためには、創業者を生み出し、育成して

いくこと、スムーズな事業承継を行っていくことが不可欠である。特に新規創業は、新たな

商品サービスの提供により、地域の事業者に良い刺激を与え、地域経済の活性化、経済のバ

ロメーターともいえるが、一方で①十分な準備のないまま流れに任せての創業②記帳・税務

に関する知識が十分ではない③状況が悪化しても適切な相談相手を見つけられない、など

といった事由から開業後 5年以内に廃業するものが多い。こうしたことから、新規創業者へ

の創業支援が求められている。 

 

（目標） 

安定的な経済循環を目指すためには事業者数が必要であることから創業、事業継承を増や

していく。創業率は現在、５.４パーセントと低いことから１０パーセント台に近づける。

またセミナーや個別相談の回数を増やしていき、スムーズな事業承継を行う。 

 

（事業内容） 

①創業塾に関しては昨年度は年２回開催し、合計で５２名が参加、内５名が開業するなど成

果を上げているほか、会議所での創業相談からは本年すでに１６名の創業者が出ている。

今後も、年２回（６回、３０時間コース）開催し、経営者としての志や夢を明確にするとと

もに、事業計画の策定、販路開拓の手法について学んでいく。 

 

②Ⅰ、Ⅱで把握した経済動向、需要動向についても分析を行い、受講生に提供していく。コ

ースの中には金融機関の創業資金担当者との個別相談会や先輩経営者の講義の時間も入れ

る。また、税務面については連携先である税理士会から税理士を派遣していただき、記帳方

法、届出書についての講義の時間を入れる。 

 

③事業承継は防府商工会議所の理財部会（銀行・税理士・各種金融業など約 60 事業所が所

属）が中心となってセミナーを年に１回開催し、個別相談会を定期的に開催する。承継に関

する双方の価値観の違いからうまくいかないケースも多く、専門的な知識も必要であること

から、金融機関や専門家と連携をとり、個別相談会に重点をおいて事業を行う。 

 

④国の産業力強化法の創業支援により防府市、（公財）やまぐち産業振興財団、市内金融機

関と包括的支援協定を結び、創業塾、創業フォーラムを開催、また県の支援によりフォロー

アップセミナー、個別相談会を実施している。創業者の中には開業後５年以内に廃業する者

が多く、その要因としては税に関する問題が多いことから、税理士会と連携を図るとともに、

記帳指導や会計ソフトの導入を定期的な巡回によって行っていく。 

支援内容 現状 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

創業塾開催回数 2 3 3 4 4 4

創業支援者数 25 35 35 50 50 50

フォローアップ件数 20 25 30 35 40 40

事業承継セミナー開催回数 1 2 2 4 4 4

事業承継支援者数 5 10 10 15 15 15
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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】 

 

（現状と課題） 

事業計画を策定し、その内容に沿って実施していく中で、新規参入、地域の経済動向など

外部環境の変化が絶えず起こるなかで、当初の計画が必ずしもそのまま実行できなくなって

くるケースが出てくることが多い。こうした状況が変化する都度、適時経営分析、ＰＤＣＡ

サイクルにおける評価と改善が必要になるが、小規模事業者においてはこれが十分になさ

れないケースが多く見受けられる。 

経営指導員による小規模事業者への伴走型支援によって、事業計画策定後のフォローアッ

プの仕組み作りが必要とされている。 

 

 

（目標）  

持続的発展のために、事業者が支援計画に基づき行った行動を経営指導員が定期的に事業

者と接触し、フォローアップし、結果に結びけることで、経営に自信をつけさせる。またＰ

ＤＣＡサイクルによる伴走型支援を実行する。これにより各事業者の経営安定化と持続化が

図られる。 

 

（事業内容） 

①計画策定に基づき事業を実施していく中で事業者の改善意欲を確認するために、月の行動

目標とその結果をシートに記入していただく。結果は前年と比較した売上、客数、客単価に

記入し、行動の結果が数値として表れる商売の醍醐味を感じることで経営力を身につけてい

く。 

 

②月に１回以上の巡回により計画の誤差を確認していく。経営者自らが立てた計画だけに、

少しでもズレが生じてくると経営者は違和感から目を背けてしまう。早い段間で修正を一緒

に行っていく。 

 

③年に１回、計画策定事業者の報告会を行う。報告会には小規模事業者の他に行政、金融機

関などの連携機関、報道機関にも参加して頂く。事業者は報告という課題を課せられるこ

とにより意識が変わり、皆に注目されることで、さらに上を目指そうという気持が芽生え

てくる。また、出席者にとって同業者の報告は受け入れやすく自社の経営改善に繋げ、連携

機関は関係する事業者への指導の一助となる波及効果を生み出す。 

 

④事業者と共に経営発達支援計画に基づく事業所の事業計画策定を行っていく中で、販促・

設備投資、あるいは新商品開発などにおいて外部資金の注入が適時必要となる。防府商工会

議所においては、既存の小規模事業者向けの融資制度に加えて、新たに設けられる「小規

模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、意欲的な小規模事業者の事業活動の後押しが

出来るよう行っていきたい。また、計画の策定がゴールではなく、計画策定後に計画の進捗

状況を適時確認し、必要であれば検証を行いながら、目標に向けて進めるよう経営指導員に

よる巡回を通じてフォローアップを行っていく。 
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創業計画 実施支援について 

 

創業者の中には開業後５年以内に廃業する者が多く、その要因としては税に関する問題が多

いことから、税理士会と連携を図るとともに、記帳指導や会計ソフトの導入を定期的な巡回

によって行っていく。 

 

（目標） 

創業希望者が持続的発展できるように、個別相談、フォローアップを徹底して行う。 

 

（事業内容） 

創業後は税務相談を中心に伴走型支援を行う。その他の相談についても創業者は悩みや疑問

を抱え込んでいることが多いことから、経営指導員が巡回中に立ち寄り、声かけを行い相談

にのる。 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

需要トレンド情報については、会報誌への記事掲載、事業者より個別の請求があった際に

は、県・市の統計情報、経済センサス等の国の情報の他、民間の統計資料などから関連する

データ等を抽出し、提供をしているが、管内の小規模事業者が最も必要とする地域需要に関

する情報収集、分析、地元の一般消費者のニーズといった情報・分析が不足している。 

地域に根ざした事業を行う小規模事業者にとってこうした地元の需要動向情報は、今後の

事業計画策定、新商品・サービス提供を検討していく中で必要不可欠であることから、情報

の収集・整理、情報提供を行う仕組み作りを行う必要がある。 

 

事業計画策定のための支援内容 現状 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

事業セミナー・事業説明会開催数 2 4 4 4 4 4

事業計画策定事業者数 20 24 30 36 40 45

フォローアップ件数 24 288 360 432 480 540

繁盛店育成事業「新規」参加事業所数 6 6 8 8 8 8

事業計画報告会回数 2 3 3 4 4 4

支援内容 現状 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

創業塾開催回数 2 3 3 4 4 4

創業支援者数 25 35 35 50 50 50

フォローアップ件数 20 25 30 35 40 40
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（目標） 

需要トレンド情報を含む小規模事業者の経営判断に資する情報収集活動を実施し、事業者

の求めに応じてそれらの最新情報をタイムリーに提供することで、小規模事業者が市場ニー

ズに沿った・自社の強みを活かした商品開発、サービス提供に結びつけることを目標とする。

 

（事業内容） 

①小規模事業者の販売する商品または提供する役務の需要動向に関する情報の収集、分析の

ため、基礎資料として、経済センサス、県・市が行っている買物動向調査を活用する。こ

の買物動向調査においては購買額、主たる購買場所、購買理由、購買頻度について網羅され

ている。また、防府商工会議所において発行している防府市内共通商品券の利用状況を年

度別にデータとして集計しており、これら調査結果を分析することで一般消費者の小規模

事業者における購買動向について把握する。さらに防府商工会議所が定期的に開催している

商業部会や大型小売店会議（イオン、ゆめタウン、アルク）での需要動向についても分析

する。また、事業者間取引の状況、そして需要・ニーズ調査については、新たに調査を行い、

加えて経営指導員による小規模事業者への巡回の際の聞き取り調査を行うことにより、需要

動向についての情報収集を行い、合わせて分析を行っていく。 

 

②防府商工会議所や防府商工会議所と連携している（公財）山口・防府地域工芸・地場産業

振興センターが主催するイベントに来場される地域消費者等を対象に、小規模事業者が取り

扱う商品・サービス等の試供会・モニタリング調査を実施し、事業者が直接消費者の感想を

聞くことのできる機会を設定する。 

特に、（公財）山口・防府地域工芸・地場産業振興センターが年 2回実施する地場産品の

展示・即売イベントにおいては、数千人単位の来場者があり、地場の小規模事業者にとっ

て、商品・サービスの試供会・モニタリング調査には最適な場であることから、対面での

ヒアリングに加えて、年齢・性別・住所・日頃の買い物の動向・商品ニーズ・購買動向など

についての項目をアンケートで回収し、調査することで小規模事業者の新たな販路開拓や、

新商品開発に資する情報収集・分析を行う。 

 

  ③新商品・新サービスの市場動向などについてはマスメディア情報（一例 日経ＭＪ【日

本経済新聞社】・山口経済レポート【山口経済レポート社】等）、地図データに各種公的統

計データ・電話帳情報などを組み合わせて、任意の地点における購買動向・需要動向を図示

するエリアマーケティング・マーケティングプラットフォーム（JPS 社）等の民間データを

積極的に活用する 

 

④中心市街地への市庁舎の移転計画や、まちづくり計画の見直し等が始まり、市場も変わっ

てくることが予測されるため防府市をはじめとした関係先からの情報を入手し、提供する。

 

⑤セミナーは経営環境の変化に即したものや、小規模事業者からのニーズが高かったものを

開催。終了後はセミナーに関することとは別に景況感や市場動向、取り組んでみたいこと、

経営課題などについてアンケート調査を実施する。 

 

⑥以上の結果をもとに情報提供については、各種統計の単純集計および、複合させての分析

結果と合わせて防府商工会議所会報、ホームページ、窓口相談等において適時全般的な情

報提供を行って行く。また、事業計画策定にあたり支援を行う事業所の経営課題を抽出する

と共に、支援にあった情報を提供していく。 
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支援内容 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

巡回訪問件数 1,849 1,942 1,980 2,020 2,060 2,080

セミナー開催件数 20 24 24 24 24 24

イベント来場者向け 

モニタリング調査回数
0 2 2 3 3 3

イベント来場者向け 

モニタリング調査 

サンプル回収目標数 

0 600 600 900 900 900

 

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】  

 

新たな需要の開拓・販路拡大は小規模事業者が持続的な経営を行っていく上で必要不可

欠なものである。これまで防府商工会議所では埋もれている地域資源の活用を図るため、

地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトの採択を受け、観光協会・飲食業組合などとも

連携を図りながら地元で水揚げされる「鱧」のブランド化事業（天神鱧）を行ってきた実

績がある。  

しかし、防府市には天神鱧だけでなく、他にも活かされていない地域資源・地域産品な

どの他に、小規模事業者の良い商品・サービスが埋もれたままとなっている。他の事業者

に比べ、小規模事業者は個店での売り出しなどの販売促進策は行っていても、人的・資金

的なリソースの限界から、さらに踏み込んだ販売促進・販路開拓が十分に行えていない現

状がある。人口減少社会に突入し、防府地域の人口・すなわち市場が縮小していく中、市

外・県外・海外も見据えた新たな販路の拡大、需要の開拓が急務となっている。 

このため、防府商工会議所では防府市・（一社）防府市観光協会・（公財）山口・防府地

域工芸・地場産業振興センター・山口県立防府商工高等学校などと連携し、以下の事業に

取り組む。 

 

（事業内容） 

 

（１）指針①に挙げている小規模事業者の「声」を聞き取り、持続的な発展に向かうよう経営

指導員による徹底した巡回・経営分析を行う中で、小規模事業者の地域資源を活用した

商品・特色ある商品・サービスについて把握を行う。 

 

（２）それら商品・サービスについて、十分な販売促進・販路拡大が行えていない商品につい

ては、経営指導員による指導・専門家派遣による専門的指導の他、①販路拡大に寄与す

る防府市売れるものづくり支援事業（防府市内の中小企業者を対象に、新商品・新技術

の開発事業や、優れた新商品・技術の販路拡大を支援するための事業経費を補助する事

業）の活用や②幸せますブランド戦略（「幸せます」ブランドの認定により、新たな付

加価値を加えた新商品・新サービスの開発）などにより、防府市内外をターゲットとし

た新たな需要の開拓・販路拡大に繋がる取り組みを後押しする。 

 

（３）防府市には山口県立防府商工高等学校が所在し、防府商工会議所との連携の元、若者の

視点から提案される斬新なアイディアを、地域活性化に繋げるため、地元の小規模事業

者と協同で商品開発・商品提案などの取り組みを行っており、前述の「幸せます」商品・

サービス戦略においても同校と連携しながら取り組みを行っている。 
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   こうした取り組みをさらに推し進め、小規模事業者の抱える商品力の強化に学生の若者

ならではの斬新なアイディアを結びつけることで、新たな需要の開拓に寄与する商品・

サービスの開発を行っていく。 

 

（４）商品・サービスの開発だけでなく、サービスの周知・販路拡大が大きな課題となってい

る。このため、一般客に対しては（一社）防府市観光協会が運営する観光交流施設「ま

ちの駅うめてらす」（年間来客数約 50 万人、近接する防府天満宮の年間来客数は約 70

万人）において、積極的な展示・販売や地元産品をＰＲするイベントを観光協会と共同

で実施する。 

   また、（公財）山口・防府地域工芸・地場産業振興センターが一般消費者・地元企業向

けに地場産品の展示・ＰＲ・即売を行う「じばさんフェア」が春秋の年 2回行われてい

るが、こうした事業と連携を図りながら、小規模事業者の自社商品の周知・販売の機会

の拡大に繋げていく。 

 

（５）事業者向けの販路拡大に繋げる取り組みとしては、山口県 14 商工会議所の事業者同士

が商品・サービスなどの商談を行う「ビジネスドラフトやまぐち」を開催している。こ

れまで防府商工会議所管内からの参加事業所数は少数にとどまっているが、指導員によ

る指導を通じて、事業者の理解に努め、参加企業数が今以上に増加するよう促す。 

   事業者にとっては、他地域の事業者との商談を通じ、販路拡大や、逆に他事業者の商品

サービスを取り入れることで、自社の商品力強化に繋がることが期待される。 

   また「ビジネスドラフトやまぐち」の開催回数を増やすことで、こうした販売促進・販

路拡大に繋がる機会を増やす必要があることから、他会議所、県連にも提言を行いなが

ら実現に繋げていきたい。 

 

（６）山口県・物産協会・その他機関などで行われているビジネスマッチング・展示会・商談

会などの情報収集・小規模事業者への情報発信を行うことにより出展の支援を行うほ

か、「幸せます」ブランド認定を受けた商品・サービスについてもホームページ、ＳＮ

Ｓの活用、情報媒体への発信を通じて周知に努めるほか、県外、特に東京で行われる展

示商談会への出展を通じてより発信に努めたい。 

   他市・他県で行われているこうした商談会・展示会に出展することで域外での販路開拓

を行うとともに、特に首都圏の市場に防府の産品の認知・売り込みを行うことが重要で

あると考えている。 

※商談会・展示会は、防府市観光協会、山口・防府地域工芸・地場産業振興センター、防府商工

高等学校などとの連携事業を含む。 

支援内容 現状 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

商談会・展示会参加（県内） 3 3 4 4 5 5 

商談会・展示会参加（県外） 0 1 1 2 2 3 

ビジネスドラフトやまぐち 

開催回数 
2 2 3 3 4 4 

ビジネスドラフトやまぐち 

防府企業参加数 
15 30 30 50 50 80 

防府市企業ビジネス交流会 

開催回数 
2 2 3 3 3 4 

参加企業数 20 40 60 80 100 120 
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Ⅱ．地域活性化に資する取り組み 

 

１．地域活性化事業 

イベントにおいて商品力やブランド力のある商品を取り扱っていくことは集客力上がり、

地域の活性化に効果的である。また、事業拡大を考えている事業者にとってもイベントは商

品や販売方法を試す機会、店舗を知ってもらう機会となる。 

防府商工会議所では各地で同じようなイベントが開催されていることから、平成２７年度

から管内の全てのイベントを総括する組織として、２６の関係機関・団体で構成する「幸

せますフェスタ実行委員会」を立ち上げ、統一感のあるイベント、全国発信できる企画を

検討していくと同時に、防府市、防府市観光協会、防府市物産協会、防府市商店街連合会と

「販売支援協議会」を立ち上げ小売業者の販売促進を行うと共に、「幸せます商品」のブラ

ンド戦略を推進する。 

 

（目標） 

販売支援協議会によって企画したイベントにより、訪れた多くの方に店舗や商品を知って

もらう。また地域を挙げて「幸せます」を取り組むことによって交流人口増加を図り、小売

業者の販売拡大、再来店に繋げることで持続的発展を行う。地域ブランド化された「幸せま

す商品」に注目を集めることで、他の事業者も自店の商品を見つめ直し、ブランドコンセプ

トづくりの必要性を認識してもらい、持続的な発展のために取り組んでもらう。  

 

（事業の内容） 

①イベントにおいて効果的に事業を推進するために、実行委員会とは別に防府市おもてなし

観光課、防府市観光協会、防府市商店街連合会と防府商工会議所の商業部会で構成する「販

売支援協議会」を年に２回開催し、計画づくり、支援内容の確認、今後の方向性について確

認を行う。 

 

②小売業者の販売促進のため、中心市街地の近くに立地する日本三大天神の一つ防府天満宮

と連携してゴールデンウイークのイベント「幸せますウイーク」を開催する。 

 

③幸せますウイークにおいてはイベント会場、店舗、商品、販促、接客、全てにおいて幸せ

ます、「うれしく思います」「助かります」「ありがたいです」という統一コンセプトを持つ

ことで幸せます商品のブランド力を高めていくと共に、幸せますなまちという地域の魅力を

発信していく。 

 

④販売支援協議会において港でのイベントの開催や観光事業と連携したイベントを企画、開

催していく。 

 

支援内容 現状 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

販売支援協議会開催 1 2 2 2 3 3

イベント開催 1 3 3 4 4 4

出展者数 10 40 50 60 100 100

来場者数 2,000 5,000 5,000 5,000 8,000 8,000
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２．地域ブランド「幸せます」事業による個店が行うブランド戦略の推進 

 

平成２２年には「防府ブランド知財戦略センター」を立ち上げ、感謝するという意味の方

言「幸せます」を商標化し、個店が苦手とする商品の価値の発見、販促力の強化に役立て

ている。行政も「幸せますなまち防府」として地域力を付けており、個店が行うブランド戦

略との相乗効果を生み、域外購買力も獲得している。（「幸せます通り」と名付けられた商店

街は幸せますの統一コンセプトに基づいて行った販促やイベント活動が経済産業省の「が

んばる商店街３０選」に選ばれている。） 

 

（目標） 

事業者が商品の価値を見つけ出し、地域ブランド化「幸せます商品」にすることで大手資

本の同業者に対し「価値負けしない商品づくり」「価値まけしない経営」ができるようにす

る。 

 

（事業の内容） 

①支援を必要とする事業者や、やる気のある事業所を掘り起こし、繁盛店育成事業などを取

り入れ、個店が持続的発展できるよう伴走型支援を行う。 

 

②事業者が商品の価値を見つけ出し、地域ブランド化「幸せます商品」にすることで大手資

本の同業者に対し「価値負けしない商品づくり」「価値まけしない経営」ができるようにす

る。 
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３．中心商業エリアの再開発促進のため防府市中心市街地活性化協議会の設立に向けて 

 

 現在防府市では、老朽化した市庁舎建て替えについての検討が進められており、検討案に於

いては他の場所への移転を含めた立て替えについて検討されている。防府商工会議所では、中

心市街地エリアへの市庁舎移転によって①まちなかの賑わい創出②高齢化社会における利便

性向上・まちなか居住の促進③庁舎移転を起爆剤とすることで中心市街地における未利用

地・老朽化店舗の建て替え・再開発を促すことが期待され、防府市内の小規模事業者の中長

期的な振興に資する取り組みであると考えられることから、同協議会の設置および中心市街

地活性化基本計画の策定に向けた取り組みを先導すべく、各団体と連携しながら 10 年以内の

計画策定・事業着手に向けて働きかけを行う。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援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 

 

〈１〉山口県内商工会議所の中小企業相談所所長会議において、情報交換の時間を新設して頂き、

支援の現状やノウハウ、課題について情報交換を行う。また、各地で開催される展示会や

イベント情報も提供し合い、支援する業種の展示会や販売の協力体制を構築する。また商

工会連合会との協議の場を使って情報交換を行う。 

〈２〉防府商工会議所では中国税理士会防府支部、防府青色申告会、防府税務署との４者会談

を毎年実施している。今後はその場において小規模事業者の支援に関する情報交換の場

をつくり、支援方法等の情報交換を行う。 

創業支援に関しては税務署が開業届を提出した事業者に対し、指導希望先アンケートを取

った上で防府商工会議所への紹介を行ってくれているので、引き続き協力をお願いする。

〈３〉商店街理事長会議を月に１回開催している。今後も個店が発達支援における 

販売促進の場となるイベントの開催について協議を行っていく。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

日本商工会議所が主催するセミナーに加え、広域応援センター（山口商工会議所内）が実

施する経営セミナーや中小企業大学校の主催する研修に年２回以上参加することで売上や

利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。防府商工会議所では繁盛店育成事業

（ウルトラ D）において中小企業診断士に若手経営指導員２名を同行させ、そのノウハウの

習得を勉強させている。また月に一度、本事業においての報告と小規模事業者の販促指導

の着眼点について勉強会を開催している。 

創業者に対する指導については毎週末に実施状況を報告、指導方法の確認を全員で行って

いる。伴走型支援に慣れていない若手指導員をベテラン指導員に同行させ、課題の見つけ

方や、支援方法の提案の仕方について習得させている。 

金融相談に関しては、財務分析や所見の作成を必須としており、各事業の決算書、資金繰

り表等と共にファイリングしている。（ファイル数２５００事業所）また、金融相談を含む

各相談に対しては、窓口でどの指導員が対応してもいいように、データ管理化している。 

経営指導員の資質向上については個々の自己研鑽・スキルアップは大前提となるが、相談

に来られる小規模事業者に対して、防府商工会議所内の経営指導員が適切な支援が行える

よう、支援スキルの底上げと平準化が欠かせない。 
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防府商工会議所においては個々の事業所の支援状況についてはファイリングによりデー

タ処理を行っているが、支援におけるノウハウを組織として共有できる仕組み作りを構築し

ていく。 

具体的には各経営指導員が支援先企業の状況について報告する全体ミーティングを月 2

回行い、支援内容についてベテラン指導員が支援の方向性や手法について経験に基づくア

ドバイスを行う。これにより全体の支援スキルの底上げを行うことが出来るとともに、各

経営指導員の案件の情報共有を行うことが出来る。これに既存のファイリングによるデータ

管理と合わせて、正確な情報把握と商工会議所全体として事業者支援を行う体制構築を行

う。 

 

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 

 

毎年度、本計画に記載した事業の実施状況と成果の評価について、基本はＰＤＣＡによる

評価とし、以下の方法により評価、検証を行う。 

 

①本計画の遂行に関しては経営指導員に対しては指導カルテや月報、月２～３回程度の指導

員全体ミーティングなどから、事業の実施状況・進捗状況等の管理を行う。 

 

②毎年度目標数値の達成度の計測、支援企業等によるヒアリング調査を実施し、検証する 

 

③外部有識者（中小企業診断士、金融機関理事長、大学教授、防府市役所商工振興課など）

より事業の実施状況、進捗についての評価・見直し案の勧告を受ける。 

 

④防府商工会議所正副会頭会議において、上記①・②により取りまとめた事業の成果・評価・

見直しの方針について報告を行い、承認を受ける。 

 

⑤事業の成果・評価・見直し結果については中小企業庁へ報告し承認を受ける。 

 

⑥事業の成果・評価・見直し結果を防府商工会議所のホームページ（http://www.h-c.or.jp）

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２７年１２月現在） 

（１）組織体制 

   経営発達支援計画を実施する人数   経営指導員 ６名 

     

   商工会議所全体組織 

  

専務理事

（兼）事務局長

総務部 部長

（兼）総務課長

商工振興部 部長

主席経営指導員

（兼）中小企業相談所長

指導課 課長補佐

経営指導員

商工振興課 課長

主席経営指導員

経
理
係

主
事

共
済
係

書
記

雇
員

雇
員

雇
員

雇
員

雇
員

雇
員

課
長
補
佐

補
助
員

経
営
指
導
員

経
営
指
導
員

経
営
指
導
員

補
助
員

記
帳
専
任
職
員

専務理事（事務局長兼務）１名 

   経営指導員       ６名 

   記帳専任職員      １名 

   補助員         ２名 

   一般事務職員      ９名   計１９名  

 

（２）連絡先 

 

   相 談 先：防府商工会議所商工振興部   

   住  所：山口県防府市八王子 2-8-9 

   電話番号：0835-22-4352 

   FAX 番号：0835-22-4763 

   E-mail ：hofu＠h-c.or.jp 

   ホームページ：http://www.h-c.or.jp 

 



- ２１ - 
 

 

（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） 

32,700 33,200 33,700 33,700 33,700

小規模事業費（講習会・金融指導・情報提供・記帳指導　等） 8,500 9,000 9,000 9,000 9,000

中小企業景況調査事業費・需要動向調査等　調査事業費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

特別研究事業費（指導員研修費・資料購入費） 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

創業支援事業費 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

まちづくり事業費（繁盛店育成事業・一店逸品事業・コラボ事業他） 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

賑わい創出事業（賑わい事業への補助・支援協議会　等） 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

防府ブランド推進事業 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

販売促進支援事業（展示会参加・ビジネスドラフト等） 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500

平成３１年度 平成３２年度

必要な資金総額

支援内容
平成２８年度
(平成28年4月以降）

平成２９年度 平成３０年度

 

 

 

調達方法 

 

国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、会議所一般会計 
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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 

・小規模事業者の声を受け止める（声に気づく）ための連携 

・情報収集、経営分析・需要動向調査のための連携 

・発達支援計画作成のための連携 

・販路開拓のための連携 

※創業に関してはすでに関係機関と包括的支援協定を締結 

連携者及びその役割 

・山口県        各種調査に置ける情報提供、販路開拓における情報発信 

・防府市        各種調査に置ける情報提供、販路開拓における情報発信 

・（公財）やまぐち産業振興財団  経営分析、専門相談、販路開拓 

・市内金融機関     情報収集経営分析、専門相談の協力、金融支援 

・中国税理士会防府支部、青色申告会 情報収集、創業後の記帳指導 

・防府市商店街連合会  販路開拓、にぎわい創出事業 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
・事業者からの情報収集 
・記帳指導 

小規模事業者 

 
支援の声  支援の声 

中国税理士会防府支部 
防府青色申告会 

 
・関係機関との連携支援 
・各種助成制度、 
・販路開拓の情報発信 

山口県 

 
・賑わい創出事業 
・販路開拓事業 

防府市商店街連合会

創業者・事業承継者 
市外・県外への情報発信 

 
・各種調査における情報提供

・各種助成制度 
・販路開拓の情報発信 

防府市

 
・経営発達支援計画の作成 
・販路開拓支援 
・伴走型支援 
・創業（後）・承継指導 

防府商工会議所

支援の声 支援の声

 
・事業者からの情報収集 
・専門相談 
・金融支援 

市内金融機関 

 
・よろず支援拠点の支援 
・専門家派遣 
・販路開拓 

（公財）やまぐち産業振興財

創業包括支援協定 

平成２６年締結 

創業支援センター 

経営発達支援のための連携 

支援の声
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連携機関・防府市内金融機関一覧 

 

連携機関名称 役職 代表者名 住所 電話番号 

山口県 県知事 村岡嗣政 山口市滝町 1-1 083-933-3180 

防府市 市長 松浦正人 防府市寿町 7-1 0835-25-2147 

（公財）やまぐち産業振興財団 理事長 田村浩章 山口市熊野町 1-10 083-922-3700 

中国税理士会防府支部 支部長 三井邦彦 防府市下右田 1058-4 0835-38-0070 

防府青色申告会 会長 立石 護 防府市八王子 2-8-9 0835-22-4750 

防府市商店街振興会 会長 坂本恵次 防府市天神 1-11-1 0835-22-6039 

連携先防府市内金融機関 役職 代表者名 住所 電話番号 

山口銀行防府支店 支店長 中野浩幸 防府市駅南町 10-1 0835-22-3000 

東山口信用金庫 理事長 嶋本 博 防府市天神 1-12-18 0835-23-2323 

西京銀行防府支店 支店長 笠原直樹 防府市中央町 5-1 0835-22-0651 

萩山口信用金庫 支店長 本間剛志 防府市佐波 2-5-2 0835-23-5150 

広島銀行防府支店 支店長 平 公成 防府市栄町 1-5-1 0835-22-2461 

もみじ銀行防府支店 支店長 岡本啓志 防府市戎町 1-7-2 0835-22-2424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


