
経営発達支援計画の概要 
 

実施者名 
（法人番号） 

岩国商工会議所（法人番号 １２５０００５００６１０８） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

  商業においては中心市街地活性化基本計画（平成２６年１０月認定・認定期
間５年５ヶ月）に掲載された５２の事業を推進し、中心市街地を核とした賑わ
いの創出に向けた事業を展開して「活力と魅力あふれる商環境の創出」を目標
とする。 

  また、創業・第二創業（経営革新）のワンストップ相談窓口「岩国地域中小
企業支援センター」を中心に、まちなかに開業サポートセンター（仮称）を開
設し、起業者の掘り起こし、持続的発展に向けた支援を行うともに、小規模事
業者の新事業展開や高付加価値化の支援等、売上げや利益を確保し、「経営の発
達」に資する支援、及び事業承継・円滑な事業廃止の支援、小規模事業者間の
交流、人材の育成・マッチングを行い「新陳代謝の促進」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【指針③】 
   地区内の経済動向を調査・分析することにより、小規模事業者の事業計画
を策定するための指導・助言を行う。調査結果は、会議所月報等に掲載し、
窓口・巡回の相談時等に提供していく。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、経営者と
の細かなコミュニケーションの中で信頼関係を築き、経営課題の抽出、経営
分析を行い、小規模事業者の抱える需要動向課題の解決に向け、新陳代謝の
促進も視野に入れつつ伴走しながらきめ細かく丁寧な支援に取り組む。 

   専門的な課題等については、専門家派遣制度、岩国地域中小企業支援セン
ターと連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してサポートする。 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
   小規模事業者が経営課題を解決するため、上記の結果を踏まえ、事業計画
策定支援及び地域の支援機関、専門家とも連携し、伴走型の指導・助言を行
い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   策定された事業計画実施について地域の支援機関、専門家とも連携し、伴
走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
   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
の情報を収集し、その結果を提供できる体制を整え、小規模事業者の持続的
発展に向けた支援を行う。 

 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】 
   県内外の展示会・商談会を活用し、販路拡大を図る。また、異業種交流会
を開催し、新たなネットワークを育むとともに、地場産品をもつ小規模事業
者等を組織化し共同での販促を図る。 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 １．地域活性化事業 
   地域の活性化に資するため、諸会議等を通して情報の提供及び共有を図る
とともに、地域経済に波及効果のある新たな事業の企画検討、推進を図る。 

 ２．中心市街地活性化事業 
   「県東部の中核都市にふさわしい『多くの人が集まり、楽しく暮らせる に
ぎわいのあるまちづくり』」を基本テーマとした中心市街地活性化施策の企画
や官民の調整など、認定中心市街地活性化基本計画（平成２６年１０月認定）
の事業を推進する。 

連絡先 
 山口県岩国市今津町 1丁目１８番１号 岩国商工会議所（中小企業相談所） 
 電話番号 ０８２７－２１－４２０１・ FAX 番号 ０８２７－２１－４６４６ 
 メールアドレス icci@icci.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 

（現状及び課題） 

当地域においては、建設業では米軍再編関連工事の地元受注増、工業・製造業で

も臨海部に形成された工業地帯の出荷額が順調に推移し、岩国錦帯橋空港の開港に伴

い、人・モノの交流も活発になり、企業進出、新たに大型の設備投資が行われる等、

ポテンシャルは高い。一方、商業においては人口減、隣接する広島市への購買の流出

等から個店並びに中心市街地の衰退といった課題がある。また近年、小規模企業では

経営者の高齢化、身内の後継者不足等に伴い事業所数の減少、企業活力の低下、事業

承継等にかかわる様々な問題に直面している。 

 

（取り組み・目標） 

岩国商工会議所は地域に根ざした総合的経済団体として、上述のような地域のポ

テンシャル、課題を踏まえ、中長期的展望で継続すべき事業として、「空に開かれた

都市岩国」をスローガンに、地元中小企業の身近な支援機関として活力のある元気な

起業の育成に努め、管内４千余に及ぶ起業の持続的な発展と経営安定のため、中心市

街地活性化基本計画（平成２６年１０月認定・認定期間５年５ヶ月）に掲載された５

２の事業を推進、開港４年目を迎えた岩国錦帯橋空港の利活用（人・貨物）の促進、

空港博物館等の空港関連施設の推進、岩国大竹道路をはじめとするインフラ整備の推

進等を展開し、懸命な企業努力により地域経済を支える中小企業の発展のため、事業

機会の拡大、交流人口増大、地域振興策など面的支援を仕掛ける。 

経営発達支援事業においては、管内小規模事業者を永続的かつ持続的に発達させ

るために、岩国商工会議所が主体的に取組むとともに、山口県、岩国市、政府系・地

域金融機関その他支援機関と連携を密にし、各種諸施策を有効に活用し、小規模事業

者の経営力向上、販路開拓・販売促進などの支援を強化する。また、小規模事業者の

支援と地域経済の活性化は一体であることから、地域の魅力・特性を踏まえた地域の

ブランド化、にぎわいの創出に向けた支援を促進する。 

課題解決のなかで、商業においては中心市街地活性化事業を推進し、中心市街地

を核とした賑わいの創出に向けた事業を展開して「活力と魅力あふれる商環境の創

出」を目標とする。 

また、創業・第二創業（経営革新）のワンストップ相談窓口「岩国地域中小企業

支援センター」を中心に、まちなかに開業サポートセンター（仮称）を開設し、起業

者の掘り起こし、持続的発展に向けた支援を行うともに、小規模事業者の新事業展開

や高付加価値化の支援等、売上げや利益を確保し、「経営の発達」に資する支援、及

び事業承継・円滑な事業廃止の支援、小規模事業者間の交流、人材の育成・マッチン

グを行い「新陳代謝の促進」を目標とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

２ 
 

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、小規模事業者の事業計画を策定

するための指導・助言を行う。調査結果は、会議所月報等に掲載し、窓口・巡回の

相談時等に提供していく。 

 

 （事業内容） 

   「景況状況（売上高、仕入価格、販売価格、収益、等）と見通し」「設備投資」「経

営上の問題点」について業種毎に調査する。 

  (1)企業動向調査（市内中小企業３８０社を対象） … ３・６・９・１２月 

  (2)中小企業景況調査（市内中小企業３０社対象） … ３・６・９・１２月 

  (3)早期景気観測調査（市内業種組合６組合対象） … 毎月 

   併せて、中小企業白書、日本政策金融公庫「調査月報」（日本政策金融公庫総合

研究所）、やまぐち経済月報（財団法人山口経済研究所）等の活用を図る。 

 

 （目 標） 

   「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する。 

  

  ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、需要を見据えた事業計

画に基づく経営を定着させていくことが必要である。 

   経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、経営者との細か

なコミュニケーションの中で信頼関係を築き、経営課題の抽出、経営分析を行い、

小規模事業者の抱える需要動向課題の解決に向け、新陳代謝の促進も視野に入れつ

つ伴走しながらきめ細かく丁寧な支援に取り組む。 

   高度かつ専門的な経営分析に対しては、地域の支援機関、専門家と連携し、具体

的なサポートに取り組む。 

 

 （事業内容） 

  (1)経営指導員による巡回・窓口指導の実施【指針①】 

   主な相談内容は「経営全般」「金融」「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、小規模事業者の持続的発展に向け、十分なヒアリ

ングを通じ真の経営課題の掘り起こしに取り組む。 

  (2)セミナーの開催【指針①】 

   経済情勢の変化を踏まえ小規模事業者の経営方針の確立を図るための講習会、研

修会を開催し、「市場の３Ｃ（自社・顧客・競合）」、「ビジネスモデル（モノ・サー
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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）」等の視点から問題提起を図り、課題解決のためのニーズの掘

り起こしに取り組む。 

  (3)専門家派遣制度・支援機関の活用【指針①】 

   専門的な課題等については、山口県（やまぐち産業振興財団事業・よろず支援拠

点）、山口エキスパートバンク事業等の専門家、岩国地域中小企業支援センターのコ

ーディネーターと連携し、小規模事業者の抱える経営上の課題に対してより具体的

なサポートを行う。 

  (4)定例相談日の設置【指針①】 

   小規模事業者の持続的「経営の発達」に資する支援、及び事業承継・円滑な事業

廃止の支援に取り組むため、個別相談会を開催する。 

   ・税務・経理、労務、金融、法律等定例相談会（各 月１回） 

   ・日本政策金融公庫相談会（月１回） 

   ・商工中金相談会（月１回） 

   ・特許、発明相談会（月１回） 

 

 （目 標） 

   小規模事業者の経営課題解決・持続的発達に向け、巡回件数及び経営分析件数は

対前年３％増を目標とする。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回訪問件数 732 750 775 800 825 850 

セミナー開催回数 7 8 8 8 8 8 

経営分析件数 36 37 38 39 41 42 

 

  ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１．２．の結果を踏まえ、事業計

画策定支援及び地域の支援機関、専門家とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、

小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

   地域における産業活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。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伴走型による支援を行う。

 

 （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。【指針②】 

  (2)巡回・窓口指導時に、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、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。【指針②】 

  (3)事業計画策定を目指す小規模事業者の国・県・市等の補助金の申請時に事業計

画の策定支援を行う。【指針②】 

  (4)創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 
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  (5)創業塾（全１０回、フォロー講座２回コース 1回、一日コース３回）を開催し、

創業希望者の掘り起こしと知識向上を図る。また、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い創業事業計画の策定支援を行うこ

とにより、創業支援を行う。【指針②】 

  (6)新たな拠点として、まちなかに開業サポートセンター（仮称）を開設し、新規

開業者へ空き店舗の紹介から事業計画の立案・有利な補助制度の活用まで、開業支

援をトータルでサポートする。【指針②】 

  (7)第二創業（経営革新）セミナー、相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画

の策定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。セミナーは、少人数制に

よる個別指導型で取り組み、座学及び個別相談により経営計画策定支援を実施する。

【指針②】 

 

 （目 標） 

 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 未実施 2 2 2 2 2 

事業計画策定事業者数 21 22 23 24 25 26 

創業講座開催回数 2 15 15 15 15 15 

創業支援者数 55 60 62 64 66 68 

第二創業（経営革新）支援者数 19 20 21 22 23 24 

 

  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   上記３により策定された事業計画実施について地域の支援機関、専門家とも連携

し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

 （事業内容） 

  (1)岩国地域中小企業支援センターの設置【指針②】 

   コーディネーター（３名）を配置し、ワンストップ相談窓口を開設（月・水・金

曜日） 

(2)専門家派遣制度の活用【指針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】 

  (3)事業計画策定後に、国、県、市等の行う支援策等の広報、案内により周知し、

フォローアップを実施する。【指針②】 

  (4)事業計画策定後に、必要に応じて３カ月に１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。【指針②】 

  (5)創業後は、創業経験者との意見交換会、支援センター、コーディネーターと経

営指導員による個別フォローアップを行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 

  (6)小規模事業者の持続的発展、第二創業（経営革新）のための取組に必要な設備

資金及び運転資金について新設される「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活

用する。【指針②】 

 



 

５ 
 

 （目 標） 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

フォローアップ件数 21 80 85 90 95 100 

 

  ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者は、小規模ゆえの機動性や柔軟性が最大の利点であるが、規模の過

小性から経営者自身が最前線で従事するなど、経営者自らが携わる業務が多岐にわ

たり、需要動向に関する視野が狭くなり、結果として需要動向、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も多い。 

   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を収集し、その結果を提供できる体制を整え、小規模事

業者の持続的発展に向けた支援を行う。 

    

 （事業内容） 

  (1)小規模事業者に対し、顧客の消費動向（消費性向・年齢・性別・商圏等）につ

いてアンケート調査を実施し、当該地域住民の消費性向について分析を行う。収集、

整理、分析した結果は巡回時や窓口相談等で、販売戦略、販路開拓、商品開発等の

支援に活用する。【指針③】 

  (2) 巡回・窓口相談時のヒアリングにおいて、取り扱う商品、サービス等の需要動

向に関する相談があった場合は、岩国地域中小企業支援センターのコーディネータ

ーやミラサポ等の専門家派遣等と連携して情報提供を行う。また、商品開発やサー

ビスの向上に資するため、最近の需要動向等のトレンドを捉えたセミナーを開催し、

需要動向の重要性と需要動向に基づく経営意思決定を定着させる。【指針③】 

  (3)総務省が公表している国勢調査、経済センサス、事業所・企業統計調査等総括

した統計等の活用や記帳指導やマル経利用者の財務資料を基に、小規模事業者の売

上や販売する商品、商品の在庫、資金繰り、提供する役務等の需要動向に関する情

報の収集、分析を行い、財務状態や景気動向等を把握する。【指針③】 

  (4)地域情報誌「やまぐち経済月報」「経済レポート」や業界紙等から、小規模事業

者の販売する商品・サービスのマーケットデータ、業界動向、経営指標、今後の課

題や将来性等について、収集、整理、分析し、それを提供することにより、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】 

  (5)中心市街地商業地の店舗毎（物販・サービス・飲食業）の購買データ調査（固

定客割合、客単価、顧客ターゲット、来店客数、購買率等）を実施し、その分析し

た結果を、中心市街地エリアマネジメント（業種構成状況や商店街特性への対応、

空き店舗対策等）の基礎データとするとともに、当該地区小規模事業者の持続的発

展に向けた支援や新規開業予定者の出店サポートに活用する。【指針③】 

  (6)以上の結果を基に小規模事業者の経営課題を抽出し、需要を見据えた事業計画

を策定するために必要な伴走型の指導・助言を行う。専門的な課題については、専

門家や関係機関、金融機関等と連携し、相談対応、経営改善指導を行う。また分析

結果を蓄積することにより、小規模事業者からの相談に対し、事業所の実情にあっ

た経営支援ができる体制を整える。【指針③】 
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 （目 標） 

 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向アンケート調査 未実施 20 25 25 30 30 

中心市街地購買データ調査  未実施 80 80 80 80 80 

 

 （分析結果の活用方法） 

  ・事業別、規模別セミナーの開催 

  ・小規模事業者、新規開業予定者からの相談時に活用 

 

  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】 

   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、異業種交流会を開催し、新たなネットワ

ークを育むとともに、地場産品をもつ小規模事業者等を組織化し共同での販促を図

る。 
 

 （事業内容） 

  (1)県下１４商工会議所で共同開催する商談会「ビジネスドラフトやまぐち」に地

域小規模事業者が参加することにより、新たな販路を開拓する。【指針④】 

  (2)大都市圏で開催される商談会・展示会の情報提供を行う。【指針④】 

  (3) ㈱街づくり岩国と連携してアンテナショップを新たに開設し、岩国の特産品・
加工品・新商品等の販売、ＰＲを行う。【指針④】 

  (4) 地場産品をもつ岩国市内小規模事業者等を組織化し、地域に根ざした統一の岩

国に因んだブランド化（心のかけ橋・岩国づくし）して、企業間コラボレーション

を構築し、共同での販促を図る。【指針④】 

  (5) 産・学・官の幅広い分野からの参加者による異業種交流会「岩国架け橋会」を
開催する。企業のＰＲが図れるとともに、新たな人脈、情報ネットワークを育む。

… 1・4・7・１０月【指針④】 
  (6)地域産品の地産地消拡大と中心市街地商店街のにぎわいの創出を目的に「軽ト

ラ新鮮組」（軽トラック市）を岩国市中通商店街振興組合と連携して実施する。 

  【指針④】 

  (7)米軍再編により岩国基地へ米軍関係者４，０００名以上の移駐が計画されており、

移駐前に、米ドルの利用可な「ドル建て店舗」として㈱街づくり岩国と連携して中

心市街地商店街を中心に環境整備行い来街者を増やすことを目的とする。【指針④】

 
 （目 標） 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ビジネスドラフトやまぐち参加者数 19 20 20 20 20 20 

架け橋会参加者数 611 630 650 670 690 710 
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 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

  １．地域活性化事業 

   地域の活性化に資するため、諸会議等を通して情報の提供及び共有を図るととも

に、地域経済に波及効果のある新たな事業の企画検討、推進を図る。 

 
 （事業内容） 

  (1)小規模企業振興委員連絡会議 … ２回／年 

   地域商工業者団体及び業界団体代表者１３名と経営指導員とで情報交換をし、地

域、業界のニーズ及び課題の共有を図るとともに、国・県・市の各施策の普及を推

進する。 

  (2)地域活性化委員会の運営 … ４回／年 

   上記の産・学・官異業種交流会「岩国架け橋会」において新たなビジネスチャン

スを育むための効果的な企画・運営の検討を行う。また、新たに地域経済に波及効

果のある事業の企画検討、推進を図る。 

  (3)公共工事委員会の運営 … ３～４回／年 

   中国四国防衛局発注米軍再編関連工事の地元受注増を図るため、関係機関との調

整を行い、工事に係る情報収集・意見交換、また発注業務に係る説明会を実施する。

 

  ２．中心市街地活性化事業 

   「県東部の中核都市にふさわしい『多くの人が集まり、楽しく暮らせる にぎわ

いのあるまちづくり』」を基本テーマとした中心市街地活性化施策の企画や官民の調

整など、認定中心市街地活性化基本計画（平成２６年１０月認定）の事業を推進す

る。 

 

 （事業内容） 

  (1)商環境の整備を図るため、専門的人材としてタウンマネージャー１名を置き、

地区全体のポテンシャルの底上げや事業推進のコーディネートを行う。 

  (2)タウンマネージメント運営会議の開催 … 毎月 

   上記タウンマネージャーが中心となり、中心市街地活性化基本計画に掲載された

５２事業の推進を図るため関係機関・団体間の調整、コーディネートを行う。 

  (3)まちなかに開業サポートセンター（仮称）の開設 

   新たな拠点として、まちなかに開業サポートセンター（仮称）を開設し、新規開

業者へ空き店舗の紹介から事業計画の立案・有利な補助制度の活用まで、中心市街

地での開業支援をワンストップでトータルにサポートする。 

  (4)岩国駅前を活性化する会の運営 … ６回／年 

   中心市街地の３商店街、街づくり会社（㈱街づくり岩国）でにぎわいの創出のた

めのソフト事業の企画検討を行い３商店街で連携して実施する。 

 

 Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

  １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

   岩国地域の支援機関等が集まる「経営発達支援事業連携会議（仮称）」を設け、

支援ノウハウ、支援の現状、地域小規模事業者の経営課題等について情報交換をし、
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経営指導員と支援機関とで情報の共有を図る。 

 

  ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   経営指導員は小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得のため、各

研修会に積極的に参加し、個々並びに組織内の資質向上を図る。他の支援機関主催

の研修会への参加は、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。 

   また、組織内の支援ノウハウの共有・標準化を図るため、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、

情報収集方法を学び、伴走型の支援能力の向上を図る。 

  (1)山口商工会議所広域応援センター主催研修会 

   ・経営指導員応用研修会「専門コース」（１日間・４名／年） 

     地域の小規模企業を取り巻く経営環境に対応するため、専門的な知識の付与

並びに資質向上を図る。 

   ・経営指導員応用研修会「経営支援コース」（２日間・５名／年） 

     創業・経営革新支援の実践に結びつけるための・スキルアップを図る。 

   ・経営指導員応用研修会「経営革新支援能力向上コース」（４日間・１名／年） 

    「経営革新」の認定支援に必要な経営革新計画書の策定のための関連知識、ノ

ウハウ、情報を実企業に対して現地で行い、経営指導員の実践支援得能力の

スキルアップを図る。 

  (2) 中小企業基盤整備機構主催研修会 
   ・中小企業大学校「中小企業支援担当者等研修」（３日間・１名／年） 

   ・経営指導員向け小規模事業者支援研修（３日間・１名／年） 

  (3) 日本商工会議所、他支援機関主催研修会への参加 
 

  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。 

   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。 

   ①中小企業診断士等の外部有識者・専門家と岩国市商工振興課等の関係部署で

「事業検討委員会（仮称）」を組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案

の提示を行う。 

   ②「事業検討委員会（仮称）」の提示を踏まえ、岩国商工会議所部課長会議にお

いて協議し、専務理事が評価・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、岩国商工会議所正副会頭会議へ

報告し、承認を受ける。 

   ④事業の成果・評価・見直しの結果を岩国商工会議所のホームページで計画期間

中公表する。（http://www.icci.or.jp/） 
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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２８年１月現在）

（１）組織体制 

岩国商工会議所 16 名 

・中小企業相談所 9名 

・業務部 3名 

・総務部 4名 

 

   

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

岩国商工会議所 中小企業相談所 

山口県岩国市今津町 1-18-1 

TEL 0827-21-4201／FAX 0827-21-4646 HP：http://www.icci.or.jp/ 

 

（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） 

 28 年度 

(28 年 4 月

以降) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180

 

経済動向調査事業 

経営分析・需要動向調査事業 

事業計画策定・実施支援事業 

創業・第二創業支援事業 

販路開拓支援事業 

地域活性化事業 

中心市街地活性化事業 

220

1,220

3,800

5,100

200

1,140

6,500

220

1,220

3,800

5,100

200

1,140

6,500

220

1,220

3,800

5,100

200

1,140

6,500

220 

1,220 

3,800 

5,100 

200 

1,140 

6,500 

220

1,220

3,800

5,100

200

1,140

6,500

（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 

県補助金、市補助金・事業委託費、商工会議所事業費、その他収入（受講料収入） 

必要に応じて国補助金を活用 

（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。 

相談所長

指導課長

金融課長
経営指導員 

記帳専任 

補助員 

経営指導員 

経営指導員 

補助員 事務局長 

業務部

総務部

経営発達支援事業 実施担当 

・経営指導員：6 名
・補助員：2 名

・記帳専任：1 名 

中小企業相談所

専務理事 
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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 

経済動向調査事業 

経営分析・需要動向調査事業 

事業計画策定・実施支援事業 

創業・第二創業（経営革新）支援事業 

販路開拓支援事業 

地域活性化事業 

中心市街地活性化事業 

連携者及びその役割 

岩国地域中小企業支援センター … 事業計画の策定・実施支援・創業・第二創業支援 

 （岩国市今津町１－１８－１岩国商工会議所内 会頭 長野 寿 電話 0827-21-4201） 

山口県商工労働部 … 地域活性化事業・中心市街地活性化事業・創業・経営革新支援 

 （山口市滝町１－１ 商工労働部長 阿野徹生 電話 083-922-3111（代表）） 

岩国市産業振興部 … 地域活性化事業・中心市街地活性化事業・創業・経営革新支援 

 （岩国市今津町１－１４－５１ 産業振興部長 平井健司 電話 0827-29-5000(代表)） 

山口県下商工会議所（山口県商工会議所連合会） … 販路開拓支援・情報提供 

 （下関市南部町２１－１９ 会頭 川上康男 電話 083-234-1104） 

日本商工会議所 … 販路開拓支援・情報提供 

 （東京都千代田区丸の内２－５－１ 会頭 三村明夫 電話 03-3283-7823） 

山口エキスパートバンク（山口商工会議所広域応援センター） … 専門家派遣 

 （山口市中市町１－１０山口商工会議所内 会頭 齋藤宗房 電話 083-925-2300） 

山口県よろず支援拠点 … 専門家派遣 

 （山口市熊野町１－１０ コーディネーター 藤井良幸 電話 083-922-3700） 

(公財)やまぐち産業振興財団 … 中心市街地活性化事業 

 （山口市熊野町１－１０ 理事長 田村浩章 電話 083-922-3700） 

ミラサポ（中小企業庁） … 専門家派遣 

(独)中小企業基盤整備機構中国本部地域振興課 … 専門家派遣・中心市街地活性化事業

 （広島市中区八丁堀５－７ 地域振興課長 石田 悟 電話 082-502-6688） 

日本政策金融公庫岩国支店 … 金融・創業支援・情報提供 

 （岩国市今津町１－８－１ 支店長 風早秀夫 電話 0827-22-6265） 

山口県信用保証協会岩国支店 … 金融・創業支援・情報提供 

 （岩国市今津町１－１８－１ 支店長 小田勇夫 電話 0827-21-5125） 

岩国地域金融機関 … 金融・創業支援・情報提供 

税理士・弁護士・社会保険労務士 … 事業承継支援・情報提供 

岩国駅前を活性化する会 … 中心市街地活性化事業・販路開拓支援 

 （岩国市今津町１－１８－１岩国商工会議所内 代表 松川卓司 電話 0827-21-4201） 

 ・岩国駅前本通商店街振興組合 

   （岩国市麻里布町２－５－ １７ 理事長 藤野修身 電話 0827-23-5456） 

 ・岩国市中通商店街振興組合  

   （岩国市麻里布町３－１３－ ２ 理事長 松川卓司 電話 0827-22-3978）  

 ・中央通りを活性化する会 

   （岩国市麻里布町４－７－４ 会長代行 八百屋 博 電話 0827-21-5808） 
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㈱街づくり岩国 … 中心市街地活性化事業・販路開拓支援 

 （岩国市今津町１－１８－１岩国商工会議所内 代表 後田雅伸 電話 0827-21-4201） 

岩国市商工連盟連合会 … 地域活性化事業 

 （岩国市今津町１－１８－１岩国商工会議所内 代表 河崎静生 電話 0827-21-4201） 

心のかけ橋『岩国づくし』ふる里共同販売会 … 販路開拓支援 

 （岩国市阿品６５６㈱つかもと養蜂場内 代表 塚本康成 電話 0827-43-2348） 

中心市街地の活性化を促進する不動産業者の会 … 中心市街地活性化事業 

 （岩国市山手町１－１－１４㈱東洋地所内 代表 西村栄時 電話 0827-24-2468） 

 

連携体制図等 

 （別紙：経営発達支援事業連携体制図） 



 

 

経営発達支援事業連携体制図 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

山口エキスパートバンク 

よろず支援拠点 

ミラサポ 

中小企業基盤整備機構 

公益財団法人やまぐち産業振興財団 

岩国商工会議所 

 
地域の経済動向調査事業 

経営分析・需要動向調査事業 

事業計画の策定・実施支援事業 

創業・第二創業（経営革新）支援 

小規模事業者販路開拓支援事業 

地域活性化事業 

中心市街地活性化事業 

岩国地域中小企業支援センター 

山口県下商工会議所 

日本商工会議所 

岩国駅前を活性化する会 

・岩国駅前本通商店街振興組合 

・岩国市中通商店街振興組合  

・中央通りを活性化する会 

・㈱街づくり岩国 

心のかけ橋『岩国づくし』ふる里共同販売会 

中心市街地の活性化を促進する不動産業者の会 

山口県 

岩国市 

日本政策金融公庫 

山口県信用保証協会 

岩国地域金融機関 

税理士 

弁護士 

社会保険労務士 

別紙 

専門家派遣 

中心市街地活性化事業 

金融・創業支援・情報提供 

事業計画の策定・実施支援 

創業・第二創業（経営革新）支援 

地域活性化事業 

中心市街地活性化事業 

創業・第二創業（経営革新）支援 

地域活性化事業 

中心市街地活性化事業 

販路開拓支援 

事業承継支援・情報提供 

販路開拓支援・情報提供 

岩国商工会議所 

経営発達支援事業連携会議 


