
経営発達支援計画の概要 

実施者名 徳山商工会議所（法人番号： ８２５０００５００５２３５） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

１）既存事業者の持続的発展 
個別事業者に伴走型で支援を行い、売上・利益率の向上と廃業・倒産の減少を目指す。

２）地域の核となる新産業の育成 
水素による持続可能なまちづくりを推進し、産業振興や地域振興の促進を目指す。 

３）新規創業者の増加による地域経済の活性化 
徳山商工会議所の支援により、１年当たり「２５人の開業」を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  

１．地域の経済動向調査に関すること 
地区内の経済動向を調査・分析することにより、地域の抱える問題点を分析し、小規模

事業者の経営改善発展を図る。 
 

２．経営状況の分析に関すること 
経営指導員による巡回・窓口相談や、税務指導・記帳指導・金融相談等を通じて、経営

状況の分析が必要な小規模事業者を発掘し、経営分析を行う。 

専門的な分析等が必要な場合には、専門知識を有する専門家と連携して、丁寧にサポー

トする。 
 

３．事業計画の策定支援に関すること 
事業者が経営課題解決のために行う事業計画の策定を専門家等とも連携し、支援する。

創業計画・第二創業(経営革新)計画の策定支援については、周南市が産業競争力強化法

に基づき「創業支援事業計画」を策定し、認定を受け、当所が中心となり、市・金融機関

等と連携して設立した「周南市創業支援協議会」を通じて、他の支援機関と連携して、創

業支援から第二創業（経営革新）まで伴走型支援を実施する。 
 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること 
計画実施に当たっては、必要に応じて、専門家派遣の活用・他の支援機関との連携を通

じて、事業者が経営課題を解決するために必要な指導・助言を継続的に行う事で、伴走型

の支援を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

特に、創業後間もない事業者は、経営計画（創業計画）を実施するノウハウ等が不足し、

廃業に追い込まれる事が多い為、きめ細やかな支援を行う。 
 

５．需要動向調査に関すること 
地区の主要産業である、コンビナート企業の生産高について調査する。 

併せて、地域内小売業全体の売り上げ動向をタイムリーに把握するため、サンプル調査

として、スーパーマーケットの売上高を調査する。 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
周南地域は、歴史的に港を中心としたコンビナートの街として発展してきたため、地域

外に販路を求めた特産品の開発等は、不得手であった。 

しかしながら、平成２６年度に徳山商工会議所で独自に行った全会員を対象としたアン

ケート調査の結果では、多くの会員から「地域ブランドの開発・観光振興」が期待されて

いることから、この分野の支援を強化する。 

 

Ⅱ. 地域の活性化に資する取り組み  

１．中心市街地の活性化について 
中心市街地活性化は地域の喫緊の課題となっている。 

徳山商工会議所としては、｢周南市中心市街地活性化基本計画｣(平成２５年３月、内閣府

の認定済み)に沿い、行政等と強く連携して、中心市街地の再生に取り組む。 
 

２．水素活用による産業振興と地域づくりについて 
水素先進都市｢周南｣の実現に向け、｢周南コンビナートで生み出される水素の利活用によ

る産業振興と地域づくり｣に、官民一体で取り組む。 
 

連絡先 
徳山商工会議所 中小企業相談所(TEL0834-31-3000・FAX0834-32-3303) 

 〒７４５－００３７ 山口県周南市栄町２丁目１５番地 
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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 

（周南市の概要及び地域の現状） 

周南市は、山口県の東南部に位置し、隣接する下松市・光市と共に、人口約２５万

人の周南広域都市圏を形成している。人口は、１４９，５０８人（２０１０年国勢調

査）面積は６５６．３２km²で共に山口県内第４位。 

天然の良港として古くから利用される徳山下松港（平成２３年、「国際バルク戦略

港湾（石炭）」に指定）が存在する為、旧徳山海軍燃料廠を礎に、石油化学コンビナ

ート（周南コンビナート）の街として発展してきた。 

しかしながら、人口は、１６７，３０３人をピークとして（１９８５年国勢調査・

現周南市に相当する地域）減少傾向（－１０．６％）にある。それにともない、事業

所数・従業者数（民営）も、７，１４７事業所・６９，４２８人（平成２４年：総務

省統計局「経済センサス―活動調査」）で、９，７１４事業所・８５，７８７人（平

成８年：総務省統計局「事業所・企業統計調査」・現周南市に相当する地域）をピー

クに減少傾向（事業所数：－２６．４％・従業者数－１９．１％）である。 

当所管内には、西京銀行の本支店の他、山口銀行、東山口信用金庫、広島銀行、も

みじ銀行、伊予銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行が支店を構えている。 

その他の主な金融・支援機関としては、日本政策金融公庫（国民事業）徳山支店、

商工組合中央金庫徳山支店、山口県信用保証協会周南市店、支援機関としては、周南

地域地場産業振興センター、NPO法人山口県アクティブシニア協会、周南新商品創造

プラザ、徳山大学、徳山工業高等専門学校、一般財団法人周南観光コンベンション協

会 等がある。 

また、山口県内全域をカバーする主な支援機関としては、公益財団法人やまぐち産

業振興財団、独立行政法人山口県産業技術センター、独立行政法人日本貿易振興機構

（ジェトロ山口）山口県中小企業団体中央会、山口県中小企業診断協会、山口県商工

会連合会 等がある。 

 

（当地域の課題） 

当地域は、石油化学コンビナートに立地する大企業の工場（基礎素材型産業）に依

存して発展してきた。したがって、その他の産業（加工組立型製造業や商業・サービ

ス業）に弱みがある。 

 主なコンビナート企業：出光興産㈱、日本ゼオン㈱、㈱トクヤマ、東ソー㈱ 
           帝人ファイバー㈱ 等。 

しかしながら、その中核を占めていた出光興産㈱徳山製油所が、２０１４年３月に

石油精製停止（近隣のコンビナートへの供給は引き続き行われている。）、帝人ファ

イバー㈱の工場閉鎖（２０１８年３月までの予定）等があり、転換期を迎えている。

この為、地域の核となる新たな産業の育成、雇用の創出、新規創業者の支援が大きな

課題となっている。 

商業面では、JR徳山駅と商店街を中心とした中心市街地は、高度経済成長期に商業

地として大きな発展を遂げた。しかし、１９９０年代以降は、他の地方都市と同様、

周辺地域の大型商業施設やロードサイド店舗への買い物客の流出が進んだことから

山口県東部で唯一の百貨店であった「近鉄松下百貨店」の平成２５年２月２８日での

閉店等、疲弊しており、市街地活性化は今後の大きな課題となっている。 

商業面の地域の主な経営課題としては、人口減・中心市街地の機能低下等に伴う売
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上減少、事業所数の減少等があげられる。 

※ 平成２４年総務省統計局「経済センサス―活動調査」第３７表 

事業所総数   ７，１４７事業所 

存続事業所数  ６，８１７事業所 

新設事業所数    ３３４事業所 

廃業事業所数  １，２８８事業所 

 現状、周南市内の廃業事業所は、新設事業所の３．８６倍と言う厳しい状況
である。これには、地域の経済基盤の低下による、支店・営業所の廃止・統

合等の影響も大きいと思われるが、後継者不足や売上低下等を原因とする廃

業の増加、絶対的な創業者数の不足がもたらした結果といえる。 

 

（当所におけるこれまでの取組） 

商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会

一般の福祉の増進に資することを目的として設立された地域で唯一の総合経済団体

で、上述のような地域の現状・課題を踏まえ、当所では「活力ある徳山の再生」を目

標に事業計画を立て、活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 魅力あるまちづくりの推進 
・専門委員会によるまちづくり事業の調
査・研究・提案 

・まちづくり会社との連携による中心市街
地の活性化事業の推進 

・港を含めた駅南地区のにぎわい創出促進
■ 観光の振興 
・専門委員会による観光事業の調査・研
究・提案 
・地域資源の「掘り起こし」「磨き上げ」 
・広域連携による交流人口の増大 
■ 地域活性化事業の推進 
・各種イベントの開催及び効果的なイベン
トの検討・改善 
・集客事業等への支援・協力 
・プレミアム付市内共通商品券の発行 
■ 地域基盤整備の促進 
・港湾施設・道路の整備促進 
・コンビナート企業の活性化促進 
■ 水素ｴﾈﾙｷﾞｰ利活用に向けた取組 
■ 地域循環型経済社会構築への取組 

■ 中小小規模企業への「ワンストッ
プ」「伴走型」支援の実施 

・巡回・窓口相談体制の強化 
・経営発達支援計画の策定 
・小規模事業者の経営計画作成支援及び経
営革新への支援 

・消費税転嫁対策窓口相談等事業の強化 
・資金繰相談、融資斡旋等の金融支援及び
経営安定支援事業の推進 

・創業塾開催等による創業支援 
・商談会等による販路開拓支援 
・円滑な事業承継に向けた支援 
・専門家派遣事業の実施 
・税務・経理・労務等に関する相談指導 
■ 人材育成・雇用機会増大の推進 
・社員向け、経営者向け各種研修会の開催
・人材育成の支援 
・各種検定試験の実施 
・ジョブカード事業の推進 
・就職フェアの開催 

 
■ 提言･要望活動の強化と 
実現能力の向上 

・会員訪問や諸会議による意見集約 
・行政や市議会、県議会議員との意見交換会の
実施 

・広域・他団体との連携による要望活動 
■ 会員サービスの充実 
・既存サービスの見直しと新規サービスの導入
検討 

■ 情報発信力の強化 
・会員企業の情報発信支援サービスの実施 
・商工会議所活動のＰＲ強化 

■ 会員増強による組織率の向上 
・目標年間 100 会員 
■ 会員交流事業の実施 
・周南パラボラ会等開催による会員交流促進 
■ 会員企業の福利厚生充実に向けた共済
事業の推進 

・生命共済、特定退職金共済等の加入促進 
・謝恩事業の実施 
■ 受託事業の実施 
■ 事務局機能の充実強化 
・即動！会員に満足と感動を！ 
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（中長期的な振興のあり方） 

 「当所におけるこれまでの取組み」に示したように、当所の中長期的な振興のあり

方の基本方針は、「活力ある徳山の再生」で、（徳山のまちを元気に！・徳山の企業

を元気に！・徳山商工会議所を元気に！）のスローガンの下、各種施策（中小小規模

企業への「ワンストップ」「伴走型」支援の実施、人材育成・雇用機会増大の推進、

魅力あるまちづくりの推進、観光の振興、地域活性化事業の推進、地域基盤整備の促

進、水素エネルギー利活用に向けた取組 等）に取り組んでいる。 

 

また地域全体では、周南市において策定された、第２次周南市まちづくり総合計画

「しゅうなん共創共生プラン」（平成２７年度スタート・１０年間）に掲げる将来の

都市像「ひと・自然・産業が織りなす 未来につなげる 安心自立都市 周南」の実

現に向けて、持続可能なまちづくりが官民一体で進められている。 

具体的には、以下の様な方向性が示されている。 

・ 「元気で心豊かな人を育むまちづくり」（教育・子育て） 

・ 「無限の市民力を発揮できるまちづくり」（生涯学習・人権／地域づくり）

・ 「安心して健康に暮らせるまちづくり」（安心安全／福祉・健康・医療）

・ 「活力と魅力に満ちた賑わいのあるまちづくり」（都市基盤／産業・観光）

・ 「環境にやさしく快適で利便性の高いまちづくり」（環境共生） 

・ 「最大限の行政力を発揮するまちづくり」（行政経営） 

 

当所としては、特に「活力と魅力に満ちた賑わいのあるまちづくり」の分野におけ

る基本施策である「農林水産業の振興、地域ブランドの推進、中心市街地の賑わい創

出、商業の振興、工業・新産業の振興、企業立地と就業支援の促進、産業基盤の整備、

観光・コンベンション等による交流の推進」等について、行政等と連携して取り組む。

 

なお、周南市においては、地域の課題に対処し、第２次周南市まちづくり総合計画

「しゅうなん共創共生プラン」を効果的に推進するために、「人口ビジョン」及び今

後５か年の目標や具体的な施策を盛り込んだ「総合戦略」の策定が進められている。

  ※詳細は１４ページ「Ⅱ．地域の活性化に資する取組み」 
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（本計画（５年間）における方針と目標） 

当所の中長期的な目標である「活力ある徳山の再生」及び地域の掲げる将来の都市

像「ひと・自然・産業が織りなす 未来につなげる 安心自立都市 周南」を実現す

る為、本計画の目標最終年を５年後（平成３２年度）とし、基本方針及び目標を設定

する。 

 

地域の現状を鑑み、１）「既存事業者の持続的発展」・２）「地域の核となる新産

業の育成」・３）「新規創業者の増加による地域経済の活性化」を基本方針とし、各

項目に具体的目標を設定して支援を行う。 

 

１）既存事業者の持続的発展 

現在も山口県、周南市、地域金融機関その他支援機関と連携し、個別企業

の経営力向上、販売促進等を継続して支援し、持続的発展を図っている。 

今後は、個別事業者に伴走型でより質の高い支援（「経営状況の分析」・

「事業計画の策定支援」・「事業計画の策定後の実施支援」・「新たな需要

の開拓に寄与する事業」等）を行い、売上・利益率の向上と廃業・倒産の減

少を目指す。 

目標：「経営状況の分析」７５件（事業者の行う経営分析支援件数） 
「事業計画の策定支援」７０件（事業計画策定支援事業者数） 

「事業計画の策定後の実施支援」８０件（実施支援事業所数） 

「新たな需要の開拓に寄与する事業」６５件 

  （商談会・展示会等への参加支援件数）  

 

２）地域の核となる新産業の育成 

現在、周南地域のコンビナート企業で、水素が副産品として、大量・安価

に製造されている優位性を活かし、山口県・周南市・徳山商工会議所等、地

域が一体となって、「水素活用による産業振興と地域づくり」に取り組んで

いる。 

水素による持続可能なまちづくりを推進し、産業振興や地域振興の促進を

目指す。 

目標：１件（水素関連企業誘致の支援件数） 
   １件（水素関連設備投資の支援） 
 

３）新規創業者の増加による地域経済の活性化 

現在も、経済産業省及び総務省から認定を受けた、「創業支援事業計画」

に沿って、「周南市創業支援協議会」（構成員：徳山商工会議所、新南陽商

工会議所、㈱山口銀行、㈱西京銀行、㈱日本政策金融公庫、㈱エス・ケイ・

ベンチャーズ）や各支援機関と連携して、創業支援を行っているが十分な成

果が上がったとは言えない。 

地域で活動する事業者を増やすことが、産業力の強化につながるとの考え

から、今後、この分野の支援を強化する。 

目標：２５件（徳山商工会議所の支援による、１年当たり開業者数） 
 
※ 目標値は、計画最終年度（平成３２年度）の数値。 
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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） 

 

（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】 

地区内の経済動向を調査・分析することにより、地域の抱える問題点を分析し、

小規模事業者の経営改善発展を図る。 

（事業内容） 

① 小規模事業者へのアンケートにより、地域の経済動向を調査、分析する。ア

ンケートには、日本商工会議所とタイアップして行う、全国統一中小企業景

況調査（５０社）、早期景気観測システムヒアリング調査（８社）を活用し、

景況感「今期の状況（対前期比・前年同期比）」・「来期の見通し」を中心

に設備投資計画や、為替の影響等について調査する。 

また、巡回訪問時に景気動向等のヒアリング調査を行い、情報を地域の中小

事業者と共有する。 

 

② 主要経済指標である、市内人口動態、金融「日本政策金融公庫国民生活事業

普通貸付貸付状況（徳山支店扱）・山口県信用保証協会保証状況・徳山手形

交換所扱手形交換残高不渡手形状況」、労働「徳山公共職業安定所扱 一般

職業紹介状況・求人倍率等分析」、徳山港貿易額、市内電力使用状況、市内

新設住宅着工戸数 等は、毎月調査を行い広く公開する。 

 

③ 地域小売業の動向を迅速に把握する為の基礎調査として、市内に立地するス

ーパーマーケット売上高（１１店舗）を毎月調査する。 

 

 

  （目標）調査結果は、具体的に取りまとめ、効果的な巡回・窓口指導を行うために

利用する。併せて、当所会報やホームページを通じ情報提供を行い、中小

事業所が経営環境を分析する際の一助となる事を目的とする。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員による巡回・窓口相談や、税務指導・記帳指導・金融相談 等を通

じて、経営状況の分析が必要な小規模事業者を発掘する。 

現状では、巡回・窓口相談や、税務指導・記帳指導・金融相談 等を行う際、

事業者から求められるアドバイスに対応するに留まる傾向が有るが、経営分析の

必要性を説明し、小規模事業者自らが経営分析に取り組む様指導し、具体的な項

目や手法についてのアドバイスを行う等伴走方の支援を行う。 

専門的な分析等が必要な場合には、専門知識を有する専門家と連携して、丁寧

にサポートする。 

 

（事業内容） 

① 巡回訪問・窓口相談や税務指導・記帳指導を行う時、金融相談を受けた際に、
相談者に対しヒアリングを行い経営分析が必要となる小規模事業者をピッ

クアップし、経営分析の必要性を説明し、小規模事業者自らが経営分析に取

り組む様指導する。 

現在、経営分析が必要と思われる支援先に対しては、経営指導員が分析を行

い、結果を伝えているが、自らが経営分析を行う事の重要性、経営計画策定・

実施の必要性について指導する。 
 
② 具体的な、分析手法としては、財務分析・ＳＷＯＴ分析・３Ｃ分析・４Ｐ分

析等を用い、十分な知識の無い小規模事業者に対しては丁寧なアドバイスを

行い支援する。 
 

主な分析項目 

・財 務 分 析 ：①収益性分析、②生産性分析、③安全性分析、 

④債務償還能力、⑤成長性分析、 

⑥損益分岐点分析等 

・ＳＷＯＴ分析 

 強みや弱みとなる内部要因 

 ①経営者の資質、②経営体質(組織構造)、③営業力、④販売力、

⑤技術・生産力、⑥商品力、⑦情報力、⑧財務体質 等 

 機会や脅威となる外部要因 

 ①自然環境、②法律・政治環境、③市場環境、④経済環境、 

⑤社会環境、⑥文化・技術環境 等 

・３Ｃ分析   

 Customer  

（市場・顧客） 

：①市場動向、②ターゲット市場、③規制緩和 等 

 Competitor 

（競合） 

：①業界再編、②異業種＆新規参入、 

③競合他社動向 等 

 Company（自社） ：①経営者の資質、②経営理念、 

③経営体質(組織構造)、④経営資源 等 
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・４Ｐ分析 

 “Product” 

（製品） 

：製品やサービスの品質や特徴、付加価値、 

デザイン、機能、性能 等 

 “Price” 

（価格） 

：価格、割引条件、支払い条件 等 

 “Promotion” 

（宣伝） 

：告知や広報、広告、宣伝、販売促進策 等 

 “Place” 

（立地、流通） 

：販売店（舗）、代理店、流通経路、店頭の品揃え、

在庫量 等 
 

③ 経営指導員のみで、分析を支援する事が困難な場合は、専門知識を有する専
門家と連携して、当該企業の内部分析、当該業種や商圏での外部要因の分析

等を行う。 

 

  （目標）多くの事業者と接触し、ニーズを把握するため、「巡回・窓口相談件数、

税務・記帳指導件数、金融指導(マル経)件数」に具体的目標を定める。 

併せて、経営分析の為の専門家活用件数にも目標を設定し、最終的に、

事業者の行う経営分析の支援件数７５件以上を目標とする。 

また、経営分析を行った事業者の必要に応じて、「事業計画策定の必要

性」について指導する。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

巡回・窓口相談件数 6,910 7,330 7,550 7,777 8,010 8,250

記帳指導対象事業所 284 301 310 320 329 339

金融指導（マル経）件数 27 29 30 31 32 33

専門家活用（派遣）件数 1 6 7 8 9 10

事業者の行う経営分析支援件数 未集計 35 45 55 65 75

 

※現状、行っている専門家派遣は、主に、「４．事業計画の実施支援」のためで、

現状分析・調査の為の専門家活用は 1件のみ。 

※「巡回・窓口相談件数、記帳指導件数、金融指導（マル経）件数」については、

3％/年アップが目標。 
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
上記２．の経営分析等の結果を踏まえ、事業者が経営課題解決のために行う事
業計画の策定を専門家等とも連携し、支援する。 
また、当地域は、石油化学コンビナートの街として発展してきたため、大手企
業や、下請けの関連企業に就労する者や保守・修繕といった業務の企業が多く、
これまで創業を志す者や、経営革新を図る企業が他地域に比べ、少ない状況であ
った。 
しかし、近年、若い世代や定年後の世代を中心に創業を志す者や、経営革新の
必要性を求める事業所も多くなってきた。 
特に、地元の商店街に関しては、周南市の補助金制度や、当所とまちづくり会
社の㈱まちあい徳山の連携によるテナント誘致の効果もあり、新規出店が続く状
況である。 
ところが、創業者の中にはビジネスプランが不明瞭で、創業しても早期に廃業
してしまうケースも多く見られた。 
そういった状況の中、当所においては、徳山地域中小企業支援センターによる
相談窓口の設置や、創業セミナーや創業塾を開催し、創業に関するノウハウ、ビ
ジネスプランの構築を支援してきた。 
平成２６年度には、地元の金融機関や支援機関、行政と連携して創業支援を実
施する「周南市創業支援協議会」を設立した。 
「周南市創業支援協議会」や「徳山地域中小企業支援センター」の取り組みに
より、創業や第二創業（経営革新）に必要な計画策定についても、伴走型支援を
実施する。  
 「周南市創業支援協議会」とは、産業競争力強化法に沿って周南市が策定した「創業
支援事業計画」（認定済み）に基づく組織で、当所が中心となり、市・金融機関等と
も連携する「周南市創業支援協議会」を設立することで、支援体制・連携を強化し、
きめ細やかな創業支援が出来る体制である。 

 徳山地域中小企業支援センターとは山口県における事業であり、平成１２年の開設で
ある。創業予定者・経営革新を進める方への相談窓口として、約２００名の創業者が
誕生している。週３回の開設日には、金融機関ＯＢ・中小企業診断士・税理士が交代
でコーディネーターを務めている。（平成２６年度実績） 

 

（事業内容） 
① 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
 
② 窓口相談、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、事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。  
③ 「２．経営状況の分析に関すること」にて分析情報を提供した事業者に対し、

必要に応じた事業計画を策定するよう助言・指導を行う。  
④ 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、ものづくり補助金・小

規模事業者持続化補助金等の申請時に事業計画の策定支援を行う。 
 
⑤ 事業計画策定時に専門知識等必要な場合は、他の支援機関や専門家と連携し

て行う。  
⑥ 創業塾(年間１回開講)・創業支援セミナー・個別相談会等を開催し、地元で

の創業を望む人材を発掘する。  
⑦ 創業希望者や創業して間もない方、第二創業（経営革新）を予定している方
を対象に、創業塾・創業支援セミナー・個別相談会・経営指導員の巡回訪問
等を通して、実践的なノウハウ（創業に関する知識・創業計画の策定等）の
習得を支援する。 
また、創業塾等への参加者同士のネットワークを構築する為、交流会を開催
する他、支援機関・地域の既存事業者等とのマッチングの機会を設ける。  
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⑧ 第二創業（経営革新）に関する相談会・セミナー等を開催し、該当する事業

所の発掘を行う。 
 
⑨ 対象事業所には経営指導員による定期的な巡回訪問で個別のフォローアッ
プを行う。必要に応じて専門家派遣事業等を活用しながら、第二創業（経営
革新）計画の策定を支援し、山口県中小企業経営革新支援制度における経営
革新計画の申請・承認を支援する。 

 
  （目標）事業計画策定、創業、第二創業（経営革新）の支援事業所数については、

その総数だけで無く、事業者の掘り起こしのためのセミナー・説明会等の
回数・参加者数、についても具体的な目標を定める。 
また、「事業計画策定支援（既存事業者）の結果としての小規模事業者持
続化補助金等補助金の申請件数」・「創業支援の結果としての創業者数」・
「第二創業（経営革新）の支援の結果としての経営革新承認件数」につい
て目標を定める。 
 小規模事業者持続化補助金等補助金の採択率は５０％以上を目標
とする。 

 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

事業計画策定支援事業者数 

（既存事業者） 
未集計 30 40 50 60 70 

小規模事業者持続化補助金等 

補助金申請の支援件数 
10 25 30 35 40 45 

創業支援者数 30 35 40 40 50 50 

創業者数 10 15 20 20 25 25 

第二創業支援者数 2～3 5 10 10 15 15 

経営革新承認件数 1 3 5 7 10 13 

セ
ミ
ナ
ー
・
説
明
会
等
の
開
催 

既存事業者 

向け 

開催回数 1 2 3 3 4 4 

参加者数 19 50 75 75 100 100 

創業塾 
開催回数 1 1 1 1 1 1 

参加者数 20 30 30 30 30 30 
創業関連 

セミナー 

開催回数 1 2 2 3 3 3 

参加者数 30 80 80 120 120 120 

経営革新 

関連ｾﾐﾅｰ 

開催回数 1 2 2 2 3 3 

参加者数 10 40 40 40 60 60 

 
※創業・第二創業（経営革新）関連の件数に関しては、徳山商工会議所、周南市創

業支援協議会、徳山地域中小企業支援センターでのセミナー回数・相談件数の合

計とする。現状は、過去３年（平成２４年度・２５年度・２６年度）平均。 
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４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 
計画実施に当たっては、必要に応じて、専門家派遣の活用・他の支援機関との
連携を通じて、事業者が経営課題を解決するために必要な指導・助言を継続的に
行う事で、伴走型の支援を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
特に、創業後間もない事業者は、経営計画（創業計画）を実施するノウハウ等
が不足し、廃業に追い込まれる事が多い為、きめ細やかな支援を行う。 
 
（事業内容） 
① 事業計画を策定するに当たり、「１．地域の経済動向」・「２．経営状況の

分析」・「５．需要動向調査」を踏まえ、新たな需要の開拓が必要と判断さ
れる場合には、下記「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」
の通り、支援する。  

② 事業計画を策定した事業所が当該計画を実行するために必要な技術・ノウハ
ウの取得、従業員等の資源の向上の為、各種セミナー・説明会等を開催する
他、個別企業に必要に応じた支援を行う。 

 
③ 事業計画を策定した事業所が当該計画を実行するために必要な資金調達等
に対して、地域金融機関と連携して資金繰り計画作成・実施等の支援を行う。
 具体的には、マル経融資・小規模事業者経営発達支援融資制度等日本政策金融公庫
の利用や周南市や山口県の各種融資制度の活用を予定している。 

 
④ 計画実施に当たり、経営指導員のみでは、対処困難な経営課題を有する事業
者に対しては、山口エキスパートバンク事業（登録専門家２５０人・平成２
６年１２月現在）・ミラサポの等の専門家派遣の活用や、地域金融機関、中
小企業基盤整備機構のコーディネーター等の支援機関と連携し、課題解決の
支援を行う。  

⑤ 計画実施中は、必要に応じて２週間に１度程度巡回訪問し、進捗状況の確認
を行うとともに、必要な指導・助言を行う。  

⑥ 事業計画の実施に必要な支援を行った後は、２ヶ月に１回程度巡回訪問し、
国、山口県、周南市、徳山商工会議所、中小企業基盤整備機構等の行う支援
策等を広報・案内し、フォローアップを実施する。  

⑦ 創業後間もない事業者に対しては、経営指導員による定期的な巡回指導等の
個別フォローアップの他、専門家派遣事業等を活用し、伴走型の支援を行う。
また随時、徳山商工会議所主催のセミナー・異業種交流会・商談会等を案内
し、経営に必要なノウハウの習得を図ると伴に、人脈・ネットワーク構築を
支援する。 

 
  （目標）「地域中小企業者が、知識等の経営資源を獲得するためのセミナー・説明

会等の開催」、「連携機関と協力しての必要に応じた、専門家の活用」等
を通じて、事業計画策定・計画実施を支援する。 

 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

セミナー・説明会
開催回数 24 26 27 28 29 30

参加者数 629 675 700 725 750 775

専門家活用（派遣）件数 22 26 28 30 32 34

事業計画実施支援事業者数 未集計 40 50 60 70 80
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

支援要請のあった事業者毎の業種・業態に合わせて需要動向について調査す

る。調査は、支援要請の内容や経営指導員が支援を行う際の必要性に応じ、「商

圏・市場規模分析」、「競合・市場動向分析」等について行う。 

特に問い合わせの多い地区の主要産業である、コンビナート企業の生産高につ

いては、毎月調査公開する。 

 

（事業内容） 

① 地域の主要産業である素材型・コンビナート企業の会社別生産高「出光興産
㈱徳山事業所（石油化学品）、帝人㈱徳山事業所（ポリエステル短繊維）、

日本精蝋㈱徳山工場（重油・石蝋）、日本ゼオン㈱徳山工場（合成ゴム）、

㈱トクヤマ（ソーダ灰・電解苛性ソーダ・セメント）」について毎月調査し

広く公開する。 
 
② 商圏・市場規模の分析について、 
当該商品・店舗の想定される商圏及び市場規模について、家計調査年報や経

済センサス等の政府統計・人口移動統計調査(町丁字別・年齢別・男女別人

口)等を用いて分析し、小規模事業者にも分かりやすく加工して提供する。

特に必要と思われる時は、各民間調査会社のレポート等を活用し、データを

収集・分析し、相談内容に応じた情報を提供する。 
 
③ 競合・市場動向の分析について、 
競合分析については、タウンページを用いて競合総数を把握すると伴に、グ

ーグルマップ等のマップサイト・ホームページ(競合各社のホームページや

SNSでの評判等)・経営指導員による実施訪問等により店舗周辺の競合分布状

況を把握する。 

市場動向については、家計調査年報や経済センサス等の政府統計の年度別推

移、地域の人口推移等を用いて分析する。 

前項同様に、特に必要と思われる時は、各民間調査会社のレポート等を活用

し、データを収集・分析し、相談内容に応じた情報を提供する。 
 
  （目標）定期的な調査（工場生産高）結果は、具体的に取りまとめ、当所会報やホ

ームページを通じ情報を公開する事で、地域の事業者が、外部環境認識を

深め、事業計画を策定する際の参考資料とする。 

個別事業者への調査状況の提供については、事業者が経営計画を策定する

際、ターゲット選定・立地選定・販売促進戦略等に活用する事によって事

業計画の精度を高める。 

 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域の主要工場生産高調査 
5社× 

12回

5社× 

12回

5社× 

12回

5社× 

12回 
4社× 

12回 
5社× 

12回

事業者への分析情報提供件数 未集計 40 50 60 70 80
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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】 

周南地域には、「延縄漁発祥の地であるフグ」等ポテンシャルを備えた商材が

有るが、歴史的に港を中心としたコンビナートの街として発展してきたため、地

域外に販路を求めた特産品の開発等は、不得手であった。 

また、平成２６年度に徳山商工会議所で独自に行った全会員を対象としたアン

ケート調査の結果では、「地域ブランドの開発・観光振興」は、「街づくり・中

心市街地活性化」と並んで、多くの会員から期待されている。 

併せて、中小企業白書等でも指摘されているように、「営業力・販売力の強化」

は、中小企業者共通の最重要課題であるため、新商品・新サービス開発・既存商

品のブラッシュアップ支援、ＩＴやメディア等各種媒体を活用した販売促進策、

広報・広告等の効果的な実施、展示会・商談会への出店など販路拡大策に関する

支援を専門家・行政等と連携して支援する。 

 

（事業内容） 

① 新商品・新サービス開発・既存商品のブラッシュアップ支援 

 専門家によるセミナー・個別相談会等を開催し、商品開発等を希望する
企業の掘り起こしを行う。 

上記によりリストアップした小規模事業者、経営分析や経営計画策定支

援を通じ、商品開発等の必要性が顕在化した小規模事業者に対しては連

携機関と協力し、必要に応じて専門家を派遣し、具体的課題の解決を図

る。 
 
 小規模事業者が行う、「しゅうなんブランド」・「周南ものづくりブラ
ンド」の認定申請を支援する。 
※「しゅうなんブランド」 

「周南市ならでは」「これぞ周南市」の魅力と個性を持った農林水産物やそ

れらを活用した加工品を、市内外に広くＰＲするために周南市が認定を行っ

ている制度。 
 

※「周南ものづくりブランド」 

周南地域の中小企業等が行う製品開発を支援するために公益財団法人 周南

地域地場産業振興センターが認定を行っている制度。 
 

 上記により支援を行った商品の新たな販売拠点として、道の駅（ソレー
ネ周南・Ｈ２６年オープン）等情報発信力の高い売場を活用できるよう

支援する。 
 
② 広報・広告等の効果的な実施による販路拡大支援 

（メディア等各種媒体を活用した販売促進支援販売） 

 小規模事業者が「新たに開発した商品やサービス、イベント、店舗移転
等」の情報をマスメディアを利用して広報する事を希望する場合は、当

所にて行っている「プレスリリース支援サービス」を活用する。 
※「プレスリリース支援サービス」 

新商品や新サービス、新店舗オープン、周年などのイベント 等のＰＲ・告

知を効果的に行う事で、管内事業者の広報活動を支援するため、地元報道各

社、記者クラブと連携して行っている無料サービス。  
 

 小規模事業者の行う広報・広告は、単発で終わり、効果が低い傾向が有
る。広報・広告の効果を高めるため、フェイスブックやブログ等のＳＮ

Ｓを活用した情報発信を充実させることへの支援を行い、情報の連続

性・継続性を高め、販売力の強化を図る。 
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対象事業者にＩＴに関するスキルが不足している場合には「④ ＩＴ活

用の支援」の通り支援する。 
 

③ 展示会・商談会への出店など販路拡大策に関する支援 

 山口県外まで商圏を拡大する事が困難な事業所等（建設業やサービス
業 等）が山口県内で新たな販路を開拓し、売上拡大を図る為、「ビジ

ネス・ドラフト山口」・「やまぐち総合ビジネスメッセ」等の周知を

行い、参加を呼びかける。参加する場合は、事前の商談用資料の作成、

当日のプレゼンテーション、アフターフォローとしての商談先への継

続訪問等について支援し、事業者の売上拡大を図る。 
※「ビジネス・ドラフト山口」 

主催：山口県商工会議所連合会、県内商工会議所・商工会会員同士の商談会。
 

※「やまぐち総合ビジネスメッセ」 

主催：山口県、バイヤーを呼んでの展示会 
 

 商圏の拡大を目指す事業者（製造業、小売業、卸売業 等）に対しては、
近隣大都市圏（広島・福岡地域等）や、関西圏、首都圏等で行われる

商談会・展示会・アンテナショップ等への出店支援等を行う。（情報

提供、出展料の補助 等）参加を希望する場合には、対象商品のブラッ

シュアップやＰＲチラシの作成、商談用資料の作成等について支援し、

事業者の売上拡大を図る。 
 

④ ＩＴ活用支援 

広域展開向けの商品、サービスに対しては、ＩＴ活用を中心に支援する。

 ＩＴ活用セミナー・個別相談会の開催 
ＩＴ「（ホームページ・ＳＮＳ・ネットモールへの出展 等）活用のセ

ミナー・個別相談会を開催し、小規模事業者の能力開発を支援する。
 
 ビジネスマッチングサイト「ザ・ビジネスモール」の利用支援 
全国の商工会議所・商工会が共同運営し、全国２５万社の企業情報が

登録され、年間約４５０万の訪問者のあるビジネスマッチングサイト

「ザ・ビジネスモール」を、経営指導員の巡回・窓口相談時に紹介し、

利用を促す。登録をする場合には効果的な掲載内容になるよう指導す

る事で具体的な商談が行われるよう支援し、事業者の売上拡大を図る。

 

  （目標）地域中小企業の販路拡大のため、商談会・展示会等への参加の支援件数・

成約件数、ＩＴ活用支援件数（「ザ・ビジネスモール」の登録企業数・商

談成立件数）に定数目標を設定する。 

新商品・新サービス開発支援については、現在は積極的には行っていな

いため、当面は関連機関と連携して支援する事になるが、経営指導員の

資質向上を図り当所単独でも支援できる体制を構築する。 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

「ビジネス・ドラフト山口」・「やまぐち
総合ビジネスメッセ」への参加企業数 

26 35 40 45 50 55

その他、商談会・展示会への出展支援件数 未集計 5 7 7 10 10

出展支援を行った商談会等での 
商談成約件数 

未集計 10 15 20 25 30

ビジネスマッチングサイト「ザ・ビジネス
モール」への登録企業数 

10 20 30 40 50 60

ビジネスマッチングサイト「ザ・ビジネス
モール」上での商談成約件数 

0 10 15 20 25 30
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

前述の通り、当地域には、周南コンビナートに立地する大手工場の撤退、中心

市街地の衰退、人口・事業所数の減少等、多くの課題があり、これらに対応する

為、周南市において、第２次周南市まちづくり総合計画「しゅうなん共創共生プ

ラン」（平成２７年度スタート・１０年間）が策定され、目標とすべき将来の都

市像「ひと・自然・産業が織りなす 未来につなげる 安心自立都市 周南」の

実現に向けて、持続可能なまちづくりが官民一体で進められている。 

第２次周南市まちづくり総合計画「しゅうなん共創共生プラン」を効果的に推

進するために、「周南市まち・ひと・しごと創生戦略会議」が設置され「周南市

人口ビジョン」及び今後５か年の目標や具体的な施策を盛り込んだ「周南市総合

戦略」の策定が進められている。 

 

「周南市まち・ひと・しごと創生戦略会議」にて検討された地域活性化の方向

性を踏まえ、当所が中心的役割を果たすことにより、当地域全体の活性化を図る。

特に官民一体で取り組むべき喫緊の課題である、「街づくり・中心市街地活性

化」及び「地域の核となる新産業の育成（水素活用による産業振興と地域振興）」

については、「周南市中心市街地活性化協議会」・「周南市水素利活用協議会」

を通じて積極的に地域活性化事業を展開する。 

 

 「周南市まち・ひと・しごと創生戦略会議」について 
設置主体は周南市、５部会で構成。 

第１部会：【基本目標】雇用を確保し、安定して働くことが 

できるまち 

第２部会：【基本目標】安定して子育て・教育ができるまち 

第３部会：【基本目標】若者・女性が住み続け、活躍できるまち 

第４部会：【基本目標】賑わいと活力を実感できるまち 

第５部会：【基本目標】地域資源を活用し、快適に暮らし続ける 

ことができるまち 

委員内訳：産業界９人・金融機関２人・教育機関４人・NPO１人・ 

     労働団体１人・マスコミ２人・子育て１人・行政２人・

     合計２２人 

            ※当所からは専務理事が委員として参加。（第３部会所属） 
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１．中心市街地の活性化について 

山口県東部地域で唯一の百貨店であった、近鉄松下百貨店閉鎖後中心市街地は

一大転換点を迎えるなか、中心市街地活性化は地域の喫緊の課題となっている。

また、平成２６年度に徳山商工会議所で独自に行った全会員を対象としたアン

ケート調査の結果では、最も多く 

の会員が、商工会議所に期待する役割として、「街づくり・中心市街地活性化」

を挙げている。 

徳山商工会議所としては、「周南市中心市街地活性化基本計画」（平成２５年

３月、内閣府の認定済み）に沿い、「周南市中心市街地活性化協議会（事務局：

徳山商工会議所）、(株)まちあい徳山（まちづくり会社）」等と強く連携して、

中心市街地の再生に向けた事業推進を図る。 

 

（事業内容） 

① 行政（周南市）の行う中心市街地活性化策に対する意見具申。 
 
② 「周南市中心市街地活性化基本計画」に沿い、周南市、中心市街地活性化

協議会、(株)まちあい徳山（まちづくり会社）等と定期的な連絡会議を開

催し、情報共有を図るとともに、中心市街地活性化の方向性について検討

する。 
 
③ (株)まちあい徳山（まちづくり会社）の「まちなか出店サポートセンター」

と連携したとテナント誘致業務の推進。 
 
④ 地域の中小事業者が行う、中心市街地の活性化に資する事業（まちなか居

住、医療福祉施設の整備、買い物回遊拠点となる様な小売店の出店等）に

対する支援。「地権者との折衝、需要動向や交通量等の調査・研究、補助金

申請、金融面の支援等」 
 
⑤ 中心市街地への集客と小売店・飲食店等の売上アップのため、徳山商工会

議所主催（共催：周南市）で中心市街地にて、「徳山夏まつり」「周南冬の

ツリーまつり」を開催する。また、各商店街・個別店舗等が行う、集客・

販促イベントに対し、イベント開催のノウハウ提供等の協力を行う。 

 

  （目標）現在中心市街地の空き店舗率は１８．４％（当所集計：総店舗数３９１店・

空き店舗数７２店）であるが、これを５年以内に、１０％まで下げる。そ

のため、年３０件以上中心市街地への出店がサポートできる体制を整備す

る。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

中心市街地活性化協議会に関する 

諸会議の開催 
15 23 27 30 33 35

中心市街地への出店サポート 未集計 15 20 25 30 30

当所主催イベントへの来街者数 20万人 24万人 26万人 28万人 30万人 30万人
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２．地域の核となる新産業の育成（水素活用による産業振興と地域振興）について 

当地域の中核をなす周南コンビナートは、その中核を占めていた出光興産㈱徳

山製油所が、２０１４年３月に石油精製を停止し、転換期を向けえている。 

しかしながら、周南コンビナートでは、苛性ソーダの製造過程で純度の高い水

素が大量に製造されている事から、水素を利用した持続可能な産業振興や地域振

興が図られている。 
 平成２５年６月には国内で３か所目となる液化水素の製造工場（山口リキッドハ
イドロジェン㈱「出資：岩谷産業㈱６５％・㈱トクヤマ３５％」・「所在地：山

口県周南市御影町１－１ トクヤマ徳山製造所内」）が竣工し稼働を開始。 

 「液化水素ステーション」が平成２７年８月４日市内にオープン。 
 （株）トクヤマが代表申請者となり、東ソー（株）、山口県、周南市、下関市が
共同実施者として提案を行った「地域連携・低炭素水素技術実証事業」(環境省委

託事業)について、国の採択が決定。(平成２７年４月１７日) 

地元行政（周南市）においても、関連企業（周南コンビナート関係、エネルギ

ー関係、交通関係、「自動車・産業用車両・燃料電池メーカー」、「建築・機械

関係」）、商工関係団体（徳山商工会議所を含む）、市民団体（地元自治会）、

学識経験者、国・山口県・周南市等の行政関係等の参加する、「周南市水素利活

用協議会」を設立し、「周南コンビナートで生み出される水素エネルギーを、ま

ちづくりに活かすこと」の検討を行う等、官民一体で、水素先進都市「周南」の

実現に取り組んでいる。 

徳山商工会議所としても、国・県・市等が行う水素利活用事業への協力の他、

独自に「水素利活用による産業振興と地域づくり」に取り組む。 

 

（事業内容） 

① 行政（国・山口県・周南市）の行う水素利活用事業への協力。 

「周南市水素利活用協議会」等諸会議への出席・情報共有。 
 

② 地域中小企業者の行う「水素関連設備投資」への協力・支援。 
 
③ 水素関連企業誘致の推進。 
 
④ 水素・エネルギー問題の啓発・普及活動。 

 

  （目標）現在、水素の利活用については、行政主導で行われている。 

      当所としては、この分野でも独自の取組を行い、年１件以上の企業誘致支

援と設備投資支援を行う。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

行政の行う水素関連諸会議への参

加等、行政への協力 
2 3 4 4 5 5

水素関連企業誘致の支援件数 未実施 1 1 1 1 1

水素関連設備投資の支援 未実施 1 1 1 1 1

｢水素・エネルギー問題｣の勉強会

等啓発・普及活動 
1 2 3 3 4 4
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Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援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 

経営発達支援事業を効果的に推進する為、各支援機関と連携及び情報交換を図

る。 

 

① 地域の主な支援機関との連携について 
地域の支援機関の多くが参加している、「周南市創業支援協議会（平成２６

年度創業支援の為に設立）」において、最新の事例発表や情報提供の機会を

設け、創業支援や販路拡大支援に必要な情報交換を行っている。現状、年1

回の開催だが、開催頻度を高め、情報交換・意見交換の場を増やすことによ

って、情報共有の充実を図る。 
 
② 「周南市創業支援協議会」に加入していない支援機関との連携について 
徳山商工会議所の主催で「周南パラボラ会」と題した、産学官の交流会を四

半期ごとに開催し、多くの支援機関から参加を得ている。（参加者数平均役

300人）当所主催のイベントであり当日は運営の都合上深い情報交換等は困

難だが、積極的に交流する事で後日、相談・連携しやすい環境を整備する。
 
③ 日本政策金融公庫（徳山支店）との連携について 
日本政策金融公庫の担当者を講師に向かえ「マル経推薦勉強会」を開催し、

マル経推薦時の具体的な注意点等について指導を受けると伴に、地域の金融

経済情勢について意見交換を行っている。 

現状では、徳山商工会議所単独で年1回、近隣商工会議所(下松・光・新南陽)

と合同で年1回開催しているが、今後は、開催頻度を高め、より高度な金融

知識を習得すると伴に、管内の経済動向や管内事業所個々の情報について情

報交換の充実を図る。 
 
④ 他の商工会議所との連携について、 
定期的に開催される、中小企業相談所長会議や、山口商工会議所広域応援セ

ンターが実施する商工会議所経営指導員等研修会の情報交換会において、各

商工会議所が実施している事業内容や支援状況、小規模事業者の景気動向等

について情報交換を行う。効果的と思われる支援施策は、当所でも導入の可

能性を検討する。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

① 経営指導員（全員）は、山口商工会議所広域応援センターが実施する商工会
議所経営指導員等研修会への参加に加え、日本商工会議所が主催する経営指

導員研修に参加し、経営支援に必要な「経営・労務・税務・法律」等の基礎

知識や経営診断等の具体的手法を習得し、総合的な支援能力の向上に努め

る。 
 
② 経営指導員は、自身に不足している分野の知識を補うため、中小企業大学校
や中小企業基盤整備機構の主催する「販路開拓」、「売上増加」、「地域資源活

用」、「創業・経営革新」等の研修に参加する（１年に１～２名）こととし、

特に、経営分析能力及び販路拡大支援を重視した支援能力の向上を図る。 
 
③ 全職員は、他の支援機関が実施する資質向上のためのセミナーに積極的に参
加する他、日本商工会議所が実施しているWeb研修を受講する。 

 
④ 商工会議所内で「経営指導勉強会」を定期的（月１回程度）に開催し、組織
内で経営指導員のノウハウを共有する。 

講師は、経営指導員が交代で勤め、補助対象職員は全員参加、一般職員は、

輪番制での参加とする。 
 
⑤ 若手経営指導員については、巡回指導等において、ベテラン経営指導員とチ
ームで小規模事業者を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方

法を学ぶなど、OJT・OFF-JTにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

 

 

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、本計画に記載の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 金融機関ОＢ、中小企業診断士、弁護士等の有識者により、事業の実施状況、
成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 
② 外部有識者において、評価・見直しの方針を決定する。 
 
③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、徳山商工会議所常議員会へ報
告し、承認を受ける。 

 
④ 事業の成果・評価・見直しの結果を徳山商工会議所のホームページ 
（http://www.tokuyama-cci.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４月現在）

（１）組織体制 

徳山商工会議所 中小企業相談所を中心に、専務理事１人、事務局長１人、経営指導員６

人、補助員２人、記帳専任職員２人、一般職員４人の体制で実施する。 

 

 徳山商工会議所の実施体制は中小企業相談所に相談所長、相談課長、指導課長、係長の

体制で実施し、経営革新、創業支援等を継続的に行える体制を構築している。 

 

徳山商工会議所の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

徳山商工会議所 中小企業相談所 

住所 山口県周南市栄町２丁目１５番地 

電話番号 ０８３４－３１－３０００ 

ファクシミリ ０８３４－３２－３３０３ 

E-mail  tcci@tokuyama-cci.or.jp 

ホームページアドレス http://www.tokuyama-cci.or.jp 

 

 

専務理事  小 林 和 子 

事務局長  小 林 高 志 

主任 山本由美子 

（記帳専任職員） 

主任 重永真由美 

（記帳専任職員） 

（兼） 

総務課長 小林 高志 

雇員 国兼 利恵 

（兼） 

業務課長 小林 高志 

中小企業相談所長 佐伯 正文 

（主席経営指導員） 

係長 尾上   昇 

（経営指導員） 

指導課長 重永 信行 

（主任経営指導員） 

書記補 中島 淑恵 書記補 大下 幸子 

書記補 佐貫 純哉 

商業振興課長 石川朋広

（主任経営指導員） 

書記補 丸山 智大 

（経営指導員） 
書記補 尾上龍一郎 

書記  内山 諒司 

（補助員） 

（兼） 

相談課長 重永 信行 

書記 船井 辰朗 

（経営指導員） 

書記  中野 由香里 

（補助員） 
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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 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 69,000 70,500 72,000 73,000 74,500

 

創業支援事業費 

 

指導事業費 

 

管理費 

3,500 

 

11,000 

 

54,500 

4,000

11,500

55,000

4,500

12,000

55,500

5,000 

 

12,500 

 

55,500 

5,500

13,000

56,000

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、の他、各種事業の受託費 

会費収入（商工会議所より繰入金） 
各種事業収入（小規模企業共済等各種共済事業手数料収入） 

（講座受講料・記帳代行手数料等） 

 

 

（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。 
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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 

１．地域の経済動向調査・需要動向調査に関すること 

 アンケート・売上動向調査 
 地域の主要産業（コンビナート企業）の工場出荷高調査 
※調査結果を公開する事で、事業者が外部環境を正確に分析し、精度の高い事業計画を策定す

る事が可能になる。 

２．経営状況の分析･事業計画の策定支援･事業計画の策定後の実施支援に関すること 

 専門家派遣等専門知識の提供 
 経営状況分析、事業計画策定・実施支援に必要な資金繰り支援 
※事業者及び経営指導員に不足している専門知識の提供を受けることで、迅速で精度の高い経

営分析、事業計画の策定支援・実施支援が可能となる。併せて、強力なアフターフォローが

可能となり売上拡大等の一助となる。 

※有利な条件の制度融資を活用することで、事業者の資金繰り安定が期待できる。 

３．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 新商品・新サービス開発支援 
 販路開拓に必要な、商談会・展示会・大都市圏ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ出店等支援 
※事業者の情報発信力が強化されると伴に、最小限の費用でバイヤーとの商談が可能になる。

※専門家の支援を受けることで、商品やサービスの独自性や機能性についてブラッシュアップ

することが可能になると伴に、プレゼンテーション能力が強化され、売上の拡大が期待でき

る。 

４．地域の活性化に資する取組みに関すること 

１）中心市街地の活性化について 

※山口県・周南市等の助成制度を活用する事で、中心市街地に出店を希望する事業者・創

業者の創出が可能になる。 

※各支援機関が連携することで、賑わいの創出や魅力ある店舗づくり、中心市街地の活性

化が可能になる。 

２）水素活用による産業振興と地域づくりについて 
※当該事業には、大規模な環境整備や巨額の資金が必要で、官民一体となり推進しなけれ

ば有効な事業効果は期待できない。 

連携者及びその役割 
 

連携者 連携する内容 役割 

周南市 

市長 木村 健一郎 

山口県周南市岐山通１－１ 

全般 
情報共有（各種支援策等）

その他全般にわたる連携 

山口県 

知事 村岡 嗣政 

山口県山口市滝町１－１ 

全般 
情報共有（各種支援策等）

その他全般にわたる連携 

山口県商工会議所連合会 

会頭 川上 康男 

山口県下関市南部町２１－１９ 

下関商工会館２階 

全般 
情報共有（各種支援策等）

その他全般にわたる連携 

山口県商工会連合会 

会長 藤村 利夫 

山口県山口市中央 4丁目 5-16 

  山口県商工会館３階 

全般 
情報共有（各種支援策等）

その他全般にわたる連携 

㈱まちあい徳山（まちづくり会社） 

代表取締役 河村 啓太郎 

山口県周南市銀南街１７番地 

       銀南街ビル２Ｆ 

４．－２） 

中心市街地の活性化について 

まちづくり全般にわたる

連携 
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連携者 連携する内容 役割 

㈱日本政策金融公庫 

（国民事業・徳山支店） 

徳山支店長 

細川 英樹 

山口県周南市慶万町４－２ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱商工組合中央金庫（徳山支店） 

徳山支店長   

小林 英司 

山口県周南市御幸通１丁目１０ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

山口県信用保証協会（周南支店） 

周南支店長 

中野 司 

山口県周南市緑町 1丁目 75-2 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱山口銀行 

徳山支店長 

徳永 徹 

山口県周南市桜馬場通１丁目１ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱西京銀行 

代表取締役頭取 

平岡 英雄 

山口県周南市平和通１丁目 10-2 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

東山口信用金庫 

周南支店長 

柴崎 浩一 

山口県周南市新宿通り１丁目１４ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱広島銀行（徳山支店） 

徳山支店長 

妻﨑 博之 

山口県周南市御幸通２丁目１５ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱伊予銀行（徳山支店） 

徳山支店長 

野間 慶太 

山口県周南市二番町１丁目１ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱もみじ銀行（徳山支店） 

徳山支店長 

掛江 章博 

山口県周南市御幸通２丁目４ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱みずほ銀行（徳山支店） 

徳山支店長 

荻原 健 

山口県周南市銀座１丁目２０ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 

㈱三菱東京 UFJ 銀行（徳山支店） 

徳山支店長 

酒井 保志 

山口県周南市銀座１丁目１ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

資金繰り支援 

専門知識の提供等連携・協

力 
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連携者 連携する内容 役割 

公益財団法人 

周南地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 

理事長（周南市長） 

木村 健一郎 

山口県周南市鼓海 2丁目 118-24 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

ものづくり支援・人づくり

支援・ネットワーク支援等

における専門知識の提供

等連携・協力 

NPO 法人山口県ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ協会 

会長 

藤本 賢司 

山口県周南市三田川 5811-10 

 三田川ビル３階 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

企業 OB 人材の紹介マッチ

ング等、専門知識の提供等

連携・協力 

周南新商品創造プラザ 

会長 

徳田 靖之 

山口県周南市栄町２丁目１５ 

 徳山商工会議所ビル３階 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

新商品開発支援・販路

開拓支援等における専門

知識の提供等連携・協力 

徳山大学 

(学校法人徳山教育財団) 

理事長  

池田 和夫 

山口県周南市学園台 834-4-2 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

全般的な、専門知識の提供

等、連携・協力 

徳山工業高等専門学校 

校長 

石田 廣史 

山口県周南市学園台３５３８ 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

技術開発支援等における

専門知識の提供等連携・協

力 

一般財団法人 

周南観光コンベンション協会 

会長 

原田 康宏 

山口県周南市みなみ銀座１－８ 

３．新たな需要の開拓に寄与する事

業に関すること 

販路開拓支援・特産品開発

支援等を中心とした、連

携・協力 

株式会社ｴｽ・ｹｲ・ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ 

代表取締役  

西 祐司 

山口県周南市銀南街２１ 

 銀南ビル２階 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

創業支援・資金計画を中心

とした、連携・協力 

徳山地域中小企業支援センター 

徳山商工会議所会頭 

小野 英輔 

山口県周南市栄町２丁目１５ 

 徳山商工会議所ビル３階 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

創業支援を中心とした、連

携・協力 

地方独立行政法人 

山口県産業技術センター 

理事長   

山田  隆裕 

宇部市あすとぴあ４丁目 1-1 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

技術開発相談・支援、製品

の性能試験・分析、試験報

告書、成績書の発行等、技

術面を中心とした専門知

識の提供等連携・協力 

日本貿易振興機構（ｼﾞｪﾄﾛ山口） 

所長 

森 則和 

下関市豊前田町 3-3-1  

海峡ﾒｯｾ下関国際貿易ビル７階  

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

貿易・投資等支援を中心に

販路開拓に必要な専門知

識の提供等連携・協力 
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連携者 連携する内容 役割 

(公財)やまぐち産業振興財団 

理事長 山口県経営者協会会長 

田村 浩章 

山口県山口市熊野町１－１０ 

 NPY ビル１０階 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

事業化支援、販路開拓・取

引斡旋支援、助成金支援、

産学公連携支援、その他全

般における専門知識の提

供等連携・協力 

山口県中小企業団体中央会 

会長  

伊藤 通雄 

山口県山口市中央 4丁目 5-16 

 山口県商工会館６階 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

事業協同組合等設立運営

支援、連携組織等の形成・

企業間連携 (ﾏｯﾁﾝｸﾞ)の促

進支援等おける専門知識

の提供等連携・協力 

一般社団法人 

山口県中小企業診断協会 

代表理事（会長） 

原 義夫 

山口県山口市中央 4丁目 5-16 

２．経営状況の分析･事業計画の策
定支援･事業計画の策定後の実
施支援に関すること 

３．新たな需要の開拓に寄与する事
業に関すること 

全般的な、専門知識の提供

等連携・協力 

アンケート調査協力企業 ５７社 
１． 地域の経済動向・需要動向調査

に関すること 

地域の経済動向把握のた

めに必要なアンケート調

査への協力 

主要スーパーマーケット  

１１店舗 

１． 地域の経済動向・需要動向調査

に関すること 

地域小売業の売上動向の

把握・需要予測に必要な売

上高調査への協力 

周南ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄに立地する主要工場 
 
出光興産㈱ 徳山事業所 
 山口県周南市新宮町1-1 
 徳山事業所長 前澤 浩士 
 
㈱トクヤマ 徳山製造所 
 山口県周南市御影町1-1 
 取締役常務執行役員 安達 秀樹 
 
日本ゼオン㈱ 徳山工場 
 山口県周南市那智町2-1 
 執行役員徳山工場長 佐屋 利明 
 
東ソー㈱ 南陽事業所 
 山口県周南市開成町4560 
 常務取締役 南陽事業所長 
 田代 克志 
 
帝人㈱ 徳山事業所 
 山口県周南市由加町 1-1 
 事業所長 河野 正幸 
  

１．地域の経済動向・需要動向調査

に関すること 

４． －１） 

水素活用による産業振興と 

地域づくりについて 

製品出荷高調査への協力 

 

水素活用による産業振興

と地域づくりについて全

般的な連携 

 

連携体制図等 

※別紙参照 
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徳山商工会議所 経営発達支援計画の支援イメージ 

 

 

 

 

  

徳山商工会議所

地 域 の 事 業 者 ・ 創 業 希 望 者

 アンケート協力企業  ５７社 
工場出荷高       ５社 
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ売上高   １１店舗 等

各種調査協力企業等地域主力企業

 株式会社日本政策金融公庫 

株式会社商工組合中央金庫  

株式会社山口銀行  

株式会社西京銀行  

東山口信用金庫  

株式会社広島銀行  

株式会社伊予銀行  

株式会社もみじ銀行  

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱東京UFJ銀行  

山口県信用保証協会  

株式会社ｴｽ･ｹｲ･ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ 

地域金融機関 
 公益財団法人 
周南地域地場産業振興センター 

NPO法人山口県アクティブシニア協会 
周南新商品創造プラザ  
徳山大学(学校法人徳山教育財団)  
徳山工業高等専門学校  
地方独立行政法人 
山口県産業技術センター  

独立行政法人 
日本貿易振興機構（ジェトロ山口）

公益財団法人やまぐち産業振興財団  
山口県中小企業団体中央会  
一般社団法人山口県中小企業診断協会 
一般財団法人 

周南観光コンベンション協会  
徳山地域中小企業支援センター 

専門支援機関 

 周南市  
山口県 
山口県商工会議所連合会  
山口県商工会連合会  

公 共 機 関 継
続
的
指
導
等

伴
走
型
支
援

支

援

・

協

力

依

頼

継
続
的
指
導
等
、
伴
走
型
支
援 

 

 

 

 

目標： １）既存事業者の持続的発展 
       ２）地域の核となる新産業の育成 
       ３）新規創業者の増加による地域経済の活性化 
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１．地域の経済動向調査・需要動向調査に関すること 

全国統一中小企業景況調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早期景気観測システムヒアリング調査 
 
 
 
 
 
 
 
周南コンビナート会社別生産高調査 

 
 
 
 
 
 
 

市内主要スーパーマーケット売上高調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 

設
（９
社
） 

徳山植木造園㈱ 

製 

造
（９
社
） 

㈱内富海苔店 

㈱栄工務店 イシン㈱ 

㈲弘中塗装店 岡寺産業㈱ 

峰重産業㈱ 徳山製麺㈲ 

富士工業㈱ 福原醤油㈱ 

㈲吉田シーリング工業 ㈱池田製材所 

㈲進栄電気工事 ㈲スギタニ 

㈱徳島工業 光和電業㈱ 

㈲スオーレイネツ ㈲徳山機工 

卸 

売
（８
社
） 

山陽富士電業㈱ 

サ 

ー 

ビ 

ス
（
16
社
） 

㈱有楽 

石川商事㈱ ㈲戸崎クリーニング 

山口ｴｽｴｽｻｰﾋﾞｽ㈱ トモヤオート㈱ 

福田被服㈱ ㈱ＫＲＹｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

徳山青果㈱ ㈲チャーミングアート 

㈱横山商会 ㈱アイテックス 

㈲山中 徳山支店 ㈱とくやま工房 

㈱山陽パーツ 宮崎測量㈱ 

小 

売(

８
社) 

㈲貞弘屋 ㈲アイ企画 

㈲坂田玩具店 ㈲湊家 

佐伯米穀店 ㈲レンタックス 

㈱ i f 藤本 

フランス菓子サダオ ビューティサロンノア 

㈲山本モータース 周南近鉄タクシー㈱ 

金剛住宅機器 ㈱遠石会館 

インテリア飛騨㈲ 司法書士法人みらい 

㈱東和開発 ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ&花の店 彩花 

徳山工業団地(協) 徳山銀座商店街(振) 

周南地区鉄工(協) 周 南 料 飲 組 合 

山口エスエスサービス㈱ 徳 山 旅 館 組 合 

出光興産㈱徳山事業所 石油化学品 

帝人㈱徳山事業所 ポリエステル短繊維 

日本精蝋㈱徳山工場 重油・石蝋 

日本ゼオン㈱徳山工場 合成ゴム 

㈱トクヤマ 
ソーダ灰・電解苛性ソーダ
セメント 

日新製鋼㈱周南製鋼所 
特殊鋼磨帯鋼・特殊鋼広幅帯鋼
・特殊鋼冷延鋼板 

アルク秋月店 月間売上高・買上客数 

アルク徳山東店 月間売上高・買上客数 

アルク今宿店 月間売上高・買上客数 

アルク新南陽店 月間売上高・買上客数 

アルク桜木店 月間売上高・買上客数 

アルク慶万店 月間売上高・買上客数 

アルク徳山中央店 月間売上高・買上客数 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ徳山西店 月間売上高・買上客数 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ徳山東店 月間売上高・買上客数 

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ夜市店 月間売上高・買上客数 

丸和 徳山店 月間売上高・買上客数 

情報提供 

徳
山
商
工
会
議
所

地

域

事

業

者
回答 

調査依頼 

情報提供 

徳
山
商
工
会
議
所

地

域

事

業

者 回答 

調査依頼 

情報提供 

徳

山

商

工

会

議

所 

地

域

事

業

者 

回答 

調査依頼 

地

域

事

業

者 

必要に応じて 
情報提供 

地域の小売業の動向 
について情報提供依頼 

徳

山

商

工

会

議

所 

回答 

調査依頼 
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２．経営状況の分析･事業計画の策定支援･事業計画の策定後の実施支援に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周南市 

山口県 

山口県商工会議所連合会 

山口県商工会連合会 

㈱日本政策金融公庫 

㈱商工組合中央金庫 

山口県信用保証協会（周南支店） 

㈱山口銀行 

㈱西京銀行（本店他７支店） 

東山口信用金庫 

㈱広島銀行（徳山支店） 

㈱伊予銀行（徳山支店） 

㈱もみじ銀行（徳山支店） 

㈱みずほ銀行（徳山支店） 

㈱三菱東京 UFJ 銀行（徳山支店） 

公益財団法人 
周南地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 

NPO 法人山口県ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ協会 

周南新商品創造プラザ  

徳山大学(学校法人徳山教育財団) 

徳山工業高等専門学校 

株式会社ｴｽ・ｹｲ・ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ 

徳山地域中小企業支援センター 

地方独立行政法人 
山口県産業技術センター 

日本貿易振興機構（ｼﾞｪﾄﾛ山口） 

(公財)やまぐち産業振興財団 

山口県中小企業団体中央会 

一般社団法人 
山口県中小企業診断協会 

徳

山

商

工

会

議

所

地

域

事

業

者

経営分析・経営計画策定

が必要な事業者の掘り

起し・提案 

経営分析・経営計画策

定・実施について支援・

協力依頼 

指導・助言等伴走型支援 

徳山商工会議所と協力・連携して支援援 

専門家派遣等協力・連携

専門家派遣等協力依頼 



 - 28 -

 

創業・第二創業（経営革新）支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社商工組合中央金庫（徳山支店） 

東山口信用金庫（橋本町支店他５支店） 

株式会社広島銀行（徳山支店） 

株式会社伊予銀行（徳山支店） 

株式会社もみじ銀行（徳山支店） 

株式会社みずほ銀行（徳山支店） 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行（徳山支店） 

徳山大学(学校法人徳山教育財団) 

徳山工業高等専門学校 

公益財団法人やまぐち産業振興財団 

山口県信用保証協会（周南支店） 

一般社団法人山口県中小企業診断協会 

  

 ・創業相談窓口の設置 
・創業講座事業の実施 
・創業支援補助金制度 
・起業化支援融資制度 
・創業支援事業に関する広報

・証明書の発行 

周南市

・創業相談窓口の設置 
・創業講座事業の実施 
・フォローアップ 
・創業支援事業に関する広報

徳山商工会議所 
徳山地域中小企業支援センター

  

・新商品、新技術創出のため

の情報交換 
・企業と大学・高専・公的試

験機関とのコーディネート

周南新商品創造プラザ

・ﾏｯﾁﾝｸﾞﾏｰｹｯﾄの開催 
・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の育成・支援 

周南ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏｰｹｯﾄ

創業希望者・創業者

 ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設の運営 
・創業支援事業に関する広報 

㈱ｴｽ･ｹｲ･ﾍﾞﾝﾁｬ－ｽﾞ 

・創業相談窓口の設置 
・創業講座事業の実施 
・創業者融資制度 
・フォローアップ 
・創業支援事業に関する広報 

・創業相談窓口の設置 
・創業講座事業の実施 
・フォローアップ 
・創業支援事業に関する広報

新南陽商工会議所 
・創業相談窓口の設置 
・創業講座事業の実施 
・創業者融資制度 
・フォローアップ 
・創業支援事業に関する広報

日本政策金融公庫 

西京銀行 

・新商品・新技術の開発支援 
・ 製品・技術の PR及び 
販路拡大 

周南地域地 
場産業振興センター 

 ・創業相談窓口の設置 
・創業講座事業の実施 
・創業者融資制度 
・フォローアップ 
・創業支援事業に関する広報

山口銀行 周南市 

創業支援協議会 
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３．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地域の活性化に資する取組みに関すること 

１）中心市街地の活性化について 

 

 

周南市 

山口県 

山口県商工会議所連合会 

山口県商工会連合会 

公益財団法人 
周南地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 

NPO 法人山口県ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ協会 

周南新商品創造プラザ  

徳山大学(学校法人徳山教育財団) 

徳山工業高等専門学校 

一般財団法人 
 周南観光コンベンション協会 
地方独立行政法人 
山口県産業技術センター 

日本貿易振興機構（ｼﾞｪﾄﾛ山口） 

(公財)やまぐち産業振興財団 

山口県中小企業団体中央会 

一般社団法人 
山口県中小企業診断協会 

新たな需要の開拓が必

要な事業者の掘り起

し・提案 

新たな需要の開拓につ

いての計画策定・実施に

ついて支援・協力依頼 

徳

山

商

工

会

議

所

地

域

事

業

者

指導・助言等伴走型支援 

徳山商工会議所と協力・連携して支援援 

専門家派遣等協力・連携

専門家派遣等協力依頼 
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２）水素活用による産業振興と地域づくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 周南市 

水素利活用協議会 

 

 目的： 

水素利活用によるまちづくりの促進 

 

 構成団体 

・徳山商工会議所等商工関連団体 

・国・山口県・周南市等 

・コンビナート関連企業 

・エネルギー関連企業 

・自動車メーカー 

・産業車両メーカー 

・燃料電池メーカー 

・交通事業関連企業 

・建設・機械関連企業 

・学識経験者 

 

 １）水素サプライチェーンﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

２）FCV導入促進ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

３）液化水素ｽﾃｰｼｮﾝｴﾘｱﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

４）動物園エリアﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

５）中心市街地ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

   

徳山商工会議所 

山口県 

周南市 

国 連  携 

要 
 

望 

支 
 

援 

支 
 

援 

連  携 

連  携 

連 携 

要 
 

望 

要 
 

望 

連 
 

携 

連
携 


