
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

浜田商工会議所 

 （法人番号８２８０００５００４０９３） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目 標 

  行政や関係機関と連携し、地域をあげて小規模事業者の経営発達を

支援する中で、当所がその中核的な役割を担い、事業者の持続的発展

に向け、伴走型の支援を行う。 

  そして、外貨獲得に貢献する事業者の支援、地域内消費の促進、交

流人口の増加を目指し、地域の活力向上を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

① 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
   地域内の経済動向や事業者の状況を把握し、個者支援や地域振興の

ための基礎資料とした活用するとともに、情報提供する。 

② 経営状況の分析に関すること【指針①】 
   小規模事業者の強み・弱み・課題等を的確に把握し、該当する事業

者に応じた事業計画策定につなげる。 

③ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
   市場調査や経営分析に基づき、小規模事業者が経営目標を達成する

ための熟度の高い事業計画策定を支援する。 

④ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   事業計画の円滑な実施に向け定期的なフォローアップを行い、必要

な場合は専門家の派遣や各種施策を活用し、PDCA サイクルによる伴走

型の支援に取り組む。 

⑤ 需要動向調査に関すること【指針③】 
   事業者の需要開拓に資する有効な情報を収集、分析、提供するとと

もに、事業計画策定及び実施につなげる。 

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】 
商談会等の開催及び参加促進、フォローアップを通じて新たな需要

開拓につなげる。その際、商品改良や物流等の個別課題の解決も図り、

「売れる商品づくり」を支援する。 

 

 Ⅱ．地域の活性化に資する取組み 

① 地域活性化事業 
   当地域における魅力の創出や情報発信等による交流人口の拡大、地

域内消費の促進による商店街活性化等に向け、従来の取組みを検証、

改善し、関係機関と連携のうえ各種事業を積極的に推進する。 

 

連絡先 

 浜田商工会議所 商工振興課 

 〒697-0027 島根県浜田市殿町 124-2 

 ＴＥＬ0855-22-3025 ＦＡＸ0855-22-5400 
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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 

【地域の概要】 

当会議所が所在する浜田市は島根県西部の日本海沿

いに位置し、特定第 3種漁港「浜田漁港」と、対岸貿易

の拠点となる重要港湾「浜田港」を有し、海岸部と中山

間地を併せ持つ豊かな自然に恵まれた地域である。 

古くから県西部（石見地方）の政治・文化の中心的役

割を担ってきたこともあり、国や島根県の出先機関や

県外企業の営業所等も比較的多く所在している。また、

近年は山陰自動車道等の高速道路網や港湾機能等の交

通・産業の都市基盤整備、島根県立大学や浜田市世界

こども美術館、ソフトバンクのＣＭでも話題になった

水族館しまね海洋館アクアス等の教育文化施設も整備

され、石見地方の中核都市として位置付けを更に強め

ている。 

 

人口の推移                        単位：人・％ 

 
平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

 
人口 65,463 63,046 61,713 56,730

 
0～14 歳 9,206 8,053 7,144 6,680

 
15～64 歳 39,015 36,851 35,943 30,461

 
65 歳以上 17,237 18,061 18,450 19,589

 
高齢化率 26.3% 28.6% 29.9% 34.53%

資料：国勢調査（H12 は旧 5市町村を合算）、H27 年は浜田市統計情報の 12 月分 
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前ページの人口の推移の表からもわかるとおり、当地域における現状は、人口減

少や少子高齢化が顕著であり、平成 22 年に人口 61,713 人、65 歳以上の高齢化率

29.9%であったものが、27 年 12 月には人口 56,730 人、高齢化率 34.53%と少子高齢

化が進行しており、浜田市がこのほど策定した第 2次総合振興計画によると、10 年

後の平成 37 年には人口 51,470 人まで減少すると推計している。 

 

人口の推移と将来推計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：浜田市総合振興計画後期基本計画 

 

 

 

【管内産業の現状と課題】 

人口減少など地域内の市場が縮小するなかで、管内の商工業者数も減少傾向にあ

り、平成 23 年度の 2,295（内、小規模事業者数 1,971）から、27 年度が 2,280（内、

小規模事業者数 2,005）となっている。また、その業種別の構成比並びに当会議所

会員比率の推移については、次のとおりです。 
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 本所の業種別商工業者数推移表 
   （  ）は小規模事業者数 

業 種 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

農林水産業 12（11） 13（11） 13（11） 12（10） 12（10）

鉱業 4（3） 4（3） 4（3） 5（3） 5（3）

建設業 291（251） 295（249） 292（264） 294（261） 294（261）

製造業 209（179） 197（177） 193（180） 190（178） 191（179）

電気・ガス、 

熱供給、水道業 
5（1） 4（1） 4（1） 7（1） 7（1）

情報通信業 4（0） 4（1） 4（1） 5（1） 5（1）

運輸業 55（50） 62（49） 62（49） 61（48） 62（49）

卸売・小売業 728（627） 707（622） 704（622） 693（610） 696（612）

金融・保険業 65（19） 66（19） 67（21） 64（21） 64（21）

不動産業 92（91） 92（90） 91（91） 94（90） 95（91）

飲食店・宿泊 318（306） 319（306） 318（318） 319（317） 316（314）

医療・福祉 8（7） 10（7） 10（7） 10（6） 11（7）

教育・学習支援業 20（18） 20（18） 21（19） 22（20） 22（20）

サービス業 483（407） 493（413） 498（440） 501（438） 500（436）

その他 1（1） 1（1） 1（1） 0 0

合 計 2,295（1,971） 2,287（1,967）2,282（2,028）2,277（2,004） 2,280（2,005）

当地域は、漁業、水産加工業、卸売業、運送業、小売業といったように水産業を

中心として関連産業の裾野が広く展開している地域である。しかしながら、平成 2

年の水揚量 19 万 8 千トン、水揚金額 116 億 3 千万円をピークに減少が続き、漁船の

老朽化、資源の減少、就業者の高齢化や後継者不足、消費者の魚離れ等によって厳

しい状況が続いている。そのため、水産資源を活用した水産加工業を中心とする食

料品製造業が集積した地域ではあるにもかかわらず、建設業や卸・小売業等の域内

市場産業の比率が高く、公的・域内マネーへの依存が大きい産業構造となっている。

そのため、浜田市では「自立した地域経済の確立」をめざし、中長期的な産業振興

戦略である『産業振興ビジョン』を示した。そのビジョンに基づき、浜田市、浜田

商工会議所、石央商工会（同一行政エリア所在）とともに「はまだ産業振興機構」

を組織し、地域資源活用や地域外貨獲得に資する産業を集中的・重点的に支援する

ため、官民一体となって活動を展開している。 
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 浜田市の事業所数並びに本所会員事業所数推移表 

  平成 23年度 平成 24年度 平成25年度 平成26年度 平成 27年度

浜田市① 2,295 2,287 2,282 2,277 2,280

本所会員数② 1,155 1,162 1,162 1,145 1,141

組織率（②÷①） 50.3% 50.8% 50.9% 50.3% 50.0%

浜田市内には、当商工会議所エリアの他に石央商工会エリアがあり、同一地域内

に２つの商工団体が共存している。その中で、当会議所エリアの事業所数は年々減

少傾向にあり、平成 27 年度と平成 23 年度を比較すると、15 事業所の減少が見られ

る。同様に、当会議所会員についても、14 事業所が減少しており、商工団体の在り

方を見直す岐路に立っている。 

当地域に賑わいを創出する要因である外貨獲得を担っている産業のうち、事業所

数や従業者数、出荷額において最も大きなシェアを占めるのが食料品製造業（水産

加工業）である。特にカレイの干物の生産量は全国一位で、シェア率約 40％を誇る

ブランド力も有している。域内の食料品製造業（水産加工業）者は、大手企業を販

路とした多ロット製造型の企業から地元原魚のみを使用し小ロット製造を行う企業

まで、様々な企業が集積しており、関東・名古屋・大阪・広島・九州などの市場等

に出荷しているものの、市場における価格競争の激化等水産業を取り巻く環境も厳

しく、生き残りをかけた経営力強化が喫緊の課題である。 

近年では、労働力を外国人実習生に頼らざるをえない事業者もあるほど人手不足

が顕著であり、一部の企業では、販路はあっても商品提供ができず、取引を中断せ

ざるをえない状況にある。 
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また、外貨獲得のもう一つの柱である観光関連においては、島根県の観光動態調

査により平成 23 年と平成 27 年との観光入込客数を比較してみると、島根県全体で

は 20.6％増加しているものの、浜田市では 7.0％（14 万人）減少している。出雲大

社大遷宮、さらに松江城の国宝指定等、島根県東部ではその波及効果が絶大なとこ

ろであるが、浜田市を含む島根県西部では、海洋館アクアスや国の天然記念物に指

定されている石見畳ヶ浦など、数カ所の観光素材はあるものの、それらをうまく活

用できず、その特需をうまく取り込むことができなかった。さらに、近年では観光

客の消費額や宿泊者数も減少傾向にあるため、自立した経営に向けた強化が必要で

ある。 

一方、域内市場産業である商業においては、卸売業を介さない直取引の増加（流

通形態の変化）、道路網整備による消費者の域外への流出、通信販売の普及等による

購買形態の変化、郊外型大型店舗やコンビニエンスストアの相次ぐ進出等、脅威と

なりえる外部要因が次から次へと出現し、厳しい状況下にある。その上、事業主の

高齢化や後継者不足などの経営資源の脆弱化による小売業の廃業が増加し、中心市

街地の商業機能が失われつつあり、買物弱者が今後増加する可能性が高い。 
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【小規模事業者の振興のあり方と目標】 

10 年後の平成 37 年には人口が 5 万 2 千人まで減少し、地域内の市場規模が益々

小さくなることが予想される中、住民消費及び公的マネーの減少により建設業等の

域内経済の長期的な縮小傾向を見据え、外貨獲得規模の大きな産業を重点的に支援

し、関係事業者の競争力強化を目指す。また、同時に創業や事業承継等内発的な経

済活動に係る支援を行い、次の世代を担う事業者の育成を図ることを方針とする。 

これまでの経営改善普及事業や地域振興事業等の取り組みを検証しつつ、「小規模

企業振興基本法」及び「改正小規模支援法」、島根県の「中小企業・小規模企業振興

条例」の考え方を基に、今後の管内小規模事業者の持続的な経営発達及び地域振興

を目指し、以下の 3項目を重点的に実施する。 

なお、実施に当たっては、小規模事業者の持続的発展に向け当所が中核的な役割

を担い伴走型の支援を行うが、島根県・浜田市・石央商工会・しまね産業振興財団・

よろず支援拠点・島根県信用保証協会・地元金融機関・事業協同組合等と連携し、

地域ぐるみで支援するものである。 

 

 １．外貨獲得推進支援 

① 食料品製造業者の支援 

水産加工業を中心とする食料品製造業は、製造業

の中でも産業としての裾野が広く、特に当地域に多

い運送や資材包材関係業者は密接に関連し、その影

響は大きなものがある。食料品製造業を強化するこ

とは、外貨獲得に効果的であるだけでなく、雇用の

場の確保にも大きく寄与するものであり、地域をあ

げて振興に取り組まなければならない。 

浜田市の「ふるさと寄付」の状況をみると、平成

26 年度実績が 7億 2千万円を超え全国第 6位、27 年

度は 11 月に中国・四国地方で初めて 10 億円を突破
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し、年度末には 20 億円を超え、前年の 3倍に近付く実績であった。島根県出身

のプロテニスプレーヤー錦織圭選手の影響もあり、その御礼の特産品の多くが

のどぐろ(アカムツ)を中心とした水産物等の食料品関連であり、日本海に面し

た島根県浜田市の商品力の高さ、品質の良さの現れと判断できる。これを踏ま

えて域外へのさらなる販路開拓を支援して行く。 

当所では、これまで主に経営改善普及事業として、金融支援や取引照会等に

対応しているところである。この業務を今後も継続することはもちろんである

が、特に経営分析や事業計画策定及びそのフォローアップ等、伴走型支援に取

り組み、事業者のビジネスモデルの再構築、経営力強化等を通じて持続的発展

を促進する。 

 

② 観光関連事業者の支援 

観光交流産業は、宿泊・飲食、運輸、小売等各種サービス、地場産品・工芸

品製造業等であり、管内では食料品製造業をはじめとする他産業との連関性の

高い産業である。また当地域には、昭和 45 年の「大阪万博」に出演し、近年で

は「EXILE TRIBE PERFECT YEAR 2014」に「大蛇
おろち

」

が出演した見る者を魅了する全国に誇る地域

の伝統芸能『石見神楽』の八調子の発祥の地

で、関連産業（神楽面・蛇胴・衣裳など）も

考案・改良され、少ないながらも全国的にも

希少な地場産業として現在も根付いている。 

観光素材としても、海・山といった自然、その自然を体感するスポーツ、海

洋館アクアスや石見畳ヶ浦といった観光スポット、漁火や夕日など様々なもの

がある。そして、なんといっても豊かな自然で育った安心安全の山海の幸は、

地域外からの来浜者の楽しみである。 

これらの観光交流産業・観光素材・食がありながらも、これまでは横の連携

が希薄であったため、ばらばらに情報発信等の観光誘客促進を行っていた。今

後は、観光協会を中心として地元行政等関係機関と一体になって、誘客ターゲ
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ットの選定を明確にして、交流人口の拡大等、観光振興に取り組むものである。 

その中で、当所としては特に個社支援に重点をおき、成功事例のビジネスモ

デルをまずは 1 社構築し、そのモデルを地域内に波及させ、地域ブランドの育

成・確立等の基盤強化を図ると共に、外貨の獲得等を促進し、自立した経営へ

の転換を図るものである。 

 

２．創業、第二創業（経営革新）、事業承継に係る支援 

従来から、空き店舗等を活用した創業支援や、商店街活性化事業を行ってきたが、

当地域で事業者数・従業者数とも最も多い産業である商業の強化、商業機能維持等

に向け今後さらなる支援が必要である。地元行政が創業支援を積極的に推進してい

ることもあり、当所では中心市街地の空き店舗活用による創業のみならず、市街地

以外における開業も支援する。 

また、厳しい経済状況が続いている状況において、新事業展開や事業再生等によ

り、1つでも多くの企業が事業を持続的に発展できるよう支援する。 

平成 28 年度には、島根県、浜田市と連携して、後継者不在企業と創業希望者との

マッチングや事業承継推進事業を活用し、円滑な事業承継の推進や空き店舗対策、

廃業率の低下を目指す。 

 

３．域内市場産業における消費流出抑制支援 

上記１、２で獲得した外貨等を地域外に流出させないため、平成 17 年度から当所

が発行者として実施している浜田市共通商品券（第三者型前払式支払手段）発行事

業を活用する。当事業は、消費の流出を抑え地域内での消費の循環促進を図ると共

に、小売業、飲食業、製造業などの多くの小規模事業者が所属する事業であるため、

小規模事業者同士の連携を強化する目的がある。発行から 10 年が経過し、地域住民

の方々にも定着が伺え、平成 27 年 3 月末現在で累計 12 億 8 千万円を超える発行と

なっている。商品券の利用状況も券 1 枚ずつ管理しているため、どこでどのくらい

の利用があるのかということも把握ができており、この利用状況の情報を基に、小

規模事業者が回収率をあげることができる施策を行政と連携して打ち出し、今後も
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積極的な事業展開を図ると共に、個社（加盟店）の新規客獲得機会の拡大や商店街

活性化に努めるものである。 

 

経営発達支援計画に伴う産業振興支援イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点支援項目及び目標】 

支 援 項 目 支援件数（5年間累計） 

小規模事業者の経営分析支援 305 件 

事業計画策定支援 205 件 

創業・第二創業・事業承継計画作成支援 54 件 

販路開拓支援 250 件 

 ‘

商業

建設業

サービス業

・浜田市共通商品券

発行事業

・創業・第二創業・

事業承継支援 など

食品製造業

観光関連業

地域外企業

役務提供 

外貨獲得
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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２９年４月１日～平成３４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】 

 （目的及び概要） 

地域内の経済動向を調査・分析することにより小規模事業者を取り巻く外部環境

を把握し、事業者との個別相談や地域振興へ向けての基礎的資料として活用すると

ともに、該当する小規模事業者に提供し事業計画策定などに活用する。また、必要

に応じて関係機関へ情報提供し情報を共有する。 

 

（現状認識） 

 従来から定期的に経営指導員等が業種ごとに各事業者を巡回、該当期間における 

業況のヒアリングを実施。所内で共有し活用、報告しているが、各職員の判断で漠 

然と聞き取った内容をまとめており、報告のための調査となっている場合もある。 

また、関係機関から入手する各種情報は効果的に整理されておらず、各職員の判断 

で必要な時に活用しており、組織的な対応になっていない状況である。 

 

（事業内容） 

① 管内業種別業況調査の実施（既存事業の改善） 

4 半期に 1回、当所の経営指導員及び補助員が製造業、建設業、卸・小売業、飲

食・宿泊業、その他サービス業の事業者（30 社）を訪問し、業況や経営上の課題

等の調査を、所定の「ヒアリングシート」を使用し組織的に実施する。 

これらの調査結果は、個社の状況把握のみならず、集約・分析のうえ業界の動

向として所内で共有し、経営指導員等が経営相談の際に基礎的データとして活用
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する。 

≪調査項目≫ 

   売上・収益の推移、資金繰り、従業員の過不足、取引先状況、設備投資、顧客の

動向、業界のトピックス等 

 

② 関係機関会議等における情報収集（既存事業の改善） 

当所が毎月開催し行政や地元金融機関も出席する小規模企業特別資金審査会

や、業種ごとの部会（小売・観光・水産・卸売等 7部会）、また、行政・各支援機

関等が参加する毎月の浜田市中小企業支援連絡協議会において、当該案件（議題）

の協議に留まらず、より広く業界動向や個社情報、雇用情勢等を掘り下げた意見

交換のうえ情報を収集する。 

併せて、小規模事業者の状況やニーズを把握するため、当所が管内の各地域・

業種ごとに委嘱、配置している小規模企業振興委員とのネットワークを活用し、

一堂に会する連絡会議のみならず、随時、情報収集及び意見交換を行う。 

   収集した情報は、当所として解釈のうえ各経営指導員等が共有できるよう整理

し、経営相談や事業計画作成等の個社支援に活用する。 

 ≪調査項目≫ 

  ＊業界動向＝業種ごとの景気変動要因、今後の外部環境の変化要素等 

  ＊個社情報＝売上・収益の推移、資金繰り、従業員の過不足、取引先状況、設備

状況等 

  ＊雇用情勢＝業種・職種ごとの求職者数、求人数の推移等 

   

③ 島根県商勢圏実態調査の活用 

   平成 28 年度及び 31 年度に実施する島根県商勢圏実態調査（お買い物調査）で

は、地域住民の品目ごとの買物場所に加え、消費者の買物意識や商品に係る情報

源、ネット通販動向、生活行動等を具体的に調査する。（平成 28 年度実績：210

件）その調査結果は所内で共有のうえ、商業・サービス業等関係事業者へ情報提

供し、主に地域内戦略を構築する上での品揃えや販売ターゲットの設定、広報手
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段検討等に活用するとともに、当所広報誌やホームページへ掲載する。 

   ≪調査項目≫ 

  ＊品目ごとの個店・商店街別買物場所＝食料品、衣料品、身の回り品、日用雑貨

品、文化品等 18 品目） 

  ＊品目ごとに消費者が購入時に重視する項目＝価格、品質、配達の有無、距離、

ポイントの有無、接客等 

  ＊日常生活行動＝通勤、外食、レジャー、通院等の行動エリア 

 

④ 地元金融機関による景況調査の活用（既存事業の改善） 

当所と密接な関わりを有す地元信用金庫が、4半期に 1回発表する浜田市景況レ

ポートを有効活用する。特に、漁業水揚高や公共工事請負契約状況は、当地域の

中核を担う産業の基本的な数値であるため注視し、個社支援におけるバックデー

タとして活用し、また当所広報誌等へ掲載し広く周知を図る。 

≪調査項目≫ 

漁業水揚量状況、漁業水揚金額状況、新設住宅着工戸数、公共工事請負契約状

況、瓦生産出荷状況、信用保証協会承諾状況、雇用状況 

 

⑤ 関係機関によるデータの活用（既存事業の改善） 

   島根県が毎月公表する「島根県経済動向」や「島根県観光動態調査」のデータ

をもとに、地域の経済動向や消費・観光動向の実態を把握するとともに、該当す

る小規模事業者へ提供する。 

日本政策金融公庫が発表する「小企業月次動向調査」や「小企業の経営指標調

査」また、統計局の「家計調査」をもとに、業種ごとの経済動向や収益性・財務

指標等、また品目ごとの世帯別消費額の実態を支援対象事業者へ情報提供すると

ともに、経営指導員等が共有できるよう整理し、経営相談や経営計画作成、創業

支援等に活用する。 

≪調査項目≫ 

  ＊島根県経済動向＝生産、投資、消費、雇用、金融、企業の状況等 
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  ＊島根県観光動態調査＝入込客数、宿泊者数、行動目的、メンバー構成、満足度

及び宿泊・飲食・土産物の観光消費額等 

＊小企業月次動向調査＝業種別売上推移、採算推移、設備投資状況等 

  ＊小企業の経営指標調査（業種別）＝粗利益率、人件費比率、諸経費比率、従業

員 1人当り売上高、借入金回転期間、損益分岐点比率等 

  ＊統計局家計調査＝品目別・世帯構成別消費額等 

（目 標）  

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①による調査件数（1回 30 社） 80 120 120 120 120 120 

②による会議情報収集回数 12 12 12 12 12 12 

③による調査回数 3年毎 ― ― 1 ― ― 

④による調査活用回数 4 4 4 4 4 4 

⑤によるデータ収集回数 

（観光動態・小規模経営指標） 

12 

（1） 

12 

（1） 

12 

（1） 

12 

（1） 

12 

（1） 

12 

（1） 

  

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 （目的及び概要） 

小規模事業者の強みや弱み、課題等を的確に把握し、持続的発展を促すため、経

営指導員等の巡回・窓口相談、各種セミナー等の開催を通じて、経営分析を必要と

する小規模事業者を選定し分析を行い、経営課題解決に向けた支援及び事業計画策

定につなげる。 

基本的には経営指導員が対応するが、専門的な課題等については、島根県・島根

県商工会連合会・しまね産業振興財団・よろず支援拠点・県信用保証協会・日本政

策金融公庫・地域金融機関等と連携し、専門家派遣も実施しながら丁寧にサポート

する。 

 （現状認識） 
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主にマル経資金（小規模事業者経営改善資金）など金融支援や再生支援、また補

助金申請時を中心に簡易な分析を行い、必要な場合には他の認定経営革新等支援機

関との連携や、課題に応じた専門家の派遣を受け対応している。 

 

 （事業内容） 

① 経営指導員等による日常の巡回時や金融相談、また過去の支援実績（金融・補

助金・記帳指導等）のある事業者の中から支援先をピックアップし、経営状況

等を把握するなかで、持続的発展に向けた事業計画の重要性を説き、その基本

となる経営分析に対応する。必要に応じ、経営力強化アドバイザー派遣制度等

を活用し、高度な知識を有する専門家と連携し、財務諸表等をもとに経営分析

を行う。 

② 調査・分析する内容は、後継者の有無を含む組織体制を始め、内部環境・外部

環境等の現状を把握する。その際には、所定の「ヒアリングシート」を活用し、

事業者ごとに整理のうえ共有する。本ヒアリングシートは、経営分析や事業計

画策定の基本となるものであり、個社支援に向け大いに活用するものである。 

 

『調査・分析項目』 

属性、沿革、売上、採算、 

商品構成、社内体制、人手、 

販売・仕入先、競合先、外注先、 

SWOT、資金繰り、課題等 

 

 

また、過去 3 年程度の財務諸表等により経営診断システムも活用し財務状況を

分析（3期比較、収益性、安全性、効率性等）し、『指針③』で調査する各種経

営指標や経済動向を踏まえ、事業者に応じた支援策検討に活用する。 

③ 当所では、中小企業会計啓発・普及セミナーとして「経営力強化セミナー」を

5 年続けて中小企業基盤整備機構との共催で実施するなど、各種講習会を開催
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してきた。今後は、主要産業であり、外貨獲得を担う食料品製造業や観光関連

業種等を対象に少グループ制の「経営計画策定セミナー」を新たに開催し、そ

の中で参加事業者に経営状況の把握・分析を実践していただき、その内容を所

内でデータとして共有し、対象事業者の事業計画作成に活用する。なお、セミ

ナーの広報については、巡回時の参加要請、チラシ配布、当所広報誌及びＨＰ

への掲載等により周知を図る。（指針②共同） 

④ 当所が監理団体として受入れをしている外国人技能実習生は、全て水産加工業

者で実習をしている。定期監査や巡回、連絡会議等を通じて受入企業の経営状

況も把握しており、その都度、課題を抽出し個別に指導を行う。 

⑤ 小規模事業者の現状及び課題を「見える化」することにより、事業者と当所を

含む関係者間で共有することが可能となり、持続的発展に向けた事業計画書の

作成促進につなげる。 

 （目 標）  

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営計画策定セミナー

開催数（指針②共同） 
― 1 1 1 1 1 

経営計画策定セミナー 

参加者数（指針②共同）
― 20 25 25 30 30 

経営分析数 33(簡易含む) 55 61 61 64 64 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 （目的及び概要） 

事業者が経営課題を解決するために、『指針①』の経営分析や『指針③』の市場調

査等の結果を踏まえ、各事業者の状況に応じた経営計画策定支援を行う。必要な場

合は、島根県・島根県商工会連合会・他の認定経営革新等支援機関との連携や専門

家派遣を受け、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 
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また、人口減少や業況の悪化、後継者不在等により当地域における事業者数が減

少している中、地域の活力向上と雇用の場の創出が課題である。そこで、島根県・

浜田市の行政や地元金融機関等と連携を図り創業支援を行い、創業後も伴走型の支

援を実施する。また、持続的発展のための重要課題となる事業承継については、専

門家や他の支援専門機関と連携のうえ適切な対応に努める 

 

 （現状認識） 

制度融資である経営力強化資金や経営改善長期借換資金等、主に金融支援や補助

事業実施時において事業計画作成を行い、再生支援等必要に応じて専門家の派遣を

受け対応している。 

創業対応については、平成 26 年に産業競争力強化法に基づく浜田市の「創業支援

事業計画」が認定され、当所も支援機関として参画している。従来から創業希望者

に対しては、経営指導員が個別に相談を受け、本人の経歴等のヒアリングから創業

計画作成支援、必要な場合は、補助金申請や金融支援も対応している。事業承継に

ついては、潜在的に課題をもつ事業者の掘り起しにとどまっているのが現状である。 

 

 （事業内容） 

① 上記『指針①』で選定し経営分析を行う小規模事業者のうち、特に意欲のある

事業者また必要のある事業者を対象に、事業計画の策定支援を行う。作成に当

たっては、中小企業基盤整備機構が作成した経営計画作成アプリ「経営計画つ

くるくん」等も活用することとしている。 

② 主要産業であり、外貨獲得を担う食料品製造業や観光関連業種等を対象に少グ

ループ制の「経営計画策定セミナー」を新たに開催し、その中で参加事業者に

経営状況の把握・分析及び経営計画策定を実習していただき、その内容を所内

でデータとして共有し、対象事業者の事業計画作成に活用する。なお、セミナ

ーの広報については、巡回時の参加要請、チラシ配布、当所広報誌及びＨＰへ

の掲載等により周知を図る。（指針①共同） 
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③ 各種補助事業を行うことが適当であると判断される事業者に対しては、補助事

業の趣旨・目的・効果等に沿った対応を行う。 

 

④ 浜田市とともに創業セミナーを共催し、創業希望者の掘り起しに努めると同時

に、経営に必要な知識・ノウハウ等を啓発する。創業希望者には、様々な角度

からのヒアリングにより見極めを行ったのちに、適当と判断できれば、許認可・

届出など手続き関係の指導をはじめ、『指針③』で調査した各種経営指標や市場

動向を踏まえ、希望者に則した創業計画書を作成、必要な場合は、補助金申請

や資金調達も対応のうえ、円滑な創業を図る。 

 

⑤ 第二創業（経営革新）については、日常の巡回や経営相談の中で事業者の掘り

起しや啓発に努め、意欲のある事業者に対して事業計画書作成等に対応する。

また、必要に応じて、専門家の派遣や他の支援機関と連携のうえ支援にあたる。 

 

⑥ 事業承継については、中小企業基盤整備機構や島根県事業引継ぎ支援センター、

また 28 年度に島根県が設置した事業承継推進員等と連携のうえ、事業者に蓄積

された経営資源、特に人的資産（経営の知恵、工夫、経験）が散逸することな

く、円滑に事業が承継されるよう支援する。 

 

⑦ 事業計画は事業者の事業内容や経営状況等を把握し、市場動向を踏まえた将来

の目標を実現するため、経営資源をどのように活用するかを明確に示すもので

あり、本事業により策定する計画は実現性の高いものとなる。 

 （目 標） 

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営計画策定セミナー開催

数（指針①共同） 
― 1 1 1 1 1 

経営計画策定セミナー 

参加者数（指針①共同） 
― 20 25 25 30 30 
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創業セミナー開催数 

（浜田市と共催） 
1 1 1 1 1 1 

事業計画策定支援数 
 

（内、創業計画作成支援） 

 
（内、第二創業計画作成支援） 

 

（内、事業承継計画作成支援） 

21 

 

6 

― 

― 

35 

 

8 

1 

1 

41 

 

8 

 1 

 2 

41 

 

8 

 1 

 2 

44 

 

8 

 1 

 2 

44 

 

8 

 1 

 2 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （目的及び概要） 

事業者が事業計画を実行するに当たり、計画期間中は定期的な訪問を行い、進捗

状況の確認・検証・改善を繰り返し、必要があれば変更を行い、計画の確実な実行

及び目標達成を促進する。実行段階において、より専門的な支援が必要な場合は、

専門家派遣制度等を活用し、課題解決に対応する。 

 

（現状認識） 

経営改善計画や再生計画、また創業計画作成を支援した担当指導員等が、巡回訪

問等により進捗状況の確認を行っているが、フォローアップの頻度が明確でなく、

また担当者の交替時の引き継ぎあるいは情報・支援ノウハウの共有等の課題もあり、

必ずしも計画的・組織的な対応とは言えない状況である。 

 

 （事業内容） 

① 事業計画期間にもよるが、創業・事業承継を含め事業計画策定支援者は基本的

に 4 半期ごとに訪問し、進捗状況の確認を行い、事業スケジュールに応じた実

行・評価検証・改善を事業者とともに行うが、突発的な事案が発生した場合は、

その都度対応して行く。確認・指導内容は、計画と実績の比較、課題、販路、

資金繰りを中心に対応する。 
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② 実行支援は経営指導員が行うが、その過程において専門的な知識等が必要なケ

ースや、事業者からの要請がある場合は、事業継続力強化アドバイザー派遣制

度等により専門家の派遣をうけ、より実現性を高める。 

 

③ 実行段階において、国・島根県・浜田市が行う有効な補助制度や、当所が開催

する販路開拓のための展示・商談会「石見の国特産品総覧会」等の情報をタイ

ムリーに紹介し、事業実行のため必要と判断される場合は活用する。また、資

金調達が必要な場合は、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資」

等を斡旋する。 

 

④ 事業承継について、島根県が配置した事業承継推進員と連携し、承継計画策定

等小規模事業者の円滑な事業承継を支援する。また、当所が実施している「経

営者等育成支援事業補助制度」では、管内の経営者等の資質向上の一環として、

後継者やそれに準ずる者が中小企業大学校における研修等へ参加する場合に、

その受講料等の一部を補助しているが、本制度をさらに積極的に活用し、小規

模事業者における後継者の育成に努め、事業承継の促進を図って行く。 

 

⑤ 支援先の事業進捗状況や課題等は、整理のうえデータとして管理する。また、

習得した支援スキルや派遣専門家から得た情報やノウハウは、指導員等が共有

できるように体系的に整理する。 

 

⑥ 熟度の高い事業計画の実行において、当所が事業者に寄り添って PDCA サイクル

によるフォローアップを行い、目標の達成、持続的発展につなげるものとする。 

（目 標） 

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

フォローアップ件数 60 140 164 164 176 176 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 （目的及び概要） 

当地域の産業振興の中心を担う食品製造業業者等の小規模事業者に売れる商品づ

くりや販売戦略に有効な需要情報を収集、整理、分析、提供することにより、事業

者の持続的発展に向けた事業計画作成及び実施、販路の開拓につなげる。 

 

（現状認識） 

経営指導員等が指導・相談の際に、各自で必要となる情報を新聞や情報誌、イン

ターネット等で収集し対応しているが、その内容及び活用については担当者の判断

によるものであり、事業者が求めている情報を組織的に共有し常に提供できる状態

にない。また、提供する情報も新たな販路開拓に結び付く踏み込んだ内容となって

いないケースが多い状況である。 

 

 （事業内容） 

① 当所が重点支援業種とする水産加工業に関して、代表的な製品である一夜干を

多くの小規模な加工メーカーが取り扱っているが、近年は食嗜好の変化等によ

り売上が低迷している。そこで、全国有数の特定第 3 種漁港を有す当地ならで

はの情報を収集する。浜田魚商協同組合から加工品の安定供給のための魚種情

報や市場関係者等の買い手情報、公的機関の島根県水産技術センターからは高

品質な商品開発手法等の情報を収集し、新商品（技術）開発等を目指す小規模

な水産加工業者へ提供する。これらを価格設定、商品開発・改良等の戦略立案

に活用し、高品質で有名産地直送の「売れる加工品作り」につなげる。 

●≪調 査 先≫ 浜田魚商協同組合 

≪調査項目≫小規模な水産加工業者が扱うアジ・カレイ・ノドグロ等に係る浜田

港の魚種別水揚量・魚価の情報。並びに水産品に係る消費者の動向や売れ筋商

品及びその価格帯など、大消費地の水産市場や流通業者から同組合が収集して

いる情報。同組合併設の公設市場における魚種別売れ筋動向 

≪調査手法≫資料・データ収集、ヒアリング  ≪調査回数≫＝2ヶ月に 1回 
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  ●≪調 査 先≫ 島根県水産技術センター 

≪調査項目≫事業者が扱う魚種の成分分析に基づく「高品質で売れる水産加工品

づくり」の研究成果、付加価値向上に関する技術開発成果、若齢魚の高品質食

品化技術開発成果、季節毎の成分特性を活かす一夜干用冷風乾燥機の温度管理

データ、及び試作品の消費者モニター調査結果 

   ≪調査手法≫資料・データ収集  ≪調査回数≫＝年 1回 

 

また、当所が主催する展示・商談会「石見の国特産品総覧会」や、実行委員会

として参画し開催する展示・商談会「ビジネスフェア中四国」に招聘する食品

バイヤーから、主催者でなければ収集できない商品や役務に関する生の情報「売

れ筋や消費者の嗜好の傾向、業界の動向等」を個別に聞き取り、販路開拓を図

る水産・農産加工業者等の小規模事業者へ情報提供することにより、主に流通

側のニーズに合った新商品開発や商品改良を図り、売上の増加につなげる。 

≪調査項目≫ 

＊食品バイヤーが実際に求めている商品毎の個別情報（味・品質・価格・容量等） 

＊バイヤー企業が立地する地域の嗜好の傾向 

＊売場の棚割り傾向及び陳列時のパッケージ素材、形状、大きさ等 

＊売れ筋の価格帯、サイズ、規格等 

＊競合他社メーカーの動向、自社との差異、差別化のポイント 

   ≪調査手法≫商談シート等によるヒアリング  ≪調査回数≫年 2回 

 

② 地域内及びその周辺を商圏とする食品製造・販売業に関して、特に大手食品メ

ーカーをはじめとする競合商品がスーパー等で数多く販売されている中、地元

メーカーでは売上の確保、持続的発展を目指さなければなりません。そこで先

ず、統計局の「家計調査」から、当所の支援先であり売上増加を目指す食品製

造業者が扱う品目ごとの最新の世帯別消費額及び推移を調査する。それに加え、

同社が販売ターゲットとする地域の世帯数を調査することにより、該当品目の

商圏内潜在需要（購買力）を把握する。これを基に、支援先企業の売上額から
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自社製品の現在の商圏内シェアを推定することができ、今後の売上増加に向け

て獲得目標シェアの設定及び品目別月次売上額の検討に活用する。 

シェア増加のためには、競合先との差別化を図ることが必須である。新商品開 

発・改良を進め顧客を掘り起こすため、需要動向調査の前記①で調査する食品 

バイヤーから収集した商品毎の個別情報や消費者の嗜好の傾向、売場の棚割り 

傾向、パッケージの動向、売れ筋の価格帯等の情報を提供する。そして、現場 

で培われた技術力を活かし、小規模事業者ならではのニッチできめ細かい、オ 

リジナル商品づくりにつなげる。 

≪調査項目≫ 

＊統計局家計調査＝品目別・世帯構成別消費額、月次推移、購入頻度、全体の消

費及び食品の内の該当品目の消費割合、他品目との比較等 

  ＊浜田市等行政統計調査＝地域別・町内別世帯数及び人口、地区別年齢階層人口、

業種別事業所数等 

   ≪調査手法≫統計局及び行政ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりデータ収集  ≪調査回数≫ 通年 

 

③ 各種情報誌や新聞、日経テレコン POSEYES、業界団体ＨＰ等を利用し、支援先

の食品製造業等の小規模事業者が求める内容に応じて、売れ筋やトレンド、消

費者ニーズ等を収集。所内にて整理のうえ事業者へ提供し、事業展開や新商品

開発やブラッシュアップ等に活用する。また、事業者が特に求める専門的な情

報については、当所にて派遣実績のある各地域・分野の専門家から有効な情報

を引き出す等、人的ネットワークも活用し対応する。 

≪調査項目≫ 

  ＊各種情報誌・新聞＝業界の動向、新商品の動向、物価動向、トピックス等 

  ＊日経テレコン POSEYES＝売れ筋商品ランキング、商品別・メーカー別販売推移、

消費者の購買動向、対象商品購入者の属性、価格帯の動向、季節変動の推移、 

   地域比較等 

  ＊業界団体ＨＰ＝消費額の推移、年齢別消費動向、種類別・月別・用途別消費額等 

   ≪調査手法≫所内にてデータ・資料収集、ヒアリング ≪調査回数≫ 通年 
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★上記①～③で収集し把握した情報等は整理のうえ所内で共有し、指針②で開催

するセミナーや商談会参加者等の内から支援先として選定した、販路開拓や新

商品開発等に意欲のある小規模事業者に対し情報提供し、売れる商品づくりに

向けた個社支援において常に活用する。 

（目 標） 

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①による情報提供件数 ― 18 18 18 18 18 

②による情報提供件数 ― 14 14 14 14 14 

③による情報提供件数 ― 32 32 32 32 32 

 

 

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】 

 （目的及び概要） 

当地域における外貨獲得を担う産業のうち、本経営発達支援事業において重点支

援先にあげている食料品製造業者を中心としたメーカー企業に、展示・商談会やビ

ジネスマッチングの場を提供することにより、新たな需要の開拓につなげる。その

過程において商品開発・改良やデザインの改善等が必要な場合は、アドバイザー派

遣事業等を活用し、専門家の指導を受けながら支援を行う。 

 

（現状認識） 

当所では、主催者として平成 26 年から開催している商談・販売会「石見の国特産

品総覧会」や、実行委員会として参画し広島で開催する商談・販売会「ビジネスフ

ェア中四国」を通じて個社ごとの販路開拓支援を行うほか、島根県が開催する「島

根ふるさとフェア」や「島根県産品展示・商談会」等への参加を呼びかけているが、

現状では、マッチングに留まり、個別の課題に則した対応となっていない。 

食料品製造業者等は外貨獲得を担う主要産業でありながら、経営資源の脆弱化等

の理由で、小規模事業者が単独で新たな需要の開拓を行うことは困難な状況にある。

そのため、当所が関係機関（島根県・浜田市の行政、商工会等地域の支援機関、金
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融機関等）と連携して商談会等のビジネスマッチングの場を創出、提供し販路開拓

を促進する。今後は、フォローアップの徹底はもちろんのこと、商談が成立しなか

った場合の要因を追求し、商品やデザインの改良等ブラッシュアップに努め、課題

に応じた各分野の専門家派遣も活用しながら課題解決に向けた支援を行い、「売れる

商品づくり」につなげる。 

 

（事業内容） 

① 商談会「石見の国特産品総覧会」開催による支援 

  ≪支援における考え方≫ 

当所では、一昨年から島根県西部地域の代表的な産品を一堂に集めた商談・

販売会「石見の国特産品総覧会」を年に 1 回 2 日間開催し、地域産品の販路拡

大と地域間交流の促進による出展者同志の新たな事業展開の機会創出を図る事

業を実施している。浜田地域だけの取組みでは、参加者や商談相手となるバイ

ヤー数も限定的となるが、石見地域 9市町の行政、4商工会議所、9商工会、島

根県商工会連合会、2ＪＡ、5金融機関、マスコミ等と連携し地域を挙げて取り

組むことにより、双方に多くのビジネスマッ

チングの機会を提供できるものである。（28 年

度実績：参加事業者 31 社、バイヤー企業 6社） 

≪支援内容≫ 

地場産品を扱う水産・農産加工業者の多く

が小規模事業者であり、自らの営業力や情報

発信力、商品力向上が課題となっているなか、当所が招聘する山陽地域の大手

量販店や総合食品商社を中心としたバイヤーとのマッチング（個別商談）の場

を提供することにより、新規取引に向けた商談のみならず、商品の改善点等バ

イヤーの意見を聞き、商品のブラッシュアップにもつなげる場と位置付ける。 

商談中は全て担当者が同席し内容を聞き取り「商談シート」を作成。事業者

と共有し成約を目指すが、課題があれば専門家派遣なども活用し改良を加え、

売れる商品づくりを支援する。 
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28 年度からは会場内に 3名の専門家による個別相談コーナーを設置。ブラン

ディングやパッケージデザイン、ＩＴ関連等、各課題にその場でも支援できる

よう対応。また、商談後のバイヤーへのフォローアップについては、バイヤー

企業と取引のある地元金融機関とも連携のうえ対応し、出展事業者に対しては

当所が中心となってきめ細かい伴走型の支援を行う。 

今後も事業効果を検証し改善しながら、行政等関係機関の協力を得て継続し、

地域に定着した商談会とするものである。 

≪支援対象≫ 水産・農産加工等地場産品製造業者 

≪支援における工夫≫ 

総覧会申込者には事前に、バイヤーの動向や商品仕様書の作成方法等、商談

会前の準備や商談中の注意事項、商談後のフォローアップの重要性について文

書で通知する。商談会終了後は、速やかにその成果や意見を確認するためアン

ケート調査を実施している。それに基づき事後フォローの徹底や、専門家派遣

も活用しながら課題に応じた支援を行い、売れるものづくりを図り、地域外事

業者については所管商工会等へ支援要請する。 

（目 標） 

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

展示・商談会開催数 1 1 1 1 1 1 

商談件数（管内分） 74 75 75 75 75 75 

成約件数（管内分） 5 7 7 8 8 8 

参加事業者数 31 32 33 34 34 34 

 

② 商談会・展示販売会「ビジネスフェア中四国」開催による支援 

≪支援における考え方≫ 

平成 15 年から年 1回 2日間広島で開催している商談・販売会「ビジネスフェ

ア中四国」では、第 1 回目から当所も主催者として参画、広島・松山・高知と
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連携を図り管内の食料品製造業者を中心とする事業者に対し販路開拓支援を行

っている。出店者は中四国から 100 社を超え（27 年度実績：浜田地域 7 社）、

参加バイヤーは広島の企業を中心に数百人にのぼる大規模なものであり、中に

は東京や大阪に本社のある大手企業の来場もある商談会で、全国展開を図る意

欲のある小規模事業者の販路開拓の場と位置付ける。 

≪支援内容≫ 

成約を目指すことはもちろんである

が、バイヤーから収集する売れ筋や消費

者の嗜好の傾向、業界の動向等を検証

し、流通側のニーズに合った新商品開発

や改良を行い、販路拡大につながるよう

支援する。今後も、地場産品を扱う食品

製造業者等、全国展開を視野に入れた意

欲のある事業者に参加を促し、フェア開催後もフォローアップや商品改良等き

め細かい対応を行う。 

≪支援対象≫ 水産・農産加工等地場産品製造業者 

≪支援における工夫≫ 

出店の働きかけのみならずフォローアップの支援を行い、その過程で、取引に

は欠かせない物流の問題等、参加事業者ごとの課題を抽出し、解決策を事業者と

一緒になって模索し、販路の開拓につなげる。特に物流の課題については、当地

域の共同配送システムを担う事業者とも連携のうえ、効率的な物流の方策を探

り、解決を図る。 

参加対象企業の多くがメーカーであり、直接消費者の声を聞く機会が少ない中 

販売会等で対面販売することにより、消費者の生の意見を聞くことが可能とな

る。この経験を活かし、浜田市・浜田商工会議所・石央商工会（同一行政エリア

内）で組織した「はまだ産業振興機構」が実施する首都圏や関西方面のスーパー・

百貨店での催事販売（販路開拓事業）にも取り組み、ひいては定番商品に育てる

ため、自社製品を客観的に捉え、消費者ニーズにあった商品改良に取り組み、課
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題の解決や商品改良の必要な場合には、専門家派遣事業や補助金等の各種制度を

活用し、伴走型の支援を行う。なお、域外における販路開拓事業を行う事業者へ

は行政や当所の特産品協会等の各種補助金の活用も積極的に対応する。 

（目 標） 

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

展示・商談会開催数 1 1 1 1 1 1 

商談件数（管内分） 164 165 165 165 165 165 

成約件数（管内分） 8 9 9 9 9 9 

参加事業者数（管内分） 7 9 9 10 10 10 

 

③ ＩＴを活用した情報発信の支援 

≪支援における考え方≫ 

実績の上がっている浜田市ふるさと寄付では、返礼品登録業者においてＩＴ

システム整備が必須となっているなか、未整備のため登録できない事業者が存

在する。この状況を含め、広くＩＴを活用した新たなビジネスチャンスの創出

を支援する。 

≪支援内容≫ 

ＩＴを活用した情報発信について、地場産品を扱う水産・農産加工業者等の

小規模事業者に対し、自社対応できていない事業者へはホームページ作成やＳ

ＮＳ活用のノウハウを提供し、自社対応を目指す場合は、小規模事業者持続化

補助金等や専門家制度も活用し支援を行う。また、外部サイトの活用を希望す

る場合は、浜田市のＷｅｂ特産品カタログ「浜田の産品リスト（バイヤー向け）」

や浜田市観光協会の通販サイト「はまとく」等、既に実績のあるサイトへの登

録を勧める。一方、特色があり意欲的に取り組む小規模事業者を、マスコミに

取り上げてもらうよう当所が積極的に働きかける。これらを通じて、潜在的な

需要の掘り起しも行う。 

≪支援対象≫ 水産・農産加工等地場産品製造業者、商業・サービス業者 
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（目 標） 

支 援 内 容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

情報発信支援者数 ― 7 7 7 7 7 

新規取引先件数 ― 10 10 11 11 11 

 

 

 Ⅱ．地域の活性化に資する取組み 

１．地域活性化事業 

（目的及び概要） 

当地域においても人口減少や少子高齢化が進行し、地域の活力や中心市街地の賑

わいが希薄となりつつある中、関係機関と連携し地域の魅力を磨き上げ、情報発信

することにより交流人口の拡大を促進し波及効果を促す。また、消費の流出を防ぎ、

地域内消費を促進することにより、市街地の賑わいを取り戻すことが求められる。 

 

（現在実施している地域活性化事業） 

① 浜田の石見神楽検定試験 

当地域の伝統芸能である石見神楽は、古来より五

穀豊穣や大漁祈願を願う神事であったが、近年は大

衆芸能として定着し今日まで継承され、最近では島根県や浜田市も観光振興の重

要な資源と位置付け、全国的なキャンペーンや上演会を活発に実施している。 

当所が平成 23 年から実施している「浜田の石見神楽検定試験」においては、受

験者数が 208 人を数え、毎回浜田市外からの参加者（累計 63 人）もあり、石見神

楽やその神楽面、衣裳や道具等の新たなファンの発掘や育成に努め、観光振興や

交流人口増加を図っている。併せて、当地域では初めてとなる本格的な石見神楽

ガイドブックを発刊し市内外へ約 2千部を販売、情報発信の一翼を担っている。 

② 広島浜田経済交流事業 

浜田自動車道の建設を促進するために昭和 45 年から隔年で開催していたが、平
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成 3年の全線開通後に一時中断していた。平成 20 年より広域経済圏の形成に向け

て広島・浜田両市間における経済交流の推進を図ることを目的として再開し、当

所経済活性化委員会と広島商工会議所の広域交流員会と観光・文化委員会が両商

工会議所の隔年主幹により視察・懇談事業を実施している。 

 

③ ＢＢ大鍋フェスティバル 

平成 3年から当地域の財産・文化・歴史であ

る『海』を利用して、その素晴らしさを再認識

してもらうことを目的に浜田市が主体となり

官民一体で実施してきた。平成 16 年からは、

浜田商工会議所青年部が主体となり水産業や

観光資源をＰＲすることにより地域経済の活

性化や市民交流を核とした『浜田の産業祭』と

して実施している。 

 

④ 浜田市共通商品券発行事業 

当所が発行者として平成 17 年度から実施している浜田市共通商品券（第三者型

前払式支払手段）発行事業は、地元消費の促進を図り、同時に消費の地域外流出

を防ぐと共に、多くの小規模事業者が加盟する取扱店による共同事業実施等連携

を強化する目的であるが、地域住民に定着しその発行額は毎年増加し、累計 12 億

8 千万円を超える発行となっている。 

 

 

 

 

 

⑤ 商店街活性化助成事業 

市内商店街や商業集積地等中心市街地の活性化を図ることを目的に、商店街等



３０ 
 

が行う調査研究事業や、魅力を高めるイメージアップ、集客のためのイベント事

業に対し、事業費の一部を助成することにより、各商店街等が自ら個性を活かし、

創意と工夫による活性化の取組みを促進している。 

 

⑥ 外国人技能実習生受入事業  

外貨獲得を担う当地域の水産加工業者において、近年の人手不足は顕著であり

外国人実習生に頼らざるをえない状況にある。当所では監理団体として中国とベ

トナムからの実習生受け入れを支援しており、現在 9社で 41 人の実習生が雇用さ

れている。小規模事業者の持続的な発展のためには、従業員の確保も大きな課題

であり、人的資産の継承を含め業界の活性化に努めている。 

 

 （事業内容及び目標） 

① 浜田の石見神楽検定試験 

検定試験事業の実施体制は、島根県、浜田市、浜田市観光協会、神楽社中連絡

協議会、地元新聞社、島根県立大学、旅館組合、金融機関等関係機関で検定委員

会を組織し、年間 2 回以上検定委員会を開催し、必要に応じてワーキング会議を

開催しながら実施方法や要領、ガイドブックの内容等を検討のうえ実施している。 

今後も、現在の検定事業の内容に改良と工夫を加え、特に浜田市観光協会との

連携や広島商工会議所等各地の商工会議所とのネットワークを活用し、受験者数

の増加を促進し長く継続することにより、さらなるファンの発掘や育成を図る。

併せてストーリーや道具等を詳しく紹介したガイドブックの改定版発行や、新た

に立ち上げた「スマートフォン対応型神楽サイト」による情報発信を高め、交流

の促進とその効果の波及を図るものである。 

（目 標） 

内  容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

神楽検定受験者数 41 50 50 55 55 60 
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② 広島浜田経済交流事業 

現在、両商工会議所が実施している事業の報告と観光関連施設等の視察がメイ

ンになっている。交流事業再開後 8 年が経過し、両会議所委員から、より充実し

た連携をすべきとの声が上がっており、今後は当所が組織参画する浜田港振興会

のポートセールスにおいて、特に広島商工会議所を通じて浜田商港を活用した貿

易促進を進める。 

（目 標） 

内  容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

懇談会出席者数 32 35 35 35 40 40 

 

③ ＢＢ大鍋フェスティバル 

「ＢＢ」とは当地域では「魚」という意味であり、北前船を模った約 5 千食分

を作ることができる大鍋に、当地域で獲れた魚を使ったツミレや野菜を調理し、

来場者に振る舞っている。その他、当地域の伝統芸能である石見神楽の披露や、

子ども向けのイベントスペースコーナー、市民を中心とした露店等を設けている。

天候にもよるが、近年来場者数はほぼ横ばいである。浜田市民には広く認知され

ているが、県外客の多数の来場までには至っていないのが現状である。そのため、

実行委員会を組織する島根県・浜田市・島根県商工会連合会・浜田市観光協会・

浜田金融会等と連携のうえ、広く県外にも同フェスティバルを情報発信し、ＢＢ

鍋を味わっていただくことによって当地域で獲れた魚を知ってもらい、水産業・ 

水産加工業の振興を図る。なお、実施に当たっては全体の実行委員会を年 1 回、

さらに部門会議を 2 回以上開催、また事務局においては浜田市担当者等と緊密に

連携し、意見交換を行いながら事業を進めて行く。 

（目 標） 

内  容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
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来場者数 33,000 33,000 34,000 34,000 35,000 35,000 

 

④ 浜田市共通商品券発行事業 

引き続き、浜田市や石央商工会（同一行政エリア所在）、事業協同組合、地元金

融機関と連携のうえ積極的な事業展開を図り、加盟店の新規客獲得機会の拡大の

みならず、加盟店による共同事業の積極的な取組みを促し、地域内消費並びに資

金の地域内循環、ひいては地域活性化に努めるものである。なお、浜田市や商店

街関係者等による連絡会議を年間 2 回程度開催し、販促活動や利用促進等を検討

し事業を実施する。 

（目 標） 

内  容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

発行金額（千円） 78,898 80,000 80,000 82,000 82,000 82,000 

加盟店数 476 480 480 490 490 500 

 

⑤ 商店街活性化助成事業 

今後も浜田市や関係組合・団体と連携し、各商店街等の創意工夫による活性化

事業を支援して行くが、現行の要綱には該当しないが、特に有効と判断できる事

業活動を行う者に対しては臨機応変な対応を行うなど、創業支援等『指針②』と 

併せた中心市街地の賑わい創出に向けた取組みを実施する。実施に当たっては、

単にイベントに終わることなく、当該助成事業における集客数、売上のほか課題

を把握し、必要に応じて専門家を派遣しながら課題解決に対応する。なお、浜田

市の商業担当者同席のうえ、当所小売商業部会を毎月開催し、広く情報交換・共

有を図る。 

（目 標） 

内  容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 
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支援団体数 6 7 7 7 7 7 

 

⑥ 外国人技能実習生受入事業 

水産加工業界における人手不足解消の目途が立たない中、今後も年間 5 回の資

格更新や審査、手続き、定期監査、研修、通訳等、広島入国管理局や公益財団法

人国際研修協力機構、浜田市等の関係機関とその都度、緊密な連携を深め適正な

事業を行うととともに、従業員確保が困難な小規模事業者等への制度活用の理解

を求め、事業の普及推進を図り、水産加工業界の活性化に努めて行く。 

（目 標） 

内  容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

支援事業者数 9 11 11 13 13 13 

※上記の事業を実施することにより、商店街における商業機能強化、利便性向上、 

観光・交流人口の増加等を図り、地域活性化に取組む。 

 

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 小規模企業特別資金審査会における情報交換 

当所が毎月開催する小規模企業特別資金審査会には、地元行政と認定経営革新

等支援機関である複数の金融機関が出席する。内容は、小規模事業者の融資案件

の審査であるが、該当事業者に係る損益状況や財務内容の検討も行っており、そ

の中で相互の支援ノウハウや支援状況の共有を図ることが可能であり、経済動向

等を含めて活発な意見交換を行う。 
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② 商工会議所・商工会とのネットワーク活用による情報交換 

島根県内の経営指導員等研修会や業務担当者研修会、または日常の業務におい

て、相互の支援スキル等に関する意見を積極的に交換し、習得する。 

 

③ 浜田市等が開催する支援機関連絡会議における情報交換 

浜田市が定期的に開催する中小企業支援連絡協議会や起業支援連絡会議や、島

根県が開催する石見産業支援センター事業推進会議等は、多方面から効果的な企

業支援を行うことを目的に、行政やハローワーク、商工会や産業振興財団等の各

支援機関、地元金融機関が経済・需要動向を含めた意見を交換するものである。 

その中で、小規模事業者支援に有効なノウハウや施策等に関する各種情報を交

換、収集して行く。 

特に、石央商工会及び浜田市とは毎年、執行部による重点施策等に関する意見

交換会を開催しており、その際に組織としての支援スタンスの共有を図る。 

 

④ 日本政策金融公庫、島根県信用保証協会との情報交換 

事業者の金融支援における日常業務やバンクミーティングにおける情報交換に

加え、同公庫及び協会が開催する協議会や研修会の場で、小規模事業者支援に有

効なノウハウ等に関する情報を交換、収集して行く。 

 

⑤ 派遣専門家や税理士との情報交換 

専門性の高い事業者支援の際には当所が招聘する各分野の専門家や、事業者の

顧問税理士とその対応にあたっているが、課題解決の過程において相互の支援ノ

ウハウの共有を図ることが可能であり、経済・需要動向等を含めて活発な意見交

換を行う。 

 

⑥ はまだ産業振興機構との情報交換 

浜田市では、平成 18 年度に産業振興ビジョンが策定され、自立した地域経済の
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確立をめざし、当所と石央商工会とともに「はまだ産業振興機構」を設立。外貨

獲得を担う産業の個社支援を行っている。定期的な情報交換の中で、相互の支援

ノウハウの共有を図り、需要動向等を含めて活発な意見交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 （１）経営指導員等の支援能力の向上 

毎年度ごとに経営指導員等が、自ら重点的に取組む研修テーマを決め、年間を通

じて研修を行っているが、特に、当地域内の経済環境の変化や地域課題、多様化す

る事業者のニーズ・課題に的確に対応し、地域活性化や事業者の持続的発展に寄与

する能力の向上のため、組織全体として以下の取組みを行う。 

 

① 国（中小企業基盤整備機構）が実施する研修 

中小企業大学校支援担当者研修会、小規模事業者支援研修（個者支援型・地域

支援型）等への参加（不定期⇒年 1回以上） 

② 日本商工会議所が実施する研修 

経営指導員全国研修、マル経等金融支援研修、各業務担当者研修会、ブロック

別中小企業支援先進事例普及研修会等への参加（不定期⇒年 1回以上） 

 

③ 島根県連合会が実施する研修 

島根県経営指導員等研修会（27 年度内容＝経営計画作成、事業承継、事業再生、

経営法務、創業、経営革新等～指導員は年間 25 時間以上の義務研修）、各業務担

当者研修等への参加（年間を通じて限定参加⇒年間を通じて広く参加） 

 

④ 島根県・関係機関が実施する研修会 

販路開拓やものづくり、ブランド戦略、流通・販促、宣伝・ＰＲ、デザイン等

新たな需要の開拓や商品力強化等に寄与する内容を中心に参加（年間を通じて限

定参加⇒年間を通じて広く参加） 
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⑤ 当所が実施する研修（OFF-JT） 

新入職員の社会人教育として、会員事業所における 1週間の所外研修実施 

 

⑥ 当所が実施する研修（OJT） 

 中小企業診断士等の外部専門家を招聘し、当所職員全体を対象に支援機関職

員としての基本的な能力や、専門的な支援スキル向上を目指し、研修会を実

施する。（新規） 

 経営指導員が他の経営指導員や補助員、記帳職員等を交え係（課）単位で小

規模事業者を支援することを通じて、指導内容、情報収集方法等を学び、伴

走型の支援能力の向上を図る。（年間を通じて月 2回実施） 

 

⑦ 外部専門家を通じた能力向上 

アドバイザー派遣事業等で専門家を事業者へ派遣する場合は、必ず担当指導員

が同行し、ノウハウの習得に努めている。今後も派遣時以外でも積極的に専門家 

と連携を深めて行き、支援課題に応じて他の指導員や補助員等の職員も同行し、

支援能力の向上を図るものとする。（新規、年間を通じて） 

 

（２）支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況等の共有 

① 月に 2回実施している金融審査会の事前ミーティングで、次の事項を行う。 

 案件事業者の財務内容等の経営分析を行い、総合的な推薦内容を担当者が説

明し、経営指導員・補助員全員で内容を検討している。それにより、各自に

おけるスキルの享受、支援能力の共有につなげる。さらに参考となる他の金

融案件も同様に実施する。 

 今後は当該金融案件のみならず、本事業により実施する『指針①』経営分析、

『指針②』事業計画策定・実施、『指針③』経済・需要動向に関して、担当

者が進捗状況を報告し、内容及び今後の対応を全員で検討し共有を図る。 

 上記研修会（国・日商・島根県等）の参加者が、受講内容・効果・気付き等
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を発表し、ノウハウを伝え共有を図る。他の職員に話すことにより、参加者

本人の理解度も深まる。 

 

② 支援事業者に係る経営情報・事業計画、収集分析した管内経済・需要情報等、

また習得した支援ノウハウ、成功事例等は、所内共有システム（TOAS 等）を利

用し、本事業専用フォルダで管理し、都度更新のうえ活用する。 

 

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 所内対応 

四半期ごとに、事務局長、経営指導員、補助員、担当職員が会議を開催し、事

業の進捗状況、成果及び問題点等について検討し、その後の対応を協議する。 

 

② 外部評価の実施 

毎年度終了後速やかに所外の有識者等による評価委員会を開催し、事業の実施

状況及び成果を報告。それに対する評価・見直し案の提示を受ける。 

 想定する評価委員＝島根県、浜田市、しまね産業振興財団、浜田金融会、日

本政策金融公庫、浜田魚商協同組合等 

 

③ 事業の成果・評価・見直しの方針決定 

事業の成果及び評価委員会による評価・見直し案を毎年度、正副会頭会議へ報

告のうえ見直しの方針を決定し、常議員会において承認を受ける。 

 

④ 結果の公表 

事業の成果・評価・見直しの結果を当所広報誌へ掲載するとともに、当所ホーム

ページ（http://www.hamada-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２８年 10 月現在）

（１）組織体制 

本事業の実施は当所全体（3 課体制）で実施するものであるが、経営指導課並びに

商工振興課が中心となり事業を推進する。 
   

会頭 
 

    

        

        

顧   問   

市長他   
副会頭  

  会頭・ 

副会頭会議    

相談役 
会頭、副会頭、

相談役会議 

              

      

専務理事 議員総会 監  事 

    

  常議員会 

             

       

事務局長 
小売商業部会 

総務委員会 
商工会議所 

青年部 卸商業部会 

  工業部会 21 世紀まちづくり 

委員会    水産部会 

  運輸部会 
経済活性化委員会 

  観光部会 

  庶業サービス部会 

  

  

総務課 

 
総務企画係  

  

         

         

        
総務会員係 

     

     

   

 

経営指導課 

 

 

商工振興課 

経営指導係 
  

         

         

‘ 
商工振興係  
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                  事務局長（全体統括） 

 

  【経営指導課・商工振興課】             【総 務 課】   

        ║                       ║ 

（経営指導係、商工振興係）         （総務会員係、総務企画係） 

    経営指導員  4 名              一般職員 4 名 

    補 助 員  2 名 

    記帳専任職員 1名 

    記帳指導職員 1名 

   ＊地域の経済・需要動向調査        ＊地域活性化事業 

   ＊経営分析                 ・浜田の石見神楽検定試験 

   ＊事業計画策定・実施支援          ・ＢＢ大鍋フェスティバル 

   ＊創業・事業承継              ・外国人技能実習生受入事業 

   ＊販路開拓支援 

   ＊地域活性化事業 

    ・広島浜田経済交流事業 

    ・ＢＢ大鍋フェスティバル 

    ・浜田市共通商品券発行事業 

    ・商店街活性化助成事業 

 

 

（２）連絡先 

      名 称：浜田商工会議所 商工振興課 

      住 所：〒697-0027 島根県浜田市殿町 124-2 

      ＴＥＬ：０８５５－２２－３０２５ 

      ＦＡＸ：０８５５－２２－５４００ 

      メールアドレス：cci3202@hamada-cci.or.jp 

      ＨＰアドレス ：http://www.hamada-cci.or.jp/ 
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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） 

 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 74,487 74,350 74,350 74,350 74,350 

 

（小規模事業費）
経営改善普及事業費

経営資源強化対策費

振興関連事業費 
（一般事業費） 

観光交通対策費 

地域開発振興費 

小規模事業対策費

調査広報費 

特別事業費 

共通商品券事業費

（総覧会事業費）

(53,755) 

48,239 

4,484 

1,032 

(17,882) 

  914 

13,282 

668 

2,421 

300 

297 

(2,850) 

(53,700) 

48,200 

4,500 

1,000 

(17,800) 

915 

13,200 

665 

2,420 

300 

300 

(2,850) 

(53,700) 

48,200 

4,500 

1,000 

(17,800) 

915 

13,200 

665 

2,420 

300 

300 

(2,850) 

(53,700) 

48,200 

4,500 

1,000 

(17,800) 

915 

13,200 

665 

2,420 

300 

300 

(2,850) 

(53,700) 

48,200 

4,500 

1,000 

(17,800) 

915 

13,200 

665 

2,420 

300 

300 

(2,850) 

（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 

 

  会費、事業収入、参加料収入、島根県補助金、浜田市補助金等 

 

（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【指針③】 

地域内の経済動向を関係機関と連携して調査・分析する。 

 連携者：②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪（丸数字の名称は別表のとおり、以
下同様） 

 効果等：各方面から情報収集することにより、広範囲に動向を把握することができる。 
２．経営状況の分析【指針①】 

小規模事業者の現状や課題等を把握するうえで、高度で専門的な分析が必要な場合

は、関係機関と連携して行う。 

 連携者：②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫ 
 効果等：実態を明確に把握し、事業者と当所を含む関係機関で共有することに
より、有効な事業計画作成及び実施や、当該事業者支援全般にもつながる。 

３．事業計画策定、実施支援【指針②】 

各事業者の実態に沿った事業計画作成及び実施について、必要な場合は関係機関と

連携して対応する。 

 連携者：②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫ 
 効果等：上記の経営分析等に携わった関係機関とともに作成することにより、
熟度の高い計画作成につながり、確実な実施と効果的なフォローアップが期待

できる。 

４．創業・第二創業・事業承継支援【指針②】 

創業・事業承継による地域の活力向上に向け、有効な施策を活用するうえからも、

関係機関と連携した対応を行う。 

 連携者：①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪ 
 効果等：創業等希望者の掘り起しとともに、関係機関と連携した支援対応を行
うことにより、創業等の促進や円滑な実行、フォローアップにも奏功する。 

５．需要動向調査【指針③】、販路開拓支援【指針④】 

関係機関と連携のうえ効果的な需要動向調査を実施し、小規模事業者の新たな需要

開拓を行う。 

 連携者：②、③、④、⑤、⑥、⑨、⑩、⑪、⑬、⑭ 
 効果等：各方面と連携することにより幅広く情報収集が可能となり、地域を挙
げた取組みにより成果が期待できる。 

６．地域活性化事業 

地域の魅力の創出や情報発信等を行うことにより、交流人口の拡大・地域内消費を

促進し、地域の活性化を図る。 

 連携者：②、③、⑤、⑥、⑦、⑪ 
 効果等：官民一体の取組みにより、地域の活力や中心市街地の賑わい創出等に
つなげる。 
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連携者及びその役割 

№ 名 称 代表者 住 所 電話番号 役 割 

①  
独立行政法人 中小企業基
盤整備機構 中国本部 

井上秀生 
広島市中区八

丁堀 5-7 
082-502-6300 各種施策、情報

②  島根県 溝口善兵衛 松江市殿町 1 0852-22-5111 各種施策、情報

③  浜田市 久保田章市 浜田市殿町 1 0855-22-3025 各種施策、情報

④  
公益財団法人 しまね産業

振興財団（島根県よろず

支援拠点） 

山崎征爾 松江市北陵町 1 0852-60-5110 各種施策、情報

⑤ 島根県商工会連合会 石飛善和 
松江市母衣町

55-4 0852-21-0651 
支援ノウハウ、

情報 

販路開拓 等 

⑥ 石央商工会 
槇岡正明 浜田市金城町下

来原 1409-2 0855-42-0070 
支援ノウハウ、

情報 

販路開拓 等 

⑦ 
一般社団法人 浜田市観光

協会 
岩谷百合雄 

浜田市浅井町

777-19 
0855-24-1085 

各種施策 

誘客促進等 

⑧ 島根県信用保証協会 小林淳一 松江市殿町 105 0852-21-0561 
金融支援、情報

専門家派遣等

⑨ 
㈱日本政策金融公庫浜

田支店 島口憲一郎 
浜 田 市 殿 町

82-7 0855-22-2835 

金融支援 

支援ノウハウ

情報 等 

⑩ 
山陰合同銀行㈱浜田支

店 宮内浩二 浜田市新町 4 0855-22-0841 

金融支援 

支援ノウハウ

情報 等 

⑪ 日本海信用金庫 吉本晃司 
浜 田 市 殿 町

83-1 0855-22-1850 

金融支援 

支援ノウハウ

情報 等 

⑫ 中国税理士会浜田支部 近重 勉 
浜 田 市 殿 町

85-1 
0855-22-0455 

支援ノウハウ 

情報 等 

⑬ 
浜田中央水産加工業協

同組合 
和田 浩 

浜 田 市 港 町

221-6 
0855-22-4352 

情報 

販路開拓 

⑭ 浜田魚商協同組合 下野誠治 
浜田市原井町

2794 
0855-22-1788 

情報 

販路開拓 
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連携体制図等 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 

経営の発達 

 

持続的発展 

 

 

経営の改善 

 

記帳、税務 

金融等 

浜田商工会議所 

経営改善普及事業 

経営発達支援事業 

 経済動向調査 

 経営分析支援 

 事業計画策定及び

実施支援 

 需要動向調査 

 販路開拓支援 

 記帳、税務、金融指

導等 

 各種制度の情報提供

等 

関 係 機 関 

 島根県 

 浜田市 

 中小企業基盤整備機構 

 しまね産業振興財団 

 島根よろず支援拠点 

 島根県商工会連合会 

 石央商工会 

 浜田市観光協会 

 中国税理士会浜田支部 

 浜田中央水産加工業㈿ 

 浜田魚商協同組合 

 島根県信用保証協会 

 日本政策金融公庫 

 山陰合同銀行 

 日本海信用金庫 

地域の活性化 

連携支援 


