
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
山陽商工会議所（法人番号 ８２５０００５００２４８８） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

１．新規創業者等への支援・育成 

２．事業承継等の支援・廃業件数の減少 
３．地域ブランド「寝太郎の里」の普及・推進 

事業内容 

１．地域経済動向に関すること【指針③】 

「小規模事業者経営動向調査」を実施し小規模事業者の経営実態やニーズ

把握するとともに地域内の経済状況の調査結果を提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の経営分析のための支援を専門家や他の支援機関等と連携し

て実施する。 

３．事業計画書の策定に関すること【指針②】 

小規模事業者の事業計画書の策定及び実行支援を経営指導員と専門家・他

の支援機関が連携して実施する。 

４．事業計画書の実行支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の事業計画書の策定及び実行支援を経営指導員と専門家・他

の支援機関が連携して実施する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

地域の経済動向・市場動向に合致した情報提供により、需要を見据えた商

品開発や事業展開ならびに事業計画の策定支援を強化する。 

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】 

地域ブランド「寝太郎の里」普及・促進のための商品・サービスの開発、

展示会・商談会への出店やホームページ・ＳＮＳなどＩＴを活用した販路拡

大の支援を専門家や他の支援機関と連携して実施する。 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

行政、各種団体、地域メディア等と連携し地域ブランド「寝太郎の里」の

普及促進を始めとした地域経済の活性化の取組を実施する。 

８．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 

行政、金融機関及び他の支援機関と連携し、事業計画書の策定・実行支援、

販路拡大支援など支援ノウハウ等の情報交換を実施する。 

９．経営指導員等の資質向上等に関する取り組み 

小規模事業者の利益確保に繋がる幅広い分野での支援能力の向上とノウハ

ウの蓄積・共有により組織全体として支援能力の向上を図る。 

１０．事業評価及び見直しのための仕組み 

経営発達支援計画をＰＤＣＡサイクルに基づき実施するため事業評価委員

会を設置し、年度終了毎に事業の評価検証を行う。 

連絡先 

山陽商工会議所中小企業相談所 

757-0001 山口県山陽小野田市大字鴨庄 101-29 

TEL 0836-73-2525   FAX 0836-73-2526 



   

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【山陽小野田市山陽地区の現状】     

山陽小野田市は、山口県の南西部に位置し、２００５年（平成１７年）３月２２日に

厚狭郡山陽町と小野田市が合併して誕生した都市で人口は約６４，０２０人（平成２８

年１２月末現在）である。山陽小野田市は石油、化学、鉄鋼、金属、機械、医薬等の製

造業を中心としたさまざまな事業所の生産活動や事業活動等により、工業都市として大

きく成長してきた。 

市の合併後も旧山陽町（以下、「山陽地区」という。）は山陽商工会議所が、旧小野田

市（以下、「小野田地区」という。）は小野田商工会議所が引き続き所管している。当所

の所管する山陽地区は市の北部に位置し面積は８９．８１ｋ㎡、人口は約２０，９５８

人（平成２８年１２月末現在）である。地区内人口は昭和３０年の約２８，０００人を

ピークに緩やかな減少傾向が続いていたものの、平成１７年の市町合併以降は減少傾向

が加速している。 

 

人口の推移（人） 

 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

市全体 67,015 66,570 66,166 65,821 65,520 65,220 65,475 64,959 64,598 64,366 64,020 

うち山

陽地区 
22,273 22,090 21,946 21,863 21,711 21,620 21,624 21,519 21,288 21,185 20,958 

資料 各年の 12月末時点の住民台帳の地域別人口データ 

 

人口の増減状況（％） 

 
資料 各年の 12月末時点の住民台帳の地域別人口データ 

 

山陽地区における高齢化は過去１０年間で急速に進み平成２８年１２月末現在で３

３．６％と高齢化の進む山口県内（３１．４％、全国４位）でも高いものとなっている。



 

 

高齢化の進展に伴う産業構造や需要動向の変化については特に注視していく必要があ

る。 

 

山陽地区の３区分人口（１２月末時点） 

  H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

人口 22,273 22,090 21,946 21,863 21,711 21,620 21,624 21,519 21,288 21,185 20,958 

0～14歳 2,885 2,848  2,842  2,795  2,770  2,713 2,699 2,715 2,667 2,631 2,575 

15～64歳 13,503 13,273  13,060  12,967  12,837  12,718  12,558 12,280 11,871 11,650 11,339 

65歳以上 5,885 5,969  6,044  6,101  6,104  6,189  6,367 6,524 6,750 6,904 7,044 

高齢化率 26.4%  27.0%  27.5%  27.9%  28.1%  28.6%  29.4% 30.3% 31.7% 32.6% 33.6% 

資料 各年の 12月末時点の住民台帳の地域別人口データ 

 

平成２６年度経済センサス基礎調査によると市内の事業所数は２，３３３ヶ所（従業

者数２６，２９３人）、うち山陽地区の事業所数は６５１箇所（従業者数８，１５７人）

である。 

 

山陽小野田市内（山陽地区）事業所数（箇所） 

業種 
農林漁

業 
鉱業等 建設業 製造業 

電気・ガ

ス等 

情報通

信 

運輸・郵

便 
卸・小売 

金融・保

険 

市全体 15 0 242 163 9 4 51 623 28 

うち山

陽地区 
11 0 53 62 3 1 16 144 8 

 

業種 不動産 
学術・技術

サービス 
宿泊・飲

食 

生活サー

ビス・娯楽 
教育・学

習支援 

医療・福

祉 

複合サー

ビス 

その他の

サービス 

公務（他に分

類されるもの

を除く） 

市全体 70 62 263 243 113 227 17 175 28 

うち山

陽地区 
24 18 56 70 34 71 5 63 12 

資料 平成 26年経済センサス‐基礎調査 

 

【地域の取り組み】 

山陽小野田市では平成２８年３月に「山陽小野田市人口ビジョン及びまち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を策定し、「人口の社会減」への対策として５つの方向性を定めて

地方における安定した雇用を創出し、新しい人の流れをつくることを掲げている。 

 



 

 

方向性１：これまでの産業都市の強みを生かしつつ、若者が意欲を持って働くことの

できる魅力ある雇用の場・産業をつくり、育てる 

方向性２：本市の資源や特性を生かして、若い世代をターゲットに定住・移住しても

らえる魅力的な環境づくりを進める 

方向性３：充実した教育環境などの地域資源を生かし、若い世代が結婚・出産・子育

てを安心してできる地域づくりを進める 

方向性４：山口東京理科大学公立化の契機を生かし、産学官が連携した新たな地域産

業の創出と地域経済の活性化を進める 

方向性５：地域での人のつながりと継承ができる体制を構築し、住み続けられる地域

づくりを進める 

 

当所としても地域の総合経済団体として行政や関連団体等と連携しながら産業振

興・雇用創出による定住人口の増加、地域資源の活用による交流人口の増加という課題

に重点的に取り組んでいる。 

また、平成２８年４月から山口東京理科大学が公立化により山陽小野田市立山口東京

理科大学としてスタートし、平成３０年４月には薬学部の開設が予定されている。現在、

大学と地元企業との共同研究を始めとした産学連携の仕組みづくりに当所も参加して

いる。 

 

【山陽地区の商工業者・小規模事業者の現状と課題】 

山陽小野田市は宇部市を中心とする宇部都市圏の２次圏に属するが、山陽地区は旧山

陽町時代の１９９０年代まで下関都市圏に属していたこともあり下関市・北九州市との

経済的関係も深い。山陽地区には大手化学会社の化学製品工場や大手機械メーカーの製

造工場が立地している。一方、商業はＪＲ厚狭駅前の商店街を中心に発展してきたが、

近年は大型量販店やコンビニエンスストアの進出、経営者の高齢化や後継者不足に加え

平成２２年の厚狭川豪雨水害の直接被害により駅前商店街の小売店舗を中心に廃業が

相次ぐこととなった。 

当所では会員の大部分を占める中小企業は地域経済や雇用を支える極めて重要な存

在であり、中小企業の持続的発展こそが地域経済活性化の礎であると認識している。今

後、後継者不足等による廃業を減少させ持続的発展を継続させるためには意欲ある後継

者を育成し事業承継支援やＭ＆Ａの推進を積極的に進めていくことが最優先課題であ

る。 

 

山陽地区商工業者数・小規模事業者数推移 
 平成１８年 平成２１年 平成２６年 

商工業者数 620 617 505 

（増減率） - 99.5% 81.5% 

小規模事業者数 468 472 377 

（増減率） - 100.8% 80.6% 

資料 平成１８年度事業所・企業統計調査報告、平成２１年以降は経済センサス 



 

 

 

一方、平成２９年１月にＪＲ厚狭駅前にビジネスホテル（客室数１１５室）が開業し

たことに伴い、宿泊客を対象とした飲食店の新規開業や新たなサービスに参入する若手

経営者が登場しつつある。これら新規創業者等の持続的発展が地域の創業マインドを刺

激し、地域経済を活性化させ新たな産業や雇用の創出に繋がるものと考えており、新規

創業者の育成・支援体制の構築も課題である。 

 

【山陽地区の地域資源の現状と課題】 

山陽地区は、日本昔話で有名な「厚狭の三年寝太郎」の舞台であり「寝太郎の里」を

地域ブランドとして特産品のＰＲ活動を行っている。特に、瀬戸内海に面した沿岸部の

干潟はアサリの好漁場であったため「アサリの貝汁」が名物として海岸沿いのドライブ

インや割烹旅館の人気メニューとなっている。また、西日本最大級のシステム農場であ

る「花の海」では農場観光と併せて、農場で生産されたいちご、ブルーベリーを使用し

たスイーツの提供が人気で新たな観光名所となっている。 

他にも山陽地区は江戸時代には旧山陽道が通る宿場町として栄え厚狭毛利家が治め

た町であり、魅力ある特産品、観光資源、産業資源が多く存在している。 

また、山陽地区は地区内に６カ所のゴルフ場を有している。各ゴルフ場ともＪＲの駅

や高速道路のＩＣからのアクセスが良いことから「ゴルフ場アクセス日本一！ニアピン

シティ山陽」を掲げ自治体でのゴルフ協会の設立、全国から多くの参加者がある「鉄人

ゴルフチャレンジ１１７※」を始めとしたイベントの開催により、ゴルフ産業を活用し

た観光振興が行われている。 

しかし、現状では山陽地区全体として地域イメージが確立されておらず地区内各地に

多数存在する個別地域資源が活かされていないという課題がある。地域資源を最大限有

効に活用することは、新しい産業の創出や雇用機会の拡大による地域経済の活性化に繋

がるため、当所も「寝太郎の里」ブランドを柱とした地域資源の普及促進を行っていく。 

 

※地区内のゴルフ場５カ所（１１７ホール）を４日間でラウンドするイベントで、腕と

体力に自信のある腕自慢が全国から集まる。賞品として地元特産品が多数提供されるた

め地域のＰＲにも活用されている。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方（１０年程度）】 

前述の「山陽小野田市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略」をはじめ

とした地域の取り組みや現状・課題を踏まえて１０年後に向けた小規模事業者の中長期

的振興のあり方を次のとおり定める。 

 

１． 新規創業者等への支援・育成による魅力のある産業、雇用機会等の創出 

２． 事業承継等の支援による廃業件数の減少、既存事業所の持続的発展による産

業・雇用の維持 

３． 地域資源を活用した新たな販路拡大・需要の創出、交流人口の増加 

 

 

 



 

 

【本計画全体としての目標（５年程度）】 

本計画の実施期間の５年間では、次の３つの目標を掲げ重点的に取り組んでいく。 

１．新規創業者等への支援・育成 

 新規創業者、創業予定者に対して創業計画書の策定支援、創業計画書に基づく計画的

経営の推進、販路拡大や新たな需要開拓に向けた支援、新事業展開や高付加価値化の支

援等、売上の増加や利益の確保に直結する支援を重点的に実施し、地域における新規創

業者数の増加と新規創業者の持続的発展を支援することにより、本計画実施期間内に新

規創業による事業者数２５社の増加を目標とする。 

 

２．事業承継等の支援・廃業件数の減少 

平成２８年１２月に会員事業所に対し事業承継に関するアンケート調査を実施した

ところ約２０社が後継者不足等により５年以内に廃業を検討しているという結果であ

った。これらの廃業を防止するために事業承継が予想される小規模事業者へ経営状況分

析、事業承継計画書の策定、事業承継計画書の実行支援をきめ細かく行い、後継者の育

成、Ｍ＆Ａの推進を積極的に進めることにより、本計画実施期間内に後継者不足等によ

る廃業を１０社未満にすることを目標とする。 

 

３．地域ブランド「寝太郎の里」の普及・推進 

 「寝太郎の里」ブランドとして１２社の商品を観光パンフレットで紹介しているが５

年後には２０社の商品まで拡大し、小規模事業者にとって新しい販路の拡大、需要の創

出に繋げていく。 

 

【目標達成に向けた具体的な取り組み】 

（目標を達成するための方針） 

本計画の目標を達成するには、従来実施してきた税務・会計記帳を中心とした経営指

導や金融斡旋等に加えて、事業計画書に基づく近代的経営への転換、創業計画書に基づ

く創業者の持続的発展、事業承継計画書に基づく円滑な事業承継、地域資源を活用した

新商品・新サービスの開発と新たな販路拡大が必要である。 

これを実現するために地区内小規模事業者の動向や個社の支援ニーズを逐次把握す

るとともに、他の支援機関等と連携し伴走型支援を実施していく。 

 

（具体的な取り組み） 

１．地域内経済動向に関する情報の収集・分析 

小規模事業者の経営動向の実態把握と地区内経済動向データの収集・分析を行うた

めに「小規模事業者経営動向調査」を実施し、経営課題の発見や事業計画書の策定、

経営戦略の立案に活用する。 

２．経営状況分析の実施 

小規模事業者の会計情報等に基づく経営状況分析を実施することで経営課題を発

見し、事業計画書の策定、事業計画書に基づく近代的経営の足掛かりとする。 

３．事業計画書の策定支援 

地域資源を活用して販路を拡大しようとする者に対する事業計画書の策定、新規創

業者及び創業予定者に対する創業計画書の策定支援並びに事業承継が見込まれる事



 

 

業者、後継者及び後継者候補への事業承継計画書の策定支援を行う。 

 ４．事業計画書の実行支援 

事業計画書の策定支援に続いて、事業計画書や創業計画書に基づく計画的な経営・

創業や事業承継計画書に基づく円滑な事業承継が実施出来るよう巡回指導や専門家

派遣などの支援を行う。 

５．多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進 

地域経済の多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、地域資源を活用した新

事業展開の促進のため需要動向の調査を行うとともに、支援機関や専門家と連携して

商品・サービスの販路拡大、地域資源を活用した新事業展開の促進に活用する。 

６．地域経済の活性化に資する取り組み 

自治体、関連団体等と連携し、新しい街づくりへの支援・要望、地域ブランド「寝

太郎の里」の普及促進事業、街の賑わい創出イベント事業等による地域経済の活性化

を推進する。 

７．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 

 行政、山陽小野田市立山口東京理科大学、地元金融機関、近隣の商工会議所との定

期的な情報交換と専門別・課題別の地域的な支援機関連携の枠組みへの参加を通じた

支援ノウハウ等の情報交換のための体制を確立する。 

８．経営指導員等の資質向上 

小規模事業者の利益確保に繋がる幅広い分野に対応するための経営指導員等の支

援能力向上、支援ノウハウの共有を目的に支援事例の定形文書化、企業情報のデータ

ベース化による組織全体の支援力向上を推進する。 

 

 

 

  



 

 

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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
１． 地域経済動向に関すること【指針③】 

【目的】 

 小規模事業者の持続的発展のために新規取組として「小規模事業者経営動向調査」を実施する。

「小規模事業者経営動向調査」は小規模事業者の経営実態やニーズ把握を重視し経営状況分析の基

礎データとして活用することを主たる目的とする。 

また、地域内の経済状況の調査結果を提供することで小規模事業者が事業計画書の策定や経営戦

略を立案する際の判断材料として活用することも目的とする。 

 

【事業内容】 

(1) 調査対象・調査の方法 

 調査対象は地区内小規模事業者 25 社程度とし、業種別には地区内小規模事業者の業種別事業所

数を考慮して飲食業 8 社、卸・小売業 5 社、製造業 4 社、建設業 5 社、サービス業 3 社を目安とし

て実施する。個別企業訪問（巡回指導）を活用し「小規模事業者経営動向調査」を実施する。個社

の経営課題の発見・解決に役立てるとともに、独自に地域内の経済状況の情報収集および分析を実

施する。 

 

(2) 調査項目 

 調査項目は経営実態やニーズ把握を重視し、①企業規模、②業種・業態、③客数・売上増減状況、

④資金繰り状況、⑤雇用状況、⑥新事業・新商品状況、⑦取引先状況、⑧個別ニーズ、⑨景況感、

⑩その他（自社の課題：ex 事業承継の状況等）とする。 

 

(3) 実施回数 

 地区内の小規模事業者を対象に６か月に１度の頻度で実施する。 

 

(4) 調査結果の活用方法 

 情報を基にクロス分析を行い、調査結果は年２回会報へ掲載するとともに当所ホームページへも

掲載する。 

 「小規模事業者経営動向調査」を実施することで地区内小規模事業者の現況を定期的に把握する

ことが可能となり現状に即した支援を行うことが可能となる。また、「小規模事業者経営動向調査」

の回答結果を一次資料として活用することで個社の経営課題やニーズを掬い上げることで経営状

況分析や事業計画書の策定に繋がることが期待出来る。 

 

(5)目標 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

公表回数 ‐ 2 2 2 2 2 

    

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【目的】 

 事業計画書の策定の前段階として小規模事業者が自社の財務状況や経営環境を客観的に分析し、

経営課題を抽出、優先順位を定めた上で事業計画を策定することを目的とする。 



 

 

 

【事業内容】 

(1)情報収集 

現在、当所では記帳代行や確定申告の支援を通じて１０４事業所（地区内小規模事業者３３７

社の約３分の１）の会計データを蓄積している。これらの会計データを基に効率的に経営分析を

行う。また、当所が会計データを有していない小規模事業者に対しては経営分析の重要性を巡回

指導やセミナーを通じて啓蒙し情報収集を行う。 

(2)支援対象 

創業３年未満の事業所、５年以内に事業承継が見込まれる事業所（経営者が概ね６０歳以上）、

地域資源（寝太郎ブランド）活用商品等による需要創出を行おうとする事業所及び売上の著しい

減少などにより早急な改善が必要とされる事業所を支援対象とする。 

(3)経営分析の流れ 

支援対象事業所の会計データを基に財務分析を実施する。巡回指導や「小規模事業者経営状況

調査」の聞取り調査により、各事業者の経営上の悩みや経営状況を把握して課題を抽出する。 

 

巡回指導→支援対象の選択→会計データ入手→財務分析→ヒアリング→非財務分析 

 

(4)調査分析を行う手段・手法 

 経営状況の分析の手段として「ローカルベンチマーク」を活用する。「ローカルベンチマーク」

にて行う分析は次のとおりである。 

 

項目 分析項目 

財務分析（６つの指標） 

① 売上増加率、②営業利益率、③労働生産性、④EBITDA有

利子負債倍率、⑤営業運転資本回転期間、⑥自己資本比

率 

非財務分析（商流・業務フロー） 
①製品製造、サービス提供における業務フローと差別化ポイ

ント、②商流把握 

非財務分析（４つの視点） 

① 経営者（企業理念等、経営意欲、後継者の有無） 

② 事業（企業及び事業沿革、強み・弱み（技術力・販売力

等）、ＩＴ・生産性向上） 

③ 企業を取り巻く環境（市場動向等、顧客等（リピート率、

新規開拓率）、従業員等） 

④ 内部管理体制（組織体制、事業・経営計画の有無等、研

究・商品開発体制等、人材育成） 

 

【目標】 

 ５年間に１６０社（地区内小規模事業者の半数以上）の経営分析を目標数値とする。 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営分析実施件数 10 20 30 30 40 40 

 

【成果の活用】 

 経営状況の分析を通じて経営課題を「数値化」・「見える化」することで、はじめて事業計画書

の策定や具体的な経営課題の解決が可能となる。経営状況の分析により自社の強み、弱み等を確

認し事業計画書策定の動機付けとするとともに、分析結果を事業計画書策定の基礎資料として活

用する。 

 また、経営状況の分析の結果、業種別に共通する経営課題があればセミナーを開催する。課題



 

 

解決に専門知識等が必要な場合は「山口エキスパートバンク」や「ミラサポ」の専門家派遣事業

を活用して対応する。 

 

セミナー → 個別相談 → 経営分析 → 課題抽出 → 事業計画策定・実行 

 

３．事業計画書の策定に関すること【指針②】 

地域資源（寝太郎ブランド）活用商品等による需要創出を行おうとする者や新規創業者を中心に

事業計画書の策定を支援することで計画的経営を目指す企業数の増加により地域内事業所の持続

的発展を促進することを目的とする。また、事業承継計画書の策定を通じて小規模事業者の廃業を

未然に防止し円滑な事業承継やＭ＆Ａを実現させることを目的とする。 

 

３-１事業計画書の策定 

【目的】 

地域資源（寝太郎ブランド）活用商品等による需要創出を行おうとする事業者に対し計画的な商

品開発や販路開拓等を推進し地域資源の効果的な活用を進めるとともに、他の事業者についても小

規模事業者に多く見られるどんぶり勘定的な経営から脱却し、経営計画を策定し定期的に見直すこ

とを恒常化させることで計画的経営を目指す企業数を増加させ、地域事業所の持続的発展を促進し

ていく。 

 

【支援対象者】 

地域資源（寝太郎ブランド）活用商品等による需要創出を図る事業所や経営分析により早急な経

営課題の解決が必要とされた事業所を優先して対象とする。 

 

【内容】 

事業計画書の策定の第一段階として中小企業基盤整備機構が提供する経営計画作成アプリ「経営

計画つくるくん」を利用し基本的な事業計画書を作成する。実効性の高い事業計画書とするために、

第二段階として専門家派遣等を活用しながら事業計画書のブラッシュアップを行う。 

 

【手段】 

経営指導員等が「経営計画つくるくん」の導入をサポートしながら経営者と一緒に事業計画書を

策定する。 

事業計画書の策定に際して専門知識が必要な場合は、「山口エキスパートバンク」や「ミラサポ」

の専門家派遣を利用する。また、金融支援が必要な場合は金融機関と連携した支援を行う。 

 

【目標】 

５年間に４０事業所（地区内小規模事業者の１０％以上）が経営計画書を策定していることを目

標とする。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定件数 5 6 8 8 8 10 

 

 

３-２創業計画書の策定 

【目的】 

新規創業者に対して、創業等経営計画に基づく計画的な事業を実施することにより円滑な事業の

スタートアップと創業後の持続的発展を促進していく。 

 



 

 

【支援対象者】 

新規創業者及び創業予定者を対象とする。 

 

【内容】 

創業計画書の策定の第一段階として中小企業基盤整備機構が提供する経営計画作成アプリ「経営

計画つくるくん」を利用し基本的な創業計画書を作成する。実効性の高い創業計画書とするために、

第二段階として専門家派遣等を活用しながら創業計画書のブラッシュアップを行う。 

 

【手段】 

経営指導員等が「経営計画つくるくん」の導入をサポートしながら経営者と一緒に創業計画書を

策定する。 

創業計画書の策定に際して専門知識が必要な場合は、「山口エキスパートバンク」や「ミラサポ」

の専門家派遣を利用する。また、金融支援が必要な場合は金融機関と連携した支援を行う。 

 

【目標】 

５年間に３０事業所（５年間で推定される全ての新規創業者）が創業計画書を策定していること

を目標とする。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定件数 5 5 6 6 6 7 

 

３-３事業承継計画書の策定 

【目的】 

事業承継計画書の策定により後継者不在等による小規模事業者の廃業を未然に防止し、円滑な事

業承継やＭ＆Ａの実施を目的とする。 

 

【支援対象者】 

５年以内に事業承継が見込まれる事業所（経営者が概ね６０歳以上）を対象に事業承継計画書の

策定を支援する。特に後継者が不在若しくは未定の事業所を優先して支援する。 

 

【内容】 

 事業承継計画書は次の項目で策定する。 

① 事業承継の概要（後継者、承継方法、承継時期） 

② 経営理念、事業の中長期の目標（経営理念、事業の方向性、将来の数値目標） 

③ 事業承継を円滑に行うための対策・実施時期（関係者の理解、後継者教育、株式・財産の

分配、その他） 

④ 事業承継計画表（将来の数値目標及び③の各項目を会社、現経営者、後継者毎に整理し実

行スケジュールを策定） 

 

【手段】 

 事業承継計画書の策定には法律や税務に関する専門知識が必要となるため「山口エキスパートバ

ンク」や「ミラサポ」の専門家派遣を活用する。可能な場合は山口県の実施する「事業承継総合支

援事業」を活用する。 

 

【目標】 

経営状況分析の結果、事業性の継続が見込まれ継続を希望している事業所全てを対象とする。（１

年間に３件程度と見込んでいる。） 



 

 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業承継計画策定件数 2 3 3 3 3 3 

 

４．事業計画書の実行支援に関すること【指針②】 

事業計画書に基づく計画的経営を他の支援機関と連携し支援することで新規創業者等の持続的

発展を図るとともに、事業承継計画書の実行支援により小規模事業者の円滑な事業承継やＭ＆Ａを

実現させる。 

 

４-１事業計画書の実行支援 

【目的】 

 事業計画書に基づく事業が当初の計画どおりスムーズにいくことは稀で挫折する小規模事業者

も多い。この対応として、計画の修正・変更も含めた事業計画策定後のアフターフォローを重視し、

定期的な事業所巡回指導を行う。 

 

【支援内容】 

事業計画書を策定した全事業所を対象に定期的な巡回指導を行い進捗状況の確認を行う。事業計

画どおりに進んでいない事業所に対しては、再度、経営状況の分析及び事業計画書の見直しを実施

するなどＰＤＣＡサイクルを定着させる。 

事業計画書の実行に際して専門知識が必要な場合は、「山口エキスパートバンク」や「ミラサポ」

の専門家派遣を利用する。 

 

【頻度】 

 計画の進捗状況を確認し、計画の修正・見直しを含めたアフターフォローを実施するため、事業

計画策定後１年間は四半期に１回以上の巡回指導を実施し、その後は適宜継続的に巡回指導による

フォローアップを実施する。 

 

 【目標】 

事業計画書策定者のうち５０％以上の事業所が事業計画書で定めた売上・利益目標を達成するこ

とが出来るようフォローアップを実施する。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

フォローアップ回数 20 24 32 32 32 40 

 

４-２創業計画書の実行支援 

【目的】 

 新規創業者が創業後３年間に事業計画書に基づく事業が当初の計画どおりスムーズにいくこと

は稀で創業後短期間で廃業する新規創業者が多い。この対応として、計画の修正・変更も含めた創

業計画策定後のアフターフォローを重視し、定期的な事業所巡回指導を行う。 

 

【支援内容】 

創業計画書を策定した全事業所を対象に定期的な巡回指導を行い進捗状況の確認を行う。創業計

画どおりに進んでいない事業所に対しては、再度、経営状況の分析及び創業計画書の見直しを実施

するなどＰＤＣＡサイクルを定着させる。 

創業計画書の実行に際して専門知識が必要な場合は、「山口エキスパートバンク」や「ミラサポ」

の専門家派遣を利用する。 



 

 

 

【頻度】 

 計画の進捗状況を確認し、計画の修正・見直しを含めたアフターフォローを実施するため、創業

計画策定後１年間は四半期に１回以上の巡回指導を実施し、その後は適宜継続的に巡回指導による

フォローアップを実施する。 

 

 【目標】 

創業計画書策定者のうち全ての新規創業者が本計画期間内に創業計画書で定めた売上・利益目標

を達成し、廃業せずに持続的発展を継続するようフォローアップを実施する。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

フォローアップ回数 20 20 24 24 24 28 

 

 

４－３事業承継計画書の実行支援 

【目的】 

 事業承継計画書に基づく事業承継が着実に実行されるためには関係者の同意や後継者の育成な

ど多岐に亘る事業承継対策の実施が不可欠であるが、事業承継には法律や税務等の専門知識が必要

な事項が多く単独での実行が困難である。巡回指導による進捗確認と専門家との連携を中心とした

支援によって事業承継計画書の着実な実行を支援する。 

 

【支援内容】 

事業承継計画書を策定した全事業所を対象に定期的な巡回指導を行い進捗状況の確認を行う。事

業承継計画が着実に実行出来るよう弁護士、税理士、中小企業診断士等の専門家と連携した支援を

行う。 

 

巡回指導 → 進捗確認 → 専門家派遣 → 巡回指導 

 

【頻度】 

 計画の進捗状況を確認し、計画の修正・見直しを含めたアフターフォローを実施するため、事業

承継計画書策定後１年間は４半期に１回以上の巡回指導によるフォローアップを実施し、その後は

適宜継続的に巡回指導によるフォローアップを実施する。 

 

 【目標】 

事業承継計画を策定した事業所が５年以内を目処に後継者への事業承継または第３者へのＭ＆

Ａを実現出来るようにフォローアップする。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

フォローアップ回数 8 20 32 36 36 36 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【目的】 

小規模事業者は、経営者自身が最前線で従事し下請け業務がメインとなっているケースが多く、

需要動向に関する関心が希薄で時代に合った（ニーズに応じた）商品開発や品揃えが出来ずにビジ

ネスチャンスを逃すことが多い。せっかく開発した「新商品・新サービス」も市場ニーズに合わず

市場から淘汰されるケースも多い。 



 

 

今後は地域の経済動向・市場動向に合致した情報提供により、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。 

 

【実施内容】 

本計画の目的の一つである「地域ブランド寝太郎の里の普及・推進」に関して「寝太郎の里」ブ

ランドの対象となる商品の過半数は地元の特産品等を活用した加工食品であると想定している。ま

た、地区内小規模事業者が取り扱う商品・サービスのうち食品製造小売業者が取り扱う加工食品（パ

ン、菓子、惣菜、弁当など）は特に消費者の嗜好やライフスタイルの変化が直接反映されることか

ら特に需給動向調査のニーズが高い。従って食品製造小売業者が取り扱う商品を対象にアンケート

による需給動向調査を実施する。 

 

【実施方法】 

アンケートの実施方法は来店者へのアンケートやウェブサービスを利用した消費者へのアンケ

ート調査、バイヤーや量販店向け商品（自社店舗でなく他社の店舗等で販売されることが想定され

る商品）の場合には展示会・商談会等への参加を促しバイヤーや量販店へのアンケート調査を実施

する。想定される事業者及び調査方法は次のとおり。 

 

取扱商品 取扱場所・販

売先 

調査方法（媒体、標本数） 想定される分析結果の活用方法 

パン 
自店舗及び近

隣小売店 
来店者へのアンケート（紙、100） 

来店者の顧客属性に応じた新商品の

開発や店舗での販促に活用する。 

和菓子 自店舗 〃 〃 

洋菓子 
自店舗及び県

内量販店 

来店者へのアンケート（紙、100）

及び取扱量販店へのアンケート（紙、

20） 

来店者の顧客属性に応じた新商品の

開発や店舗での販促に活用する 

惣菜、弁当 
オフィスや工

場等への配達 
購入者へのアンケート（紙、200） 

購入者の顧客属性に応じたメニュー

構成や価格設定に活用する。 

日本酒 

酒小売店（全

国） 

飲食店（全国） 

消費者へのアンケート（ウェブ、

300） 

取扱飲食店へのアンケート（紙、50） 

販促（知名度・ブランドイメージの

向上）や飲食店での販促（ＰＯＰ等）

に活用する。 

鹿・猪の精肉 

（ジビエ） 

飲食店（県内） 

インターネッ

ト通信販売 

取扱飲食店へのアンケート（紙、50） 

消費者へのアンケート（ウェブ、

200） 

販促（知名度・ブランドイメージの

向上）、消費者の嗜好に合わせた精肉

処理（カット方法等）に活用する。 

 

 

【情報収集を行う項目】 

需給動向調査で行うアンケート項目は概ね①年齢、②性別、③家族構成、④風味、⑤量、⑥価格、

⑦パッケージ、⑧予定する購入頻度、⑨競合商品の購入金額・頻度、⑩ブランドイメージ等とし、

アンケート調査の実施に先立ち事業者より課題をヒアリングし専門家からのアドバイスを得なが

ら項目の見直しを行うこととする。 

 

【調査・分析手法】 

アンケート調査の結果に基づき３Ｃ分析を行う。分析にあたり専門家と課題解決の具体策を想定

しながら行うことで、実効性の高い分析結果を得ることが出来る。 

 

Customer（市場・顧客） 市場・顧客のニーズの把握 

Competitor（競合）  競合他社の把握 

Company（自社）  市場・顧客、競合他社の状況と自社の比較 



 

 

 

【成果の活用】 

 需給動向調査の結果に基づく商品・サービスのブラッシュアップや販売戦略策定で市場への浸透

を図る。また、需給動向調査の結果を活用することでより精度の高い事業計画書の策定が可能であ

る。 

 

【目標】 

需給動向調査は専門家との連携により調査実施方法の精査・検討を行うため初年度は年間１社の

支援とするが、２年目以降は年間２社の支援を目標とする。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

需給動向調査情報提供・個

社支援回数 
0 1 2 2 2 2 

 

 

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】 

【目的】  

地区小規模事業者の経営支援ニーズで高いのが、「販路開拓支援」である。東京や大阪といった

遠方の大都市だけでなく福岡や広島等の近隣の都市への進出要望も多い。展示会・商談会参加への

意識もまだまだ低い小規模事業者が大半なため、出展のための「バイヤー向け商品仕様書」の記入

等基本的なことも含めて伴走型で支援していく。 

また、ネット販売やホームページ・ＳＮＳ等を利用したプロモーションなどＩＴを利用した販路

開拓の経営支援ニーズが高まっており、これらの導入や活用についても伴走型で支援していく。 

 

【事業内容】 

(1) 各種展示会・商談会への参加推進 

山口県商工会議所連合会が主催し県内全ての商工会議所が参加して開催する商談会「ビジネス

ドラフトやまぐち」を始め各種展示会・商談会への事業者の参加を呼び掛ける。福岡市・北九

州市で開催される商談会等は、首都圏の大手バイヤーの参加も多いため、首都圏進出を考えて

いる小規模事業者にも参加を推進していく。 

 

① 支援対象 

 販路の拡大や新たな仕入先の検討を希望している小規模事業者 

（想定される展示会・商談会等） 

展示会・商談会名 希望する商圏 展示会・商談会の概要 

やまぐち総合ビジネスメッセ 県内・広島県 県内企業等の開発製品・サービス・技術の

展示会 

ビジネスドラフトやまぐち 県内 県内商工会議所・商工会の会員企業間の１

対１での商談会 

東京やまぐちフェスタ 首都圏 山口県ゆかりの企業や団体等が首都圏で開

催するイベントでの特産品展等での出展 

スーパーマーケット・トレー

ドショー 

首都圏 日本最大級の食の展示商談会に「山口県ブ

ース」として、県内企業・団体としての出

展 

食の商談会 in 北九州 九州地区 九州・山口の一次・二次産品生産者と飲食

業者・加工業者・流通業者等バイヤーとの

商談会 



 

 

 

② 支援内容 

 各種展示会・商談会の開催情報及び支援施策等の提供並びに出展に際しての効果的な

展示方法等についてのアドバイス 

 

③ 成果をあげるための工夫 

 出展に際して効果的なプロモーションが出来るよう下記支援を行う。また、参加企業

はバイヤーや主催者、来場した支援機関や専門家など様々な方からアドバイスをフィー

ドバックさせ商品・サービスのブラッシュアップに繋がるようアンケート等を工夫する。 

 

（支援の内容） 

・展示会等で配布するパンフレットや仕様書等の資料のアドバイス 

・来場者に訴求するためのデモ、ＰＯＰ、のぼり等の展示方法のアドバイス 

・商談当日の同席フォロー、バイヤー等へのヒアリングのフォロー 

 

 また、首都圏への販路拡大を計画している事業者には、山口県東京事務所の山口県東

京営業本部や（公財）やまぐち産業振興財団の首都圏販路開拓支援センターと連携し、

同センターの展示会出展支援や首都圏事業化支援コーディネート制度などを活用してい

く。 

 

④ 目標（成果指標） 

 各種展示会・商談会に参加し、地域外の需要動向を商品・サービス開発に活かし、販

路拡大や取扱商品の拡大により利益増加を目指す。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

展示会・商談会参加数

（小規模事業者のみ） 
2 4 4 5 5 6 

うち商談件数 3 6 8 10 10 12 

うち成約件数 1 3 4 6 6 7 

対前年売上増（％） - 103 104 105 106 107 

 

(2) 「寝太郎の里」ブランドの推進 

「寝太郎の里」ブランドのうち、農産物加工品に関してはＪＡ厚狭支店や山口県美祢農林事務

所、水産加工品に関しては山口県漁協埴生支店等と連携し商品開発を進める。さらに山口県美

祢農林事務所と連携し６次産業化を図り、小規模事業者の商品開発を推進する。 

 

① 支援対象 

地域資源（加工食品などの特産品）を利用した商品の開発を行う小規模事業者 

 

② 支援内容 

地域資源を活用し商品を提供している事業者に対して「寝太郎の里」ブランドとしての

認定を推進していくとともに、「寝太郎の里」ブランドとして観光パンフレット等での販

促を実施していく。 

 

③ 成果をあげるための工夫 

「寝太郎の里」ブランドに認定された個別商品は、H11年より 10点前後の商品を電気の

ふるさとじまん市（千葉幕張メッセで約 150市町村が特産品を出展し 3日間開催）に 5

年間出展した。出展した商品のうち 2点は大手百貨店でのお中元お歳暮に取り上げられ



 

 

たが短期間で終了し、そのうち 1点は福岡地方テレビでの１時間ドキュメンタリー番組

で商品開発から完成販売までの内容が紹介されたが、他社も類似商品を出した後は安定

売上が見込まれる業務用商品に注力している。Ｈ１５年～Ｈ２０年は会議所会報に１点

ずつ特産品紹介として全ての寝太郎ブランド商品の紹介を行い、地元消費者を重視して

地元浸透を図る取組みを行い、同時にパッケージ改良・効果的チラシ作成などの支援を

「山口エキスパートバンク」等の専門家相談で実施した。Ｈ２０年以降は当所作成の観

光パンフレットの「寝太郎の里特産品」コーナーで地域ブランドとして一体的に掲載し

てＰＲを行いＪＲ・地元小学校・市役所等にパンフレットを置くことで多くの人の目に

留まり、また、県内を網羅する山口新聞・地元新聞の宇部日報に観光パンフレットが紹

介された。それにより一部商品が新聞に掲載され地元客に認識されることで、お土産な

どの利用や、イベントなどの賞品に使われることが増えてきている。また、Ｈ２５年か

らは山陽小野田市名産品として観光協会に認定される制度にも「寝太郎ブランド」商品

を推薦し、認定されることで市の特産品として認識され同様の効果が出ている。当所主

催の祭りでの地元酒造会社のお酒やワイン等を特産品コーナーで継続してＰＲすること

で、自分の街の応援すべき特産品としての認知度が上がり地元での購入も増えている。

小規模事業者が単独で実施することが困難であったプロモーションは、当所が市・観光

協会・農協などと一体となって地元新聞社等マスコミに取り上げてもらう働きかけを継

続して行い、祭りやイベントでの賞品に使われることで商品価値を高め、贈答などの購

入に繋がる支援をさらに行っていく。 

 

④ 目標（成果指標） 

「寝太郎の里」ブランドとして１２社の商品を観光パンフレットで紹介しているが５年

後には２０社の商品まで拡大し、小規模事業者にとって新しい販路の拡大、需要の創出

に繋げていく。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

「寝太郎の里」ブラン

ド認定事業所数 
12 13 14 16 18 20 

同認定事業所の売上

高推移（通算） 
100％ 105％ 110％ 115％ 120％ 125％ 

 

(3) 新商品・サービスの開発及び販路開拓支援 

新商品・サービスを開発しようとする事業者に対する支援並びに新商品・サービスを開発した

小規模事業者に対しは販路開拓等の支援を行う。 

 

① 支援対象 

新商品・サービスを開発しようとする小規模事業者。新商品・新サービスにより販路開

拓を行おうとする事業者（主に製造業やソフトウェア開発業者）。 

 

② 支援内容 

山口東京理科大学の研究シーズのうち小規模事業者の新商品・サービス開発等に活用出

来るものを個別巡回指導等の際に紹介するとともに、地区内小規模事業者にとって山口

東京理科大学との新商品・サービスや経営改善に関する共同研究の窓口として産学連携

の研究開発を推進する。 

 

 

 



 

 

（山口東京理科大学の研究シーズ） 

学科 研究分野 研究シーズ 

機械工学科 

設計・コンピュー

ター系 

・超精密仕上げシステム知能機械システム 

・人の感性を重視したモノ作り（自動車工学） 

・製品の品質と製造コストを高度に管理する方法 

ロボットメカト

ロニクス 

・安全で役に立つ電動車椅子 

・運動機能を利用した福祉インターフェイス 

力学系・熱工学 

・核融合発電や新型地熱、水力発電の開発 

・環境に優しい冷却技術の開発 

・新規伝熱面表面の開発 

応用化学科 

物理化学 
・分子集合体の魅力的な機能 

・新規ナノコロイド 

無機化学 

・太陽電池 

・セラミックス、炭素珪素繊維等 

・触媒 

生物 

・光を使った生体分子構造の解析 

・タンパク質の機能と生命現象 

・人工的な小型タンパク質（ペプチド）の合成 

 

販路調査費・展示会出展費用等の補助を行う「やまぐち地域中小企業育成助成金」の活

用やクラウドファンディング等を活用したテストマーケティング（サービスに対する共

感の度合い、新商品・試作品の先行販売と購買者からの改善要望等によるブラッシュア

ップ）に関して、効果的に訴求する手法等を専門家派遣や他の支援機関と連携した支援

を行う。 

 

③ 成果をあげるための工夫 

テストマーケティングで得られた情報を活かすためのフォローアップ支援として、商

品・サービスのブラッシュアップが必要な場合は「山口エキスパートバンク」や「ミラ

サポ」での専門家派遣や他の支援機関と連携して支援を行う。 

 

④ 目標 

年間２件程度の支援を目標とする。これらの販路開拓支援にあたっては事前に売上利益

計画を立て、支援対象の事業者がこれをクリアすることを成果とする。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

新商品・サービスの開

発（支援）件数 
0 1 2 2 2 2 

 

(4) ホームページやＳＮＳなどＩＴを活用した販路開拓支援 

 

① 支援対象 

ＩＴを活用した販路開拓支援を実施（予定）する小規模事業者 

 

② 支援内容 

地区内小規模事業所の一定部分を占める飲食業・サービス業・食品製造小売業者に関し

ては、地区内及び近隣都市圏からの顧客が大半を占めることから地域コミュニティと密

接な関わりのあるＳＮＳや口コミサイトでの評判や反響が直接売上に影響を及ぼす。し



 

 

かし、これらを利用していない事業者や効果的な活用の方法が分からないまま利用して

いる事業者が多いため導入の仕方や効果的な活用方法をセミナーや巡回指導等を通じて

支援していく。 

ＳＮＳや簡易なホームページ、ブログの導入といった技術的に容易なものは窓口相談や

巡回指導で対応し、ネットショップや高機能なホームページの導入については「山口エ

キスパートバンク」や「ミラサポ」での専門家派遣やよろず支援拠点のコーディネータ

ー派遣等を利用して支援を行う。 

 

③ 成果をあげるための工夫 

ＳＮＳなどＩＴに詳しくない小規模事業者にとっても手軽にＩＴを活用した販路開拓が

出来る手段が普及したことを踏まえ導入コストを抑えつつ効率的な販路開拓が出来るよ

うな支援を行う。 

また、ＩＴを活用した販路開拓への動機づけのためにセミナーを開催し、実践的な活用

方法や成功事例についての紹介を行う。 

 

④ 目標 

セミナーは年間１回の開催とし参加者の半数以上がセミナーで学んだ内容を実践する

ことを目標とする。また、ＩＴを活用した販路開拓支援にあたり事前に売上利益計画を

立て、支援対象の事業者の８割がこれをクリアすることを成果とする。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

セミナー開催回数 0 1 1 1 1 1 

参加者数 0 5 8 10 10 10 

実践者数 0 3 4 6 6 7 

上記の前年比売上高（％） - 102 104 106 108 110 

 

 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

【地域の課題】 

 山陽地区の人口は昭和３０年の約２８，０００人をピークに緩やかな減少傾向が続いていたもの

の、平成１７年の市町合併以降は減少傾向が加速しており平成２８年１２月末の人口は２０，９５

８人である。山陽小野田市全体としても同様の傾向であり、今後も少子高齢化と人口の減少は継続

するものと思われる。山陽小野田市が作成した「山陽小野田市人口ビジョン まち・ひと・しごと

創生総合戦略」によれば、山陽小野田市の現在約６４，０００人である人口は行政等による対策を

講じない場合には、出生率低下に伴う「人口の自然減」と市外への流出による「人口の社会減」に

より、平成７２年には３６,０００人へ減少することが予想されている。人口の減少により地域・

生活分野、産業・雇用、子育て・教育環境など様々な面にマイナスの影響が生じ更なる「人口の社

会減」が加速するものと思われる。 

 山陽地区は西には全国有数の観光都市である下関市、東には大工業都市である宇部市に挟まれて

おり両市との経済的・文化的な結びつきが強い一方で、地区としての個性が弱く地域イメージが確

立しておらず地域資源も十分に活用されているとは言い難い。特産品や観光スポットに関しても、

全国的な知名度はほとんど無く、県内、特に近隣市町村には良く知られている程度である。 

  

 

【課題に対しての解決策の検討】 

 山陽小野田市では「山陽小野田市人口ビジョン まち・ひと・しごと創生総合戦略」として「人

口の自然減」への対策として「出生率の向上」、「人口の社会減」への対策として「若い世代の流出

を食い止めること」、「一度転出した若者を呼び戻すこと」、「東京圏等から子育て世代を呼び込むこ



 

 

と」を掲げて新しい「ひと」の流れをつくることが解決策として検討されてきている。 

 当所も地域の総合経済団体として行政・関連団体等と連携しながらＪＲ厚狭駅を中心とした子育

て世代と高齢世代にとって住みやすい街づくりや、産業振興・雇用創出による定住人口の増加、地

域資源の活用、イベント開催による交流人口の増加といったことを、課題解決策として重点的に検

討してきている。 

 

【当所の取り組み】 

(1)新幹線厚狭駅を中心とした街づくり 

山陽地区では、県の認定を受けた、ＪＲ厚狭駅南側「コンパクトなまちづくりモデル事業」によ

るコーポラティブ方式※の住宅建設や中低層公的賃貸住宅建設が、当所から県への要望も実り、Ｈ

３０年度にスタートすることとなった。また、ＪＲ厚狭駅北側では、市の支所・図書館・公民館な

どが入る「厚狭地区複合施設」がＨ２８．２月に新築完成し住民が集う拠点となっている中、酒蔵

や老舗菓子店などのある厚狭商店街へ買物や散策で人の移動を促すために、当所の支援を受けてい

る「杜の街」団体により、商店街空地を来街者が休憩できるよう沢山のミニ公園を作るという取り

組みを行い、Ｈ２９年までに既に３つ完成している。また、ＪＲ厚狭駅前商店街での常時の空店舗

確認により開店希望者への店舗紹介を行い、今年度、空店舗に２店舗開店するなど商店街活性化の

取り組みを行っている。また、厚狭駅南側での土地の多くを占める未利用地の、商業地・住宅地・

公園等の将来を見据えた配置要望や、用途地域変更の要望活動により、住みよい街となり定住人口

増加につながるように取り組みを継続して行う。さらには、当所は県・市に対し、駅を南北に徒歩

で通過できる「厚狭駅南北連絡道」の実現に向けた要望活動を長年継続して行っている。 

このように県・市・当所が連携し、駅南北の一体的な都市核形成により子育て世代と高齢者世代

が安心して住み続けられ生活関連諸機能が充実したコンパクトな街づくりが進むように、地域と一

体となって新幹線厚狭駅を中心とした街づくりを進めている。 

 

※コーポラティブ方式・・・個別住宅を建築する際に、開発地区の居住者が共同で地区街路と公園

を企画建設する手法で、当地区では子育て世帯と高齢者世帯の３世代が居住することを予定してい

る。また、中低層公的賃貸住宅建設においても３世代が住むことが目標である。 

 

(2)交流人口増加に向けた街の賑わい創出イベント事業の推進 

山陽地区の有名な民話として、寝太郎と呼ばれていた者が、船で大量の新品わらじを佐渡ヶ島へ

持って行き、古いわらじと交換してあげて、古いわらじを大量に持って帰り、古いわらじに付いて

いた砂金で大金を得て、荒れ地に灌漑用水を引いて広大な田畑にしたとの言い伝えが江戸時代から

寝太郎民話として受け継がれている。また、この山陽地区の厚狭駅周辺は、江戸時代は宿場町とし

て栄え、明治時代からは厚狭郡の中心地として栄えてきた。こうしたことから、「寝太郎」の偉業

を称え寝太郎にちなんだ祭りが昭和初期より開催され、また、古くより栄えてきた街「厚狭」のメ

イン祭りとして厚狭花火大会・厚狭秋祭りが昭和時代より開催されている。 

当所では、下記の当所主催の６つの祭りを開催するにあたり、山陽小野田市、観光協会、会議所

青年部・女性会・青年部 OB会、地区婦人会、商店会、地区子供会、地元自治会、ライオンズクラ

ブなどと実行委員会を組織して運営し、当所会員企業等の協賛金・出展などの協力を得て実施して

いる。まず当所主催の②寝太郎祭り・⑤厚狭花火大会では、開催場所が厚狭駅前商店街であり、多

くの見物客で商店街が賑わい交流人口増に寄与している。次に当所主催の⑥埴生潮干狩り大会は、

開催場所が昔の潮干狩りの有名地であった埴生漁港周辺での体験観光としての賑わいと、特産の貝

汁の街のＰＲとしての両面での交流人口増加に努めている。次に当所主催として⑦お祝い夢花火

は、企業協賛ではなく個人協賛に特化した新型の花火大会であり、県内有数の大規模花火となり、

当所会員企業の飲食出展による企業ＰＲに寄与し、開催場所の埴生漁港に見物客が５万を超え交流

人口増加に寄与している。次に⑧厚狭秋祭りは昭和より市の無形民俗文化財の大名行列が行われ、

開催場所の厚狭駅前商店街に多くの見物客が訪れ商店街の賑わいと交流人口増に寄与している。次

に⑨厚狭駅前イルミネーションはＨ２２年の厚狭川豪雨災害からの復興の為、厚狭駅前で始めたも



 

 

ので、ＬＥＤ電球を毎年１万球づつ増やし見物客も増加し駅周辺が賑わい、毎年初日の点灯式・人

前結婚式に多くの見物人があり、開催期間中の駅前周辺の賑わい創出や、飲食店舗利用客増に寄与

している。以上の当所主催の６つの祭りにおいて、交流人口増加に向けた賑わい創出のため引き続

き山陽小野田市や観光協会と連携しながら主催行事として祭りの開催を行っていく。また、祭りや

イベント会場での特産品販売や飲食販売などを通じて地域資源の効率的なＰＲや飲食商品の消費

者への PR及び嗜好調査などへの活用を行っていく。 

 当所が協力団体として関与する祭り①寝太郎の里おひなさまめぐり・④寝太郎の里ほたる祭り・

⑤埴生ぎおんふるさと祭りにおいても交流人口増加に向けた賑わい創出のため主催団体と連携し

て支援を行う。 

 

（山陽地区の主な祭り・イベントの来場者数） 

イベント名 関与形態 開催月 
来場者数（人）※主催者発表 

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 

①寝太郎の里お

ひなさまめぐり 
協力 3月 未発表 未発表 未発表 未発表 

②寝太郎まつり 主催 4月 8,000 8,000 8,000 6,500 

③埴生潮干狩り

大会 
主催 

5月～ 

6月 
500 中止 1,000 1,000 

④寝太郎の里ほ

たる祭り 
協力 6月 5,000 5,000 5,000 雨天中止 

⑤厚狭花火大会 主催 7月 30,000 25,000 30,000 30,000 

⑥埴生ぎおんふ

るさと祭り 
協力 7月 2,000 2,000 2,000 2,000 

⑦お祝い夢花火 
当所青年部 

主催 
10月 50,000 50,000 50,000 50,000 

⑧厚狭秋祭り 主催 11月 5,000 5,000 7,000 8,000 

⑨厚狭駅前イル

ミネーション 
主催 

11月～ 

1月 
未発表 未発表 未発表 未発表 

 

 

(3)新たな地域資源の発掘や特産品の開発による地域活性化 

山陽地区には魅力ある特産品、観光資源、産業資源が多く存在している。しかし、山陽地区全体

として地域イメージが確立されておらず各地域資源が個別に埋もれてしまっていた。山陽地区は日

本昔話で有名な「厚狭の三年寝太郎」の舞台であり、「寝太郎の里」を地域ブランドとして確立す

ることで地域イメージが確立し、新しい販路の拡大、需要の創出による地域経済の活性に繋がるも

のと考える。 

当所では山口県の地域総合活性化事業を活用して観光パンフレット「厚狭の三年寝太郎」を作成

し、自治体や観光協会の協力を得ながら「寝太郎の里」ブランドの認知度向上に努めている。現在、

「寝太郎の里」ブランドの特産品は１２社であるが、生産者団体（ＪＡ山口宇部厚狭支店、山口県

漁協埴生支店）や地元商工業者とタイアップし特産品の開発を進めていくとともに、「寝太郎の里」

ブランドを利用して事業を行う者へ事業計画策定や販路拡大のための支援を行っていく。 



 

 

 

(4)食と観光による地域おこしの推進 

前述の山口県の地域総合活性化事業を活用して観光パンフレット「厚狭の三年寝太郎」の作成や

地区内の小学生を対象とした産業観光「夏休み親子ツアー」の開催など、自治体や観光協会の協力

を得ながら食と観光による地域おこしの推進を行っていく。 

山陽地区の瀬戸内海に面した沿岸部の干潟はアサリの好漁場であったため「アサリの貝汁」が名

物として海岸沿いのドライブインや割烹旅館の人気メニューとなっている。中でも「ドライブイン

みちしお」は、口コミサイト「食べログ」で山口県の飲食店 1位になったほどで県内外から「アサ

リの貝汁」を求める観光客も多い。また、西日本最大級のシステム農場である「花の海」では農場

観光と併せて、農場で生産されたいちご、ブルーベリーを使用したスイーツの提供が人気で新たな

観光名所となっている。これら食による地域おこし推進のため、飲食店へのアサリを始めとした地

元特産品を活用したメニュー開発と販売促進への支援、当所青年部が開催する食のイベント「ぶち

うまフェスタ」への支援と協力、山陽小野田市観光協会が発行する「山陽小野田市グルメガイド」

への地区内飲食店の掲載促進等の協力を行っていく。 

また、山陽地区は地区内に６カ所のゴルフ場を有している日本屈指のゴルフ銀座である。各ゴル

フ場ともＪＲの駅や高速道路のＩＣからのアクセスが良いことから「ゴルフ場アクセス日本一！ニ

アピンシティ山陽」を掲げ自治体での山陽小野田市ゴルフ協会（当所が事務局引き受け）の設立、

全国から多くの参加者がある「鉄人ゴルフチャレンジ１１７」を始めとしたイベントの開催により、

ゴルフ産業を活用した観光振興が行われている。当所も自治体や山陽小野田市ゴルフ協会との連携

により、ゴルフを通じた地域おこしの推進を行っていく。 

 

８．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 

行政（山陽小野田市商工労働課、山口県経営金融課、山口県美祢農林事務所）、山陽小野田市立

山口東京理科大学、地元金融機関、近隣の商工会議所との定期的な情報交換を行う体制を確立して

いる。また、事業承継については「事業承継支援ネットワーク会議」、知的財産については「山口

県知財総合支援窓口会議」など、専門別・課題別の地域的な支援機関連携の枠組みに参加し、情報

交換を行っている。 

個別の経営課題については、市内や近郊の専門家（弁護士、中小企業診断士、税理士、社会保険

労務士）との信頼関係のもと課題解決と支援ノウハウ等情報交換のための体制を確立し、専門家に

よる個別相談窓口の設置により具体的な課題解決を図っている。 

 

(当所が参加する主要な支援機関連携の枠組み) 

団体名 経営課題 
事務局及び参加機関 

（※事務局） 
支援ノウハウの情報交換等 

開催

頻度 

山陽小野田市創

業支援計画に基

づく創業支援連

絡会議 

創業支援 山陽小野田市※、小野田

商工会議所、山陽商工会

議所、山口県信用組合、

山口銀行、西京銀行、西

中国信用金庫 

創業希望者・創業者に対す

る「個別相談」・「融資」・「創

業セミナー」・「創業後のフ

ォローアップ」など行政・

金融機関との支援ノウハウ

を交換し、当所での支援に

活用する。 

年 間

３回 

山陽小野田市産

学官連携促進協

議会 

産学官連携 山陽小野田市立山口東京

理科大学※、山陽小野田

市、小野田商工会議所、

山陽商工会議所 

地域産業界の技術力の向上

支援活動、大学の技術の周

知と企業の技術ニーズの把

握、マッチングの促進、学

生の地元定着を目的とした

意見交換を目的とする。 

年 間

４回 



 

 

小規模事業者経

営改善資金推薦

団体連絡協議会 

資金繰り (株)日本政策金融公庫下

関支店※、各地商工会議

所、商工会 

小規模事業者経営改善資金

に関する情報交換、実績推

移、日本政策金融公庫と商

工会議所・商工会との連携

状況、制度改正等の情報交

換を行い、当所での支援等

に活用する。 

年 間

２回 

事業承継支援ネ

ットワーク会議 

事業承継 (公財)やまぐち産業振興

財団※、山口県、県内商

工会議所、山口県商工会

連合会、山口県中小企業

団体中央会、地元金融機

関、士業等専門家団体、

各支援機関 

各支援機関等における政策

や支援ツールに関する情報

の共有、事業承継に関する

意識喚起、地域の事業承継

ニーズの掘り起こし、支援

機関による課題解決、専門

家等への適切な橋渡しや、

事業承継事例のノウハウの

蓄積を行う。 

年 間

２回 

山口県知財総合

支援窓口連携会

議 

知的財産権 (公財)やまぐち産業振興

財団※、山陽小野田市、

山口東京理科大学、小野

田商工会議所、山陽商工

会議所、山口銀行、西京

銀行、西中国信用金庫、

山口県信用組合 

知的財産に関する支援内容

及び支援事例の共有 

知的財産の活用、発掘等の

ノウハウの蓄積と知財支援

機関・弁理士等専門家への

適切な橋渡しなど連携体制

の確立を図る。 

年 間

１回 

美祢地域 6 次産

業化・農商工連携

推進会議 

6次産業化 

農商工連携 

山口県美祢農林事務所

※、山口県、宇部市、美

祢市、山陽小野田市、Ｊ

Ａ山口宇部、ＪＡ山口美

祢、カルスト森林組合、

県漁協、宇部商工会議所、

小野田商工会議所、美祢

市商工会 

６次産業化、農商工連携に

向けた関連制度及び事業、

６次産業化、農商工連携に

関するアンケート調査結

果、参加各団体の６次産業

化、農商工連携に関する取

り組み情報の交換を行い、

地域資源「寝太郎の里」ブ

ランド関連商品の開発やＰ

Ｒに活用する。 

年 間

２回 

 

９．経営指導員等の資質向上等に関する取り組み 

経営発達支援計画を円滑に実施するため経営指導員等には記帳指導・税務指導といった従来の経

営指導に求められた能力に加え、小規模事業者の利益確保に繋がる幅広い分野で支援能力の向上が

求められる。幅広い分野の支援ノウハウを蓄積し、共有することで組織全体としての支援能力向上

を図る。 

(1)経営指導員等の資質向上 

① 各経営指導員等が有する経営指導に関する知識・能力を分析し、各自が年度目標を定めて資

質向上に研鑽する。各経営指導員等の知識・能力等から組織全体としての強み・弱みを分析

し、支援力向上のための人的資源の効率化を図る。 

② 支援に必要な実務知識を修得するため山口商工会議所が実施する経営指導員研修、山口県下

商工会議所職員を対象にした職員研修へ参加する。 

③ 経営指導員以外の職員にもＩＴ・会計・マーケティングなど資質向上に繋がる研修会やセミ

ナーへの自主的参加を奨励するとともに、公的資格取得や業務に必要な知識の習得を推進す

る。 



 

 

④ 個社支援に際して派遣された専門家と同席することでノウハウや実践的な知識を学び支援

力向上に繋げる。 

⑤ 一般の職員にも経営指導に必要な決算書作成のための会計データの入力処理、事業計画書策

定に必要な資料の収集等を行わせることで、経営指導に必要な基礎知識を習得させ組織全体

のレベルアップを図る。 

 

(2)支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

① 毎月１回、所内で経営支援会議を開催し支援の進捗状況の報告を行い情報の共有を行う。 

② これまで経営指導員が行った個別の支援結果について共通文書化されていなかったが共通

フォーマットでの報告書を作成することで、支援事例のデータベース化による組織的な支援

ノウハウの蓄積を行う。 

③ 個別企業に対する支援は可能な限り複数の担当者で行うこととし、情報の共有と支援ノウハ

ウの習得を図る。 

④ 企業カルテ、経営診断結果、事業計画書などは共有サーバ上にフォルダ単位で区分され保管

されているが、更新情報等が一覧で把握出来るよう索引を付して管理することで情報資産と

して活用出来る環境を整備する。 

 

１０．事業評価及び見直しのための仕組み 

経営発達支援計画をＰＤＣＡサイクルに基づき実施するため事業評価委員会を設置し、年度終了

毎に事業の評価検証を行う。 

 

(1) 事業評価委員会の構成は次のとおりとする。 

① 山陽小野田市商工労働課（外部） 

② 中小企業診断士、税理士等の専門家（外部） 

③ 専務理事（内部） 

④ 商工振興委員長（内部） 

(2) 事業評価委員会での評価に基づき、改善計画書を作成する。 

(3) 改善計画書は三役会にて承認を受ける。 

(4) 事業評価及び改善計画は当所ホームページで公表する。 

 



 

 

（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 

（29年 8月現在） 

（１）組織体制 

 

① 役員 

役職等 氏名 

会長（１） 田中 剛男 

副会長（２） 小柳 敬夫・豊田 弘光 

専務理事（１） 長田 毅彦 

 

常議員（１３） 

村口 達美・村松 克敏・荒木 重雄・八橋 秀治 

千々松 武博・藤田 悟・金林 幸博・前田 稔久 

永山 純一郎・原 孝造・水上 隆男・西田 敬太 

光永 武 

監事（３） 山中 弘人・森田 栄一郎・有馬 大雄 

 

② 事務局 

 

役職等 氏名 

専務理事 兼 中小企業相談所長 長田 毅彦 

経営指導員 浦江 正雄 

経営指導員 池田 智美 

補助員 上田 高規 

記帳専任職員 堀  暁子 

総務係長 小方 尚子 

業務係長 江本 かづ子 

 

 

（２）連絡先 

 山陽商工会議所 中小企業相談所 

 郵便番号   757-0001 

 住所     山口県山陽小野田市大字鴨庄 101-29 

 電話番号      0836-73-2525 

 ファクシミリ番号  0836-73-2526 

 メールアドレス   sanyocci@sound.ocn.ne.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） 

 30年度 

(30 年 4 月

以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 700 800 950 950 950 

 

各種調査・分析 100 100 100 100 100 

事業計画支援 200 250 250 250 250 

販路開拓支援 150 200 300 300 300 

ブランド推進 100 100 150 150 150 

セミナー開催 100 100 100 100 100 

会議等開催 50 50 50 50 50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

会員会費収入 

県及び市補助金収入のほか本事業実施にあたり活用可能な委託事業費 

セミナー参加費等の雑収入 

 

（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。 

 

 



 

 

（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．事業計画書の策定及び実行支援に関すること 

事業計画書（創業計画書、事業承継計画書を含む）の策定及び実行支援に必要な統

計データを行政（山口県、山陽小野田市）から提供してもらい基礎資料とする。「山口

エキスパートバンク」、「ミラサポ」等を通じた専門家派遣により事業計画書策定を進

めるとともに、金融支援が必要な場合は地元金融機関等と連携し、実現可能性が高い

事業計画となるよう支援する。 

事業計画の実行支援に関しては「山口エキスパートバンク」、「ミラサポ」等を通じ

た専門家派遣やよろず支援拠点のコーディネーター派遣等を活用する。 

 

２．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

山口県の東京営業本部や（公財）やまぐち産業振興財団の首都圏販路開拓支援セン

ター等と連携し、展示会出展支援や首都圏事業化支援コーディネート制度などを活用

して販路開拓に取り組む。また、金融機関と連携し金融機関等が開催する展示会・即

売会等への参加を促進する。 

ＩＴを活用した販路開拓支援や「新商品・新サービスの開発」には「山口エキスパ

ートバンク」、「ミラサポ」等を通じた専門家派遣やよろず支援拠点のコーディネータ

ー派遣等を活用する。また、山口東京理科大学の研究成果（シーズ集）の活用により

「新商品・新サービスの開発」に繋げていく。 

 

３．地域経済の活性化に資する取り組み 

 地域ブランド「寝太郎の里」の認知度向上のため山陽小野田市や観光協会と連携し

ＰＲしていく。また、山口県美祢農林事務所や生産者団体であるＪＡ山口宇部厚狭支

店や山口県漁協埴生支店と協同して「寝太郎の里」ブランド商品の開発や認定の促進

を図っていく。また、コミュニティＦＭサンサンきららを活用した地域の魅力・情報

の発信による地域活性化を推進していく。 

 

 

連携者及びその役割 

 

連絡先の名称及び所在地 具体的な連携内容 
山口県 

 山口県山口市滝町 1番 1号 

 県知事 村岡嗣政 

 083-922-3111 

・支援施策情報の提供 

・経営革新計画の作成支援 

・各種調査データの提供 

・首都圏への販路開拓支援 

山陽小野田市 

山口県山陽小野田市日の出一丁目 1番 1号 

市長 藤田剛二 

0836-82-1313 

・支援施策の共同実施 

・支援施策情報の提供 

・各種調査データの提供 

・地域資源に係る施策情報の提供 



 

 

山陽小野田市立山口東京理科大学 

山口県山陽小野田市大学通 1-1-1 

学長 森田 廣 

0836-88-3500 

・研究成果（シーズ集）の提供 

・産学連携に関する情報の提供 

・産学共同研究の推進 

 

山陽小野田観光協会 

山口県山陽小野田市日の出一丁目 1番 1号 

会長 岩佐謙三 

0836-82-1313 

・地域活性化イベント等の支援・共催・協力 

・各種調査データの提供 

・地域資源に係る施策情報の提供 

 

（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 

083-922-3700 

・事業承継に関すること 

・知的財産権に関すること 

・販路開拓に関すること 

・助成金、補助金、出資に関する情報提供 

やまぐち県よろず支援拠点 

山口市熊野町 1-10 

チーフコーディネーター 藤井 良幸 

083-922-3700 

・専門家の派遣に関すること 

・経営計画策定に関すること 

・ワンストップ相談窓口 

・支援施策、補助金等の情報提供 

山口県中小企業診断協会 

山口県山口市中央 4丁目 5−16 

会長 柳川  博 

083-934-3510 

・経営診断に関すること 

・経営計画策定に関すること 

・専門家派遣に関すること 

・支援ノウハウの情報提供 

日本政策金融公庫 下関支店 国民生活事業 

山口県下関市細江町２丁目４−３ 

事業統括 殿元 大介  

083-223-2251 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

 

山口銀行 厚狭支店  

山口県山陽小野田市厚狭１丁目５−１ 

支店長 西田 敬太 

0836-72-1151 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

 

西京銀行 厚狭支店 

山口県山陽小野田市厚狭沖田 20−13 

支店長 武波 秀直 

0836-72-0341 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

 

山口県信用組合 厚狭支店 

山口県山陽小野田市厚狭１丁目２−２２ 
支店長 神田 浩 
0836-73-0010 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

 

山口県信用保証協会 宇部支店 

宇部市寿町三丁目４番２１号 

支店長 藤井和憲 

0836-21-7361 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

 

山口県美祢農林事務所 企画振興室 

山口県美祢市大嶺町東分３４４９−５ 
県知事 村岡嗣政 
0837-52-1070  

 

・農産物を活用した商品開発・販路開拓 

・６次産業化と農商工連携の一体的推進 

 



 

 

ＪＡ山口宇部 厚狭支店 

山口県山陽小野田市鴨庄１７−１ 
支店長 三好 博文 
0836-72-1161 

 

・農産物を活用した商品開発・販路開拓 

・地域資源に係る施策情報の提供 

 

山口県漁協 埴生支店 

山口県山陽小野田市埴生７５４ 

運営委員長 大﨑 進 

0836-76-0013 

・水産物を活用した商品開発・販路開拓 

・地域資源に係る施策情報の提供 

 

ＦＭサンサンきらら 

山陽小野田市大字小野田 7523-3 -2 

代表取締役 田中剛男 

0836-81-1897 

・地域の魅力・情報の発信による地域活性化 

・地域イベント等の開催告知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山陽商工会議所 
地域経済活性化 

 

【地域ブランド構築】 

・山陽小野田観光協会 

・ＪＡ山口宇部 

 厚狭支店 

・山口県漁協 

 埴生支店 

 

【地域メディア】 

・ＦＭサンサンきらら 

 

支援機関 

・（公財）やまぐち産業 

振興財団 

 

・やまぐち県よろず 

支援拠点 

 

・山口県中小企業診断 

協会 

 

・弁護士、中小企業診断 

士、税理士等の専門家 

金融機関 
・日本政策金融公庫 

下関支店 

 

・山口銀行 厚狭支店 

 

・西京銀行 厚狭支店 

 

・山口県信用組合 

厚狭支店 

 

・山口県信用保証協会 

宇部支店 

小規模事業者 

行政機関 

・山口県 

・山陽小野田市 

産学連携 

・山陽小野田市立 

山口東京理科大学 
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