
 
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名  五日市商工会（法人番号 1240005001679） 

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

目標 

 
 五日市商工会が管轄する広島市佐伯区は、小売、サービス業等の第 3 次産業が主要産

業であり、そのうち約 8割がいわゆる小規模事業者である。 

 これら地域経済の根幹ともいえる小規模事業者は、自社を取り巻く様々な内外の要因

から、売上減少、後継者不足等の諸問題に直面している。 

 このような状況下において、五日市商工会は地域の最も身近な支援機関として、国、

県、市等の支援施策の普及、浸透を図りながら、小規模事業者の諸問題に伴走して取り

組み、事業の持続的発展に繋がるよう支援事業を実施していく使命がある。 

 本事業は、当地域における特性や現状、小規模事業者の中長期のあり方を踏まえたう

えで、目標を以下のとおり設定し、効果的な支援事業となり得るよう取り組む。 
 

＜個社支援＞支援後、小規模事業者がどうなっているのか 

地域内の小売、サービス業等の小規模事業者の多くが、近い将来の地域の衰退に備えな

がら、大手チェーン店や量販店・大型店等とも競合、共存できる「小さくてもキラリと

光る、魅力のある店・選ばれる店・利益の出せる店」となり、持続的な発展を実現する。
 

＜地域経済活性化の取り組み＞ 

既存の祭りイベントに終始することなく、行政や関係団体と連携しながら、地域特性や

観光資源を活かした取り組みをおこなうことにより、地域経済の活性化に寄与する。 

事業内容 

 
１．地域の経済動向調査に関すること 
  地域内小規模事業者等の景況調査、商店街の実態調査を実施し、それぞれをレポー

  トとして取りまとめ、その結果をセミナー等で小規模事業者へ広く周知、提供する。
 
２．経営状況の分析に関すること 
  経営状況の分析の重要性をセミナー等で広く啓蒙しながら支援ニーズの掘り起しを

  おこない、財務分析や商圏分析等、経営指導員が小規模事業者に伴走して支援する。
 
３．事業計画策定支援に関すること 
  事業計画策定の重要性をセミナー等で広く啓蒙しながら支援ニーズの掘り起しをお

  こない、各小規模事業者のシーンに応じた事業計画策定に向けて伴走して支援する。
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
  各小規模事業者への経営指導員等の担当配置や、事業計画の予実状況を定期的に一

  元管理する等、支援スキームを構築し、円滑な事業計画の実施に向けて支援する。
 

５．需要動向調査に関すること 
  商圏分析サービス等を活用した地域内のマーケット調査や、主催イベントでの来場

  者を対象とした消費者アンケート等を実施し、これを広く公表する。 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
  プレスリリースの作成や、既存の商工会媒体（会報、ＳＮＳ等）の改善による、消

  費者へのアプローチ支援の他、物産展等の開催、参加による支援を実施する。 
 

７．地域経済活性化の取り組み 
  当地域を大きく二分類したうえで、それぞれの地域性や地域資源を活用した取り組

  みを実践、交流人口の増加と資金循環促進に寄与する取り組みを実施する。 

連絡先 

 
五日市商工会（経営支援課） 
     ・五日市本所 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央 4-15-3 

                 TEL（082）923-4138 FAX（082）923-2994 

     ・湯来支所  〒738-0601 広島県広島市佐伯区湯来町和田 167-4 

                 TEL（0829）83-0306 FAX（0829）83-0614 

     ＜HP＞ http://itsukaichi.or.jp/ ＜e-mail＞  itukai@hint.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 
 

１．地域（広島市佐伯区）の概要 
 

（１）地域の状況 
 
 五日市商工会が管轄する広島市佐伯区は、政令

都市広島市を構成する 8行政区の 1つであり、原

爆ドームのある平和公園（広島市中心部）と、日

本三景である厳島・宮島（廿日市市）の中間地点

に位置している。 

 広島都心まで電車・車で 15 分程度の近距離に

ありながら、住環境に良い自然豊かな立地特性

（海・山）を活かし、主要駅であるＪＲ五日市駅

が所在する南部平野部を中心に、中部の丘陵地域

にも大規模な住宅地が造成され、戦後以降、長年

にわたってベッドタウンとして発展、人口増加が

続いてきた。 

 近年は人口の伸び率が鈍化、65 歳以上の高齢者も毎年 1千人を超えるペースで増加する傾向にあるもの

の、依然、新興住宅団地及びマンション等の再開発による、若いファミリー層等の転入が転出を超過して

いる状況にあり、政令市の一翼を担う活力のある地域といえる。 

 平成 27 年 3 月末時点の人口は、138,000 人（58,000 世帯）。就業者 63,000 人。 

 なお、平成 17 年に北部中山間地域の旧湯来（ゆき）町（人口 6,000 人、3,000 世帯）を編入。 

 

（２）地域経済・産業の状況 
 
 産業面においては、地域最南部の瀬戸内臨海部に大手の建設重機製造業者等が進出しているものの、造

船や自動車に代表される“製造業の町広島”のイメージとは一線を画している地域といえる。 

 当地域においては、長年にわたるベッドタウンとしての発展を背景として、地域内の居住者や就業者（併

せて約 20 万人）に向けた小売業やサービス業等の第 3 次産業が活発であり、年間の商品販売額は 2,200

億円を超える。 

 旧来からの事業者だけでなく、起業にも向いた地域特性という判断から創業者も多く、結果としてテナ

ントの入れ替わりや、開廃業に伴う商工会への加入・脱会の件数も多い（平成 25 年度商工会加入 181 件、

脱会 102 件／平成 26 年度加入 143 件、脱会 109 件）。 

 主な商業集積は南部の平野部から中部丘陵地を中心に広がっており、地域内各地に 12 の商店街を形成

している。多くの商店街は食品スーパーを中核として、多種多様な店舗にて構成されているが、その事業

者の殆どが近隣型小圏域の小規模事業者である。これらの事業者は、近隣の広島市中心部に最新のトレン

ドを扱う大規模商業集積がある関係上、買回り品を扱う店舗は少なく、主として食料品や日用品、日常の

生活に関連するサービス等を扱う店舗が多い。 

 また、当地域が都市部、人口密集地ということもあり、全国チェーンの飲食店、コンビニ、家電量販店

やホームセンター、格安の理美容院等、多くが出店しており競合が特に激しい地域とも言える。 

 直近の状況においては、平成 27 年 6 月に隣接市である広島県廿日市市に 200 の専門店を備えた大型複

合商業施設が開店し、また、地域内の中部丘陵地においても、西日本最大級の複合商業施設の建設が予定

されている等、購買力の動向が大きく変動する可能性がある。 

 なお、北部中山間地域（旧湯来町）については、江戸期から歴史のある温泉地や、地勢を活かした酪農

業による乳製品等、地域資源を活かした観光産業が活発な地域であり、上述の南部・中部地域とは状況を

異にしている。 
  
 

＜広島市＞ 

佐伯区

北部中山間地域
（酪農・観光） 

中部丘陵地域
（住宅団地） 

南部平野部
（中心市街地）

厳島、宮島
（廿日市市）

瀬戸内海

平和公園 
（広島市中心部） 
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 ＜地域における産業分類（平成 24年経済センサスより）＞ 

 全体 サービス 小売 建設 製造 卸売 その他 

事業所数 4,054 1,387 1,021 634 252 250 510 

割合 100.0％ 34.2％ 25.2％ 15.6％ 6.2% 6.2％ 12.6％ 
 
  ※全 4,054 事業所のうち、小規模事業者数 3,320 事業所（82％） 

  ※全事業所のうち、約 60％が、第 3次産業（小売業・サービス業）の事業者 

  ※建設業については、当地域内を商圏とするよりも居住地として所在している事業者が多い（一人親方等） 

  ※その他業種は、当地域が都市化されるに伴ってアパート経営等を始めた、昔ながらの不動産業が多い 
  
（３）地域経済・産業の問題点 
 
 このような状況から、小売、サービス業等を主要産業とする当地域における、地域経済・産業の問題点

を以下のとおり集約することができる。 
 
 ①今後想定されている地域発展の鈍化（将来の衰退）は、これまで地域の発展に併せて事業を展開させ

  てきた小規模事業者が、その状況の変化（高齢化、人口減少等による需要の低下等）にうまく適応 

  することが出来ず、売上減少、経営不振に繋がる危険性がある。 

 ②全国チェーン店や量販店等の出店加速、また、大型複合商業施設の開業は、地域への流入人口の増加

  をもたらす反面、小規模事業者にとっては、これらの店舗との激しい競合にさらされることとなり、

  売上減少、経営不振に繋がる危険性がある。 

 ③上記①・②による小規模事業者の経営環境の悪化は、新規創業や後継者への事業承継の妨げとなるこ

  とが考えられ、小規模事業者を中心とした商工業者数の減少、商店街の衰退が懸念される。 

 ④小規模事業者や商店街の衰退は、中心市街地の空洞化に繋がる恐れがある他、地域内の中部、北部に

  広がる古い住宅団地に住む高齢者等を中心として、買い物弱者を発生させる懸念があり、地域におけ

  る都市機能や活力が損なわれる恐れがある。 

 ⑤観光産業を主体とした北部地域については、社会情勢の変化や消費ニーズの多様化等によって観光客

  が減少傾向にあり、宿泊施設や店舗の廃業が増加、地域産業の衰退が進行している。 
 
  

２．商工会の役割と小規模事業者の中長期的振興のあり方 
 
（１）五日市商工会の役割 
 
 高度成長、地域発展に伴い安定した経営をおこなっていた多くの小規模事業者からは、これまで、税務・

労務・金融といった側面的な支援を求められる事が多く、五日市商工会では、経営改善普及事業を中心と

した支援事業を実施することにより、その支援ニーズに応えてきた。 

 しかし近年、経営環境が悪化している小規模事業者からの経営相談が増加する傾向にあり、その相談内

容も、販売戦略、財務改善、事業承継等、経営に直結した複雑かつ高度化した内容に変化してきている。

 このような状況下において、小規模基本法の制定及び小規模支援法が改正され、五日市商工会の果たす

べき役割は更に重要となっている。地域内の小規模事業者は、地域発展の陰り、競合の激化等を起因とし

た、様々な経営課題に直面しており、これらに対してこれまで以上の的確な支援事業を実施し、小規模事

業者の経営が将来にわたって持続的に発展するよう、最も身近で、常に寄り添う支援機関としての役割が

求められている。 

 また、国・県・市等の行政のおこなう中小企業向け施策を広く普及、浸透させながら、商工会の支援事

業（※１）を実施するとともに、他の支援機関と連携して、小規模事業者に対する多面的な支援体制を構築

することにより、地域における中核的な支援機関としての役割が期待されている。 
 
 （※１） 国 …経営発達支援事業を中心とした支援事業等 

     広島県…経営改善普及事業を中心とした支援事業等 

     広島市…市の提唱する「200 万人広島都市圏」を実現するにあたり構築を目指す「ローカル都市圏」の形成を踏まえ、ヒト・モノ・カネ・

         情報を呼び込み循環させるための支援事業等 
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（２）地域内における小規模事業者の中長期的振興のあり方 
 
 当地域は、地域内居住者、就業者等に向けた小売・サービス業が活発であり、日常生活を営むうえで大

変高い利便性を有する地域である。これまでこれを支えてきたのは、全事業者の 8割を占める小規模事業

者であり、今後もこれを維持し、更なる地域経済の成長を実現するためには、小規模事業者の持続的発展

が必要不可欠である。 

 しかし、上記に示した諸問題等を起因とした小規模事業者の経営不振や廃業等による減少、衰退は、地

域経済の根幹を揺るがし、雇用の低下、ひいては地域全体の活力低下に繋がることが懸念される。 

 当商工会は地域内における主要な支援機関として、今後 10 年程度の中長期にわたる小規模事業者の振

興のあり方について以下のとおり定義し、これを実現するために、経営発達支援事業を含めた各種支援事

業を実施していく。 
 

＜当地域における中長期にわたる小規模事業者振興のあり方＞ 

 ①地域内の小規模事業者の多くが、自社を取り巻く内外の環境に適応しながら経営力を向上させ、 

  利益を確保、持続的な発展を実現させる。 

 ②上記①を実現する小規模事業者を増加させ、承継による次世代への事業の継続を進めるとともに、 

  新規創業者の拡大を推進することにより、地域経済の源泉ともいえる小規模事業者を増加させ、 

  将来にわたっての地域経済の活力を維持、増大させる。 
  
３．経営発達支援事業の目標・方針 
 

（１）目標 
 
 ①個社支援（経営発達支援後、小規模事業者がどのようになっているのか） 

  上記で示した小規模事業者の中長期的振興のあり方を達成する為には、当地域における多くの小規模

  事業者が、地域の発展に併せて事業を維持、拡大（需要拡大に伴い自然と売れる）してきた従来型の

  経営手法から脱却していく必要性がある。 

  経営発達支援事業はこれを推進する為に取り組むこととし、地域内の各小規模事業者や創業者が自社

  の内外の状況を正しく理解したうえでポジショニングを明確化し、「誰に、何を、どのように売るの

  か」という経営方針を打ち出した事業計画を策定、実施する他、これを補完するような各種情報収集

  や新たな需要開拓、小規模事業者に密接な繋がりのある地域経済の活性化に繋がる支援を商工会が実

  施していく。そして今後当地域において想定される需要の低下や、大型店等との競合・共存にも対応

  しうる、「小さくてもキラリと光る、魅力ある店･選ばれる店･利益の出せる店」として、小規模事業

  者の持続的な発展を達成させていく。なお、当商工会においては経営指導員 7名が中心となり、事業

  計画の策定、実施等の支援に取り組むこととし、その件数を年間 84 件以上(1 経営指導員あたり 12 

  件)に設定、目標を達成する小規模事業者を増加させる。 
 

 ②地域経済の活性化に資する取組 

  行政や地域の関係諸団体等と定期的な情報共有を図りながら連携し、既存の祭りイベントに終始する

  ことなく、地域の特性や観光資源（例：南部の商業集積、外国大型客船の寄港、北部の温泉・酪農等）

  を活かした取り組みをおこなうことにより、地域経済の活性化に寄与する。 
 

（２）方針 
 
 当地域においては、上述のとおり地域内の居住者や就業者へ向けた第 3次産業が主要な産業であること

から、まずは、小売・サービス業を営む小規模事業者を支援対象の中心として経営発達支援事業を実施し、

その成果やノウハウを蓄積、ビジネスモデルを確立して、他業種の小規模事業者支援にも波及させる。 

 また、最も身近な支援機関として、商工会が常に使命感を持って継続した伴走型支援をおこなうことを

前提として各取り組みを実施することにより、小規模事業者の持続的発展を実現させる。 

 なお、継続的、効果的支援の実現の為、定期的に事業の見直しや改善を実施する体制を構築するととも

に、本経営発達支援事業外の既存事業（部会活動、イベント等）についても、支援機関としての使命、役

割を踏まえたうえで見直しおこない、その実施の是非を含めて改めて検討する機会として活用する。 
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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】 
 
（１）現状と課題 
 
 地域内の 15 事業所（業種毎に 3 件程度）を対象として四半期毎に中小企業景況調査を実施しているも

のの、広島県商工会連合会を通じた中小企業庁への報告に留まっており、その調査数も少ないため、地域

の経済動向を把握、活用するにはその情報量が不足している。また、他では特段の調査は実施しておらず、

小規模事業者も、その調査について重要視していないのが現状である。 

 地域の経済動向調査は、ヒアリングした小規模事業者からの生の声を支援事業に反映させることが出来

る他、小売・サービス業を中心とした当地域の小規模事業者にとっては、商圏とする当地域において、同

業者等の動向や景況を正しく理解し、その実情に応じた事業運営をおこなう為の重要な指針・情報となり

得るため、商工会として質・量の両面を備えた調査を実施し、これを正確に取りまとめる必要がある。 

 また、これらの情報については、その重要性を小規模事業者に充分認知させるとともに、実際の経営の

参考としていただく為、広く情報発信する手段が必要である。 
 

（２）事業の内容 
 

 ①地域内小規模事業者への景況調査およびレポート取りまとめ 

  これまでの調査数不足を改善し、定性的、定数的に有効性のある調査量を確保するため、全業種の小

  規模事業者を対象として、年 1回、中小企業景況調査と同等の内容の調査を実施し、地域内における

  景況状況の把握をおこなう。なお、調査結果については、下記③・④で全体の調査結果を広く公表、

  活用するとともに、小売・サービス業については、特にスポットを当てた「地域内の第 3次産業景況・

  動向レポート」として取りまとめる。 
 
 ｛調査時期｝ 

 ・ 4～8 月に、小売業を中心に全業種調査。9月頃、小売業編レポートを取りまとめ 

 ・10～2 月に、サービス業を中心に全業種調査。3月頃、サービス業編レポートを取りまとめ 

 ｛調査方法｝ 

 ・経営指導員等の巡回、窓口相談時において積極的に聴き取りを実施する他、年度毎に調査数の増大を

  想定していることから、広島県や広島市、民間のシンクタンク等がおこなっている類似調査を有効活

  用する他、必要に応じて調査員を配置して実施する。なお、調査した各小規模事業者への翌年以降の

  調査時期は、前年とおおよそ同月になるよう調整。 

 ｛想定する調査項目｝ 

 ・売上、客単価、客数、仕入、利益、従業員、景況感等の前年比較、増減調査 

 ・今後の設備投資予定、直面する経営課題（競合激化、需要停滞、従業員確保等） 他 

 ｛備考｝ 

  なお、スーパーや量販店等の大型店やチェーン店についても、同様の調査への協力を要請、調査を実

  施することとし、当地域における小売・サービス業全体の動向を把握するとともに、小規模事業者と

  の比較資料として取りまとめをおこなう。 
 

 ②地域内商店街の実態調査およびレポート取りまとめ 

  地域内商店街の上部団体である佐伯区商店連合会と連携して、12 の商店街に対し年 1～2回、各種調

  査を実施する。調査内容は、各商店街の通行量や客層、また近隣大型店等との競合・共存等の関係性、

  空き店舗の状況、商店街毎の取組等を調査し、地域内商店街の実態と、地域における購買動向を把握

  するとともに、それに付随する小規模事業者の課題抽出及び、経営分析や事業計画の策定に繋げる。

  なお、調査結果については、「地域内の商店街レポート」として取りまとめる。 
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 ③「佐伯区の経済動向セミナー」の開催 

  上記①・②の調査結果を広く情報発信し、経営に活かしていただくため、地域内の小規模事業者向け

  にセミナーを開催する。経営指導員が講師を務め、プレゼン能力等、職員の資質向上に連動させる 

  （Ⅲ-2．経営指導員等の資質向上に関すること）。 
 

 ④調査結果の提供及び利用手段（上記セミナー以外） 

 ・上記①・②の調査結果（レポート等）について、その情報の有用性を充分に示しながら、常時最新デ

  ータを商工会の窓口で閲覧可能な状態とするとともに、商工会報誌やホームページに掲載する。 

 ・経営指導員による経営相談時において、レポートやセミナー資料を積極的に活用し、小規模事業者へ

  幅広く提供、各事業者の事業運営の指針のひとつとしていただく。 
 

（３）事業の成果と活用方法 
 
 ・小規模事業者が情報の有用性を理解し、今後の自社の事業計画（経営方針や事業展開）を策定、実施

  するうえでの重要な要素の一つとなり得る他、策定後についても計画内容の修正、見直しに役立つ。

 ・調査によって、業績悪化や重要な経営課題に直面している小規模事業者の把握に繋がり、以後の経営

  状況分析、事業計画策定支援等、商工会の支援を必要とする対象先の把握に寄与する。 

 ・調査で得た情報や小規模事業者からの生の声は、今後の商工会の支援事業立案時において、これを反

  映させた事業計画として実施することが出来る。 
 

（４）事業の目標 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 備考 

景況調査件数 15 500 650 800 950 1,100  

地域内の第 3次産業 

景況・動向レポート 
未実施 2 2 2 2 2 

小売・サービス各

年度各 1回 

商店街調査回数 

（調査商店街数） 
未実施 

1 

（12）

2 

（24）

2 

（24）

2 

（24）

2 

（24） 
※1 

地域内の商店街 

レポート 
未実施 1 2 2 2 2 ※2 

経済動向セミナー 

（参加事業所数） 
未実施 

1 

（30）

2 

（60）

2 

（60）

2 

（60）

2 

（60） 
※3 

           ※１･2・3… H29 年度からは半期ごとに、年２回実施 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

（１）現状と課題 
 
 地域の発展（人口増等）に鈍化傾向が見られることや、大型店やチェーン店等との激しい競合が続く状

況下において、当地域の小規模事業者が今後も持続的に発展していく為には、限られた経営資源を集中し

た、小さい店舗ならではの商品・サービス提供を実現することが求められるが、その前提として必要不可

欠なのが、各小規模事業者が自社の経営状況を正しく理解しておくことである。 

 また、商工会も同様に、これらの小規模事業者の経営状況を正しく理解、分析したうえで、各事業所の

状況にマッチした支援を実施しなければ、効果的な支援事業にはなり得ない。 

 しかしながら、当地域の小規模事業者で、これを理解、実現している事業者は極めて少ないのが現状で

ある。多くの小規模事業者が、少ない経営資源をやりくりしながら日々、目先の仕事に追われており、 

結果として、将来の展望が見えないまま悪循環に陥っている場合が多い。 

 これらのことから、商工会がこれまでおこなってきた経営分析支援は、金融機関に提示するための単な

る数値目標であったり、補助金目的の状況分析に過ぎなかった面があるため、これを改善、効果的な支援

内容となるよう、改めて見直しをおこなう必要がある。 
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（２）事業の内容 
 
 ①支援ニーズの掘り起し（どのように支援先を集めるのか） 

  経営状況分析は、各小規模事業者がその重要性に着目し現状認識を改めたうえで、その後の事業計画

  の策定等に繋がるようにおこなわなければ効果的な取り組みにはなり得ない。従って、まずはそのニ

  ーズの掘り起しを図るための啓蒙方法として以下の取り組みを実施する。 
 

 Ａ．経営相談時における支援ニーズの掘り起し 

  巡回、窓口等の様々な経営相談時において、融資斡旋、税務、労務等、その相談内容に限定したアド

  バイスだけでなく、中長期的な安定経営の為の必要な取り組みとして、経営状況分析の目的や必要性

  について充分に説明、周知することにより、経営状況分析とその後に続く事業計画策定、実施に向け

  た支援ニーズの掘り起しに繋げる。 

  また、商工会の経理システム「ネット de 記帳」を活用し、利用者等に対して記帳専任職員による財

  務分析システムの説明、利用促進をおこなう。経理・税務業務にほぼ限定していた本システムの活用

  状況を改善し、更なる支援ニーズの掘り起しに繋げる。 
 
  （例）商工会が労働保険事務を代行している小規模事業者の店舗で働く従業員の離職率が大変高い状況にある。

     これまでは事務代行の範囲内（雇用保険手続き等）の支援に留まっていたが、代表者に対して、従業員 

     の雇用が定着していないことの経営への弊害をアドバイスするとともに、その原因について調査、改善 

     させる為に、経営状況分析を商工会と一緒に取り組まないかと提案することとした。 
  
 Ｂ．啓蒙セミナーの開催による支援ニーズの掘り起し 

  小規模事業者に対して、経営状況分析の必要性を啓蒙し、各事業者が自社を取り巻く内外の経営状況

  を正しく理解、分析していくためのセミナーを開催し、以後の事業計画策定、実施を視野に入れた内

  容を盛り込みながら、継続した支援ニーズの掘り起しに繋げる。開催告知は、商工会会報誌やホーム

  ページの他、地域情報誌等においても広報、掲載して地域内小規模事業者(既存事業者の他、創業予

  定者も含む）の参加を広く促す。 

  なお、本セミナーについては経営指導員が講師を務め、プレゼン能力等、職員の資質向上に連動させ

  る（Ⅲ-2．経営指導員等の資質向上に関すること）。また、セミナーの内容や資料は、会報誌やホー

ム 

  ページ等にて掲載する他、経営相談時等で有効に活用し、経営状況分析の必要性を広く周知する。 
 

 ②経営状況分析の具体的支援方法（どのように分析、支援するのか） 
 
  上記①等の取り組みにより、経営分析が必要となった小規模事業者に対しては、経営指導員を担当配

  置することとし、各事業者の状況に応じた聴き取りをおこなったうえで必要となる分析内容を抽出、

  選択して支援を実施する。なお、以後の事業計画の策定、実施支援についても引き続き担当した経営

  指導員を中心として一貫性のある伴走支援をおこなう。 
 
 ｛想定される聴き取り項目｝ 

 ・提供する商品、サービス ・販路（商圏・顧客） ・売上高 ・付加価値額 ・借入残高 

 ・人材（従業員数等） ・承継意識（後継者の有無） ・経営計画（経営意欲・目標）の有無 他 
 
 ｛想定される経営状況分析内容｝ 

 ・財務分析 ・商圏強度分析 ・ＡＢＣ分析 ・競合状況（顧客・商品構成等のポジショニング） 

 ・内部要因（強み・弱み）、外部要因(機械・脅威) ・ＳＷＯＴ分析 他 
 
 ｛備考｝ 

 ・これらの分析においては、Ⅰ-1.地域の経済動向の調査に関すること（競合状況）や、Ⅰ-5.需要動向

  調査に関すること（商圏強度）で取り組む各種調査の結果を充分に活用して実施する。 

 ・高度な分析が必要な場合は、「ミラサポ」や「広島県よろず支援拠点」等の他の支援機関と連携し、

  専門家派遣等を積極的に活用する。その際は、経営指導員も同席してＯＪＴを実施、支援力の向上に

  も努める（Ⅲ-2．経営指導員等の資質向上に関すること）。 
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（３）事業の成果 
 
 ・小規模事業者が、自社の状況を正しく理解、分析することで、今後、どのようにすれば商圏とする 

  当地域において「小さくてもキラリと光る、魅力ある店・選ばれる店・利益の出せる店（※1）」に 

  なり得るのかという、事業所としての大きな方向性（誰に、何を、どう売るのか等）が定まる。 

 ・その結果、以後、これを具現化する為のアクションプランや目標といった事業計画の策定、実践に 

  繋げることが出来る。 

 ・商工会が、小規模事業者の経営状況を正しく理解、分析することにより、創業期、成長期、成熟期等、

  それぞれの小規模事業者のシーンやステージにあった支援事業を実施出来る。 
  （※１）P3.経営発達支援の目標①/個社支援（経営発達支援後、小規模事業者がどのようになっているのか）に記載 
 

（４）事業の目標 

 ※1… 実際の経営分析支援件数の約 3倍を想定 

 ※2… 経営指導員 7名×12件を基準（1月あたり 1件）とする。なお、経営分析支援件数≒事業計画策定支援件数として設定 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

（１）現状と課題 
 
 当地域における小売・サービス業等の小規模事業者が、今後も持続的な発展を維持するためには、自社

の内外の状況を的確に捉えた経営分析をおこなったうえで、これを基礎とした事業計画を策定、実施して

いくことが必要不可欠である。しかしながら、多くの小規模事業者は明確な経営方針や事業計画を有して

おらず、経営判断に迫られた場合においても、それまでの経験やカンに頼った場当たり的な経営をおこな

ってしまい、結果として販売ロスや業績低迷に繋がっていることが考えられる。 

 近年の新たな支援施策のひとつである小規模事業者持続化補助金の申請等（※１）によって、徐々に事業

計画に対する重要性が認識されつつあるものの、補助金の獲得を目的とした一過性の計画策定に終始して

しまう事業所も多い。これは、商工会の支援が補助金セミナー等によってどの小規模事業者に対しても画

一的な説明、支援になってしまったのも原因であると考えている。 

 このような状況下で、小規模事業者が持続的発展のために、自社の「経営の羅針盤」として事業計画の

策定をおこなうよう、商工会が再度支援の在り方を見直したうえで、これに取り組む必要がある。 
  （※１）…当商工会では平成 27 年度に 154 件（うち、小売・サービス業は 127 件）が申請、100 件の採択があった 
 

（２）事業の内容 
 
 ①支援ニーズの掘り起し（どのように支援先を集めるのか） 

  経営状況分析支援と同様、事業計画の策定支援は、その重要性を充分に小規模事業者に示し、理解い

  ただいたうえで実施しなければ効果的な取り組みにはなり得ない為、まずはその啓蒙とニーズの掘り

  起しを図るため、以下の取り組みを実施する。 
 
 Ａ．経営相談時における支援ニーズの掘り起し 

  Ⅰ-2.経営状況の分析支援に併せて、巡回、窓口相談時において、事業計画策定の必要性を示したう

  えで、その策定支援のニーズ掘り起しをおこなう。また、商工会の会報誌等において、特集ページを

  組み、「事業計画の策定は、一過性では無く、経常的に小規模事業者に必要な取組」として、特に重

点 

  的に周知を図る。 
 
 Ｂ．啓蒙セミナー開催による支援ニーズの掘り起し 

  Ⅰ-2.経営状況の分析支援に示した経営状況分析の啓蒙セミナーに併せて、事業計画策定支援の重要

  性についても説明、周知して、その策定支援ニーズの掘り起しに繋げる。本セミナーについては、経

  営指導員が講師を務め、プレゼン能力等、職員の資質向上に連動させる（Ⅲ-2．経営指導員等の資質

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 備考 

巡回・窓口相談時での 
啓蒙（全職員による） 

未集計 260 270 280 290 300 ※1 

啓蒙セミナー 
（参加事業所数） 

未実施 
1 

（30）
2 

（60）
2 

（60）
2 

（60）
2 

（60） 
 

経営分析支援件数 約 50 84 88 92 96 100 ※2 
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  向上に関すること）。また、セミナーの内容や資料は、会報誌やホームページ等にて掲載する他、経

営 

  指導員の巡回相談時等でも有効に活用し、広くその必要性の周知を図る。 
    
 ②事業計画策定の具体的支援方法（どのように支援するのか） 

  これまでの画一的な支援方法を改善するため、各小規模事業者のシーンやステージに併せた支援を実

  施することにより、小規模事業者の将来にわたる目標・ビジョンに沿った事業計画の策定支援に取り

  組む。また、経営状況分析支援から引き続いて、小規模事業者それぞれに経営指導員を担当配置し、

  分析支援から事業計画策定、その実施までの一貫した伴走型の支援に取り組む。 
 

 Ａ．創業期にある小規模事業者への支援 

  地域内の創業希望者や創業間もない小規模事業者に対しては、商工会の創業支援について、地域情報

  誌等に折込、広告を掲載するとともに、フェイスブック等のＳＮＳ、ホームページ等で積極的に告知

  をおこなう（支援ニーズの掘り起しに関連）。 

  なお、創業のタイミングや準備の進捗状況が事業者毎に異なることを考慮し、それぞれの状況に応じ

  た創業計画（事業計画）の策定支援や、経営スキル向上のための創業支援をおこなうことから、日程

  を定めたセミナーは開催せず、原則として個別対応で支援する。 

  また、その支援にあたっては、日本政策金融公庫広島支店等、金融機関と連携した創業者向け資金制

  度の他、広島県事業引き継ぎセンター（下記Ｃ．にて記載）との連携による事業承継のマッチング、

  また、創業補助金等の各種支援制度の積極的な活用を推進する。 
 

 Ｂ．成長期にある小規模事業者への支援 

  経営状況の分析を実施した小規模事業者等に対しては、担当する経営指導員が引き続いて伴走型の支

  援を実施し、事業所毎の課題解決及び目標達成のための事業計画策定の支援にあたる。 

  平成 27 年度、多くの申請があった小規模事業者持続化補助金を通じて、引き続き事業計画策定支援

  にあたる他、新商品・サービスの開発、提供を計画する小規模事業者に対しては、ものづくり補助金

  等の積極的活用を周知、推進していくが、補助金目的の一過性の計画とならないよう、採択後も継続

  的な支援に努める。 

  また、第二創業、経営革新の推進や、事業計画において資金調達が必要な事業者については、日本政

  策金融公庫広島支店と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用を積極的に推進する。
 

 Ｃ．成熟期（承継期）にある小規模事業者への支援 

  後継者不在等による事業の継続・承継に課題を抱える小規模事業者に対しては、広島県事業引き継ぎ

  支援センターと連携し、引き継ぎを希望する事業者（創業希望者）を紹介することにより、当地域に

  不可欠な事業所を存続させること、及び意欲ある創業者による起業を同時に実現出来るような支援に

  努める。   

 Ｄ．高度な経営課題のある小規模事業者への支援（上記Ａ～Ｃ全ての事業者対象） 

  事業計画の策定段階にある小規模事業者のうち、新商品開発や販売戦略等、高度な支援を要する支援

  先に対しては「ミラサポ」や「広島県よろず支援拠点」等と連携し、それぞれの課題にあった専門家

  を積極的に活用して、多面的な支援を実施する。なお、経営指導員についても専門家派遣の際は、同

  席のうえＯＪＴを実施、支援能力向上に努める（Ⅲ-2．経営指導員等の資質向上に関すること）。 
 

（３）事業の成果 
 
 ・小売・サービス業を中心とした地域の小規模事業者が、場当たり的な経営から脱却し、事業計画に沿

  った事業運営を実現することで、将来を見据えた持続的発展を実現するための経営が可能となる。 

 ・商工会が、小規模事業者それぞれのステージに合った事業計画の策定に伴走して取り組むことで、 

  その事業者の状況に応じた支援策を都度、実施することが可能となる。 
 

（４）事業の目標 

目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 備考 

啓蒙セミナー 

（参加事業所数） 
未実施 

1 

（30）

2 

（60）

2 

（60）

2 

（60）

2 

（60） 
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              ※１… 経営指導員 7名×12件を基準（1月あたり 1件）とする 
 
   

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

（１）現状と課題 
 
 限られた経営資源しか持たない小規模事業者こそ、策定した事業計画を自社の「経営の羅針盤」として

活用させ、それに沿った事業をおこなっていくことが不可欠である。しかし、せっかく事業計画を策定し

ても、策定自体が目的となってしまい、実際に計画通りに進捗した事業者は少ないのが現状である。 

 また、商工会も策定後の定期的な確認や、計画実施に向けた組織的な後押しについて、支援の仕組みを

持っておらず、結果として、フォローアップが充分におこなわれていない状況にあると言える。 

 これらのことから、事業計画の策定支援をおこなった小規模事業者に対しては、その計画実施に向けて、

商工会が常に伴走支援をおこなうとともに、補助金や融資制度等、各種支援制度を活用した場合でも、一

過性とはならない充分なフォローアップをおこなう支援のスキーム作りが必要不可欠である。 
 

（２）事業の内容 
 
 ①経営指導員による担当制（通年） 

  経営状況分析、事業計画策定から引き続き、小規模事業者それぞれに経営指導員等、担当者を配置し、

  巡回での聴き取り等によって、常時その実施状況を確認して予実管理をおこなう。 

  また担当者は、事業計画の実現に向けて「商工会がいつまでに何を支援するのか」を検討、整理した

  うえで各種支援を推進し、その際のアドバイスや内容については、既存の指導カルテ等に記録のうえ、

  第三者でも理解、把握出来るよう保存する。 
 

 ②商工会全体での予実状況の一元管理（四半期毎～1年毎） 

  全支援先の事業計画の予実状況を簡易的にデータベース化、商工会で一元管理をおこなう。全担当者

  による全体ミーティングにてこれを確認して、意見交換や情報共有を図り、支援先の状況に応じた最

  適な支援方法を複数の経営指導員（≒商工会全体）によって検討し、実践する。 

  なお、データベースにて予実を管理する内容は下記表の内容を想定しており、小規模事業者が実践す

  べき項目（アクションプラン）と、商工会が支援すべき項目（支援プラン）の両面を確認する。 

  また、それに併せて事業計画書内に設定された数値目標（ＫＰＩ）についても予実管理を実施し、 

  事業計画の実施による、各小規模事業者の業績等の効果についての把握もおこなう。 

  このような支援スキームを採用しながら、小規模事業者と商工会が常に伴走して事業計画の実施に向

  けて取り組み、事業計画の見直しや修正についても、必要に応じて検討、実施しながら進める。 

  

 ③その他支援機関との連携等による支援 

 Ａ．金融支援 

 ・事業計画において、設備投資等の資金調達が必要な小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫広島

  支店と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「マル経融資」を積極的に活用する他、 

  その他の金融機関の制度資金等も有効に活用し、計画の実現を後押しする。 

 ・事業計画を策定、実施して、厳しい資金繰りや財務内容の改善、事業再生を目指している小規模事業

  者に対しては、貸付をおこなっている金融機関と連携し、その事業計画の進捗状況について定期的に

  情報共有をおこなうことで、金融機関の意見やアドバイスを反映させながら支援を実施する。 

事業計画策定 

支援件数 
約 50 84 88 92 96 100 ※１ 

頻度 データベース項目 具体例 

四半期毎 
（アクションプラン） 
 小規模事業者が、いつまでに何をするのか？ 

新商品開発、チラシやＨＰ作成等の広告戦略、
店舗ファサードの改善、社員教育 他 

四半期毎 
（支援プラン） 
 商工会が、いつまでに何を支援するのか？ 

専門家による支援、資金調達支援、 
補助金申請支援、プレスリリース支援 他 

1 年毎を 
想定 

（数値目標・ＫＰＩ） 
 数値的目標は達成されているか？ 

単年度売上目標、来店客数、客単価、 
ＨＰへのアクセス件数 等 
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  本取り組みについては、金融機関外の公的支援機関である広島県中小企業再生支援協議会（事業再生

  に特化した支援機関）に対しても必要に応じて意見を求める等、様々な支援機関と連携することによ

  り、多面的支援をおこなう。 
  

 Ｂ．他の支援機関や専門家の活用 

  事業計画策定後において、計画見直しや新たな課題の発生等、高度な支援を要する小規模事業者に対

  しては、「ミラサポ」や「広島県よろず支援拠点」等と連携し、それぞれの課題にあった専門家を 

  積極的に活用して、多面的な支援を実施する。なお、経営指導員についても専門家派遣の際は、同席、

  ＯＪＴを図り支援能力向上に努める（Ⅲ-2．経営指導員等の資質向上に関すること）。 
 

（３）事業の成果 

 ・小規模事業者が事業計画にて設定した目標（売上や収益等）を確保することにより、将来にわたる事

  業の持続的な発展に繋げることが出来る。 

 ・商工会が支援スキームを構築することにより、経営指導員の異動・退職・担当替え等があった際も 

  スムーズな引き継ぎを実現し、継続的な伴走支援を実施出来る。 
 

（４）事業の目標 
 
              ※1… 四半期毎に状況を確認し、フォローアップを実施 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

（１）現状と課題 
 
 当地域の小売・サービス業を中心とした小規模事業者の多くは、近隣型小圏域を商圏としているが、今

後も事業の持続的発展を実現するためには、店舗周辺の需要動向（消費者層、市場ニーズ等）を的確に把

握し、それに沿った販売戦略、商品開発等を踏まえた事業計画を策定、実施することが不可欠である。 

 しかしながら、当地域においては地域の発展に伴う需要の増大が続いてきた背景から、未だ、「何もし

なくとも自然と売れる」といった経営感覚から抜け切れず、マーケットインの視点を持たない小規模事業

者も多い。また、それに着目した小規模事業者についても、各個で膨大な情報から必要なものを抽出し、

需要にマッチした商品、サービス等を提供していくのは現実的に難しい側面があり、結果として需要と供

給にミスマッチが生じ、経営に影響が出るケースも少なくない。 

 商工会としても、当地域における需要動向を調査する仕組みや制度は持ち合わせておらず、経営指導員

が、巡回や窓口相談等で経営者や地域住民等と会話する中で、その動向を把握、小規模事業者へアドバイ

スする程度に留まっているのが現状である。 

 上記のことから、商工会の既存の支援体制を改善し、小売・サービス業等の小規模事業者が必要とする

商圏内の需要動向を商工会が正確に調査、小規模事業者へ広く提供していくことが必要である。 
 

（２）事業の内容 
 
 ①商圏分析サービスを活用した店舗（小規模事業者）周辺の需要動向調査 

  独立行政法人統計センター「ｊＳＴＡＴＭＡＰ」や、㈱日本統計センター「Ｍｉｅｎａ」等による 

  商圏分析サービスを活用し、小規模事業者が商圏とする店舗周辺地域の特性を調査する。 
 
 ｛調査内容｝ 

  （Ａ）小規模事業者の各店舗毎の周辺（半径）調査 

  （Ｂ）地域内の町別調査（当地域は約 30 程度の町・地区に分けることが出来る） 

  上記Ａ・Ｂとも店舗周辺に、どのような消費者層が、どの程度の購買力を持ち、何の品目に特に消費

  活動をおこなっているのかを調査する（例：消費者の規模・層、富裕、流入、品目毎の購買力他）。

 ｛調査対象｝ 

  特にＡについては、対象とする小規模事業者を、本経営発達支援事業において事業計画を策定、実施

目標 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32年度 備考 

フォローアップ回数 
（事業所数） 

約 25 
（約 50） 

336 
（84） 

352 
（88） 

368 
（92） 

384 
（96） 

400 
（100） 

※１ 
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  する支援先 84 件を中心に実施し、調査結果を事業計画内の新商品開発や販売戦略に活用する。 
 
  （例）飲食店の周辺調査をしたところ、これまで店主が想像していたよりも若いファミリー層が増加している 

     傾向にあり、また外食頻度も高いことが判明した為、これまでメニューに無かった子供向けメニューを 

     新たに開発し、店舗周辺家庭へそれを入れ込んだチラシをポスティングすることとした。 
     
 

 ②商工会主催の祭りイベントにおける来場者（消費者）へのアンケート調査 

  当商工会では、毎年 4月に地域南部・中部の住民を対象として、また 11 月には北部住民を対象とし

  た地域振興イベントを開催している。これらの催しの来場者の多くは地域内での購買層でもあるた 

  め、消費者の生の声をアンケート（聴き取り）によって調査する。調査方法は当日、調査員を配置 

  して実施。 
 
 ｛イベントの概要｝ 

  従来型の祭りイベントであり、4月開催分については 2日間で延べ 5,000 名、11 月開催分も、1日で

  約 2,000 名が来場する。当日は各種食べ物屋台やステージイベント等を実施、30 年余り続くことから

  地元での認知度も高く、若いファミリー層から高齢層まで、地元住民を中心に幅広い来場者がある。

 ｛調査対象} 

  イベント来場者のうち、地域内の居住者、就業者の他、近隣地域の居住者層等、日常での消費活動を

  当地域内でおこなう来場者を想定。 

 ｛調査内容｝ 

  当日のイベント会場内での屋台等の販売品目についてでは無く、日常での消費活動、特に生活に関連

  する商品、サービス等（※１）について調査をおこなうこととし、その購入動機や現在の主な購入先、

  嗜好性の他、小規模店舗へのニーズ（どうすれば消費者に選ばれる店になりうるか）等を中心として

  調査することで、小規模事業者の販売戦略、新商品開発等の事業計画の策定・実施に活用する。 

    （※１）…当地域の小規模事業者の主な取扱い品は日用品が中心。買回り品取扱店は少ない為 
 
 

  （例）購入動機の声の中に、高齢者を中心として料金面よりも付加価値（日常の困りごとを気軽に頼める店、 

     アフターフォロー等）を重視するとの声が多かった為、家電小売業を営む小規模事業者は、ターゲット 

     を高齢者に特化して事業計画を策定、実施することとした（高所の電球の訪問交換サービスの開始等） 
 
  

 ③近隣物産店等での調査（Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関することに連動） 

  広島県商工会連合会が運営する「ひろしま夢ぷらざ（広島市中心部のアンテナショップ）」等の各物

  産店では、当地域の小規模事業者の商品も扱っている。 

  これらの店舗における売れ筋商品や購入する年齢層、性別等について、各店より情報収集をおこない、

  出品中の小規模事業者に対して情報を提供することで、以後の販売品目の検討材料とする他、出品し

  ていない小規模事業者に対しても、地域内およびその近隣にて営業している各物産店での需要動向を

  把握することは、ひいては当地域内における需要動向の判断の材料の一つとなり得る。 

  なお、情報収集の頻度については、季節商品等を考慮し、四半期に一度程度を想定。 
 

 ④調査結果の提供及び利用手段 

 ・上記①・②及び③の調査結果については、小規模事業者に対して、マーケットインの視点からその 

  重要性を充分に示したうえで会報誌やホームページに掲載、商工会窓口でも閲覧可能な状態とする。

    ＜例＞・会報誌の各号において町別の特性を紹介 

       ・会報誌やホームページに特集ページ（消費者アンケートの結果を掲載） 

 ・経営指導員は、経営相談時においてこれらの情報を積極的に活用し、小規模事業者へ幅広く提供。 

  地域経済動向や経営状況分析と同様に、各事業者が事業計画を策定するにあたっての指針のひとつと

  なるよう活用する。 

 ・前述した、経営分析支援、事業計画策定支援における各種セミナーにおいても情報提供をおこない、

  小規模事業者の事業計画策定支援に活用する。 
 
 

（３）事業の成果 
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 ・小規模事業者が商圏内の需要動向を的確に把握し、それにマッチした販売戦略、新商品開発等を盛り

  込んだ事業計画策定、実施することにより、売上、収益の増大に繋がる。 

 ・商工会が小規模事業者個別では成し得ない調査を実施、情報提供することで、小規模事業者が経営に

  専念できる他、経営指導員の経営相談時におけるアドバイスの判断材料のひとつになり得る。 
   
 

（４）事業の目標 
              ※1  … 事業計画策定支援事業所数を基礎 

              ※2･3･4… 調査結果は、会報等で広く周知するとともに、指導員による経営相談で活用する 
 
 
 

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】 
 

（１）現状と課題 
 
 小規模事業者が持続的発展を実現するためには、新たな販路を開拓することによって売上増大を図り、

事業規模の維持、拡大を達成していくことが不可欠である。しかし、当地域における小規模事業者の多く

は、その限られた経営資源の中で、新たな市場開拓や自店のＰＲを独自にておこなっていくには資金面、

人材面等に限りがあり、結果として優れた商品・サービスを開発、提供していても、それが直ちに売上増

大に直結していかないという現状がある。 

 これまでの商工会の支援事業においては、比較的大規模な商工会という強みを活かした会員同士のビジ

ネスマッチングや、店舗の認知度向上を目指した会員交流会の開催等を実施しているものの、当地域の主

要的な産業である小売・サービス業を中心とした小規模事業者等にとっては、ＢｔｏＢの側面が強いこの

ような支援内容では、その効果の程が明確でなく、結果として商工会の支援事業が利用しづらいといった

現状に繋がっていると考えられる。 

 このようなことから、本取り組みにおいては商工会の支援内容を再度見直し、ＢｔｏＣをビジネスの基

本とする小売・サービス業等の小規模事業者の立ち位置から、新たな需要開拓に繋がる支援事業に取り組

むことが不可欠である。 
 

（２）事業の内容 
 
 ①プレスリリース作成支援 

  平成 27 年度、「お金をかけずに自店を宣伝して売上ＵＰ」を主題としたプレスリリース作成セミナ 

  ーを開催、その作成支援を実践したところ、5事業者の取り組みについてＴＶ（8回）、新聞（2回）

  にて掲載され、来店者数の向上、売上増大に繋がったといった結果が出ている。 

  今後は支援件数の増大を目指しながら、引き続き新規創業者や新たな商品・サービスを開発、販売を

  開始した小規模事業者等に対して、予算をかけずに効果的な成果を上げるための取り組みとして、プ

  レスリリース策定支援について取り組む。 
 
 ｛想定する具体的支援内容｝ 

 ・紙面上におけるインパクトのある冒頭タイトルや文書・写真・イラストの構成等、読み手側（メデ 

  ィア）の目に留まりやすい、読みやすい書き方について支援・アドバイスを実施。 

目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 備考 

商圏分析（Ａ） 

店舗周辺調査数 
未実施 84 88 92 96 100 ※１ 

商圏分析（Ｂ） 

町別調査数 
未実施 5 10 15 20 30 ※２ 

祭りアンケート調査回数 

（調査数） 未実施 
2 

（300）

2 
（350）

2 
（400）

2 
（450）

2 
（500） 

※３ 

物産店等調査回数 未実施 4 4 4 4 4 ※４ 
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 ・リリース内容の話題性、物語性、社会性、地域性等について紙面内で充分に示し、メディアが実際に

  取材したくなるようなプレスリリースの作成について、支援・アドバイスを実施。 

 ・作成後、不特定のメディアに送付・リリースするのではなく、それぞれのメディアの主な視聴者、購

  読者層を考慮のうえ、ターゲットを明確にしてリリースするよう、支援・アドバイスを実施。 

 ・これらの支援をおこなうにあたり、「ミラサポ」やその他支援機関の専門家派遣制度等によって、プ

  レスリリースを得意分野とする専門家を活用することも想定。 
     

 ②小規模事業者持続化補助金等の積極的活用 
 
  平成 27 年度、販路開拓に取り組む小規模事業者に対して、154 件の申請支援を実施、100 件の採択が

  あった。そのうち約 70%が小売、サービス業の小規模事業者で占められており、店舗の改装によるイ

  メージアップを通じた集客効果や、チラシの作成、配布による消費者への認知度向上の取り組み等に

  より、実際に来店率の向上や売上増大に繋がったといった実績が出始めている。 

  今後の改善点として、支援件数の上積みや補助金ありきの支援に終始することのないよう、事業計画

  策定とその実施の意義や補助金の趣旨を、小規模事業者に充分に周知したうえで支援を実施する他、

  各事業者の取り組みと需要開拓の成果を集約した事例集を作成し、経営指導員による経営相談で活用

  し、更なる支援ニーズの掘り起こしに繋げる。 
 
 ｛事例集の策定について｝ 

 ・本経営発達支援事業初年度については、平成 27 年度に採択された小規模事業者のうち、小売、サー

  ビス業を中心として約 35 事業所（※１）を選定。取り組み内容の紹介や、補助金活用後の売上、来客

  数等の効果について紹介する。なお、次年度以降は前年度の取り組みを中心に、同様に作成。 

 ・事例集の作成は、これに掲載する小規模事業者との接点にもなり得るため、補助金ありきの目的に終

  始していたこれまでの支援先の意識改革に繋がり、また商工会の継続的、伴走支援にも寄与する。 

   （※１）補助金事業取り組み後、特に効果のあった事業所を選定（経営指導員 7名×5事業所で設定） 
 
 ③商工会の各種媒体を利用した支援 
 
 Ａ．商工会会報誌の改善 

  現在、会報誌面において、小規模事業者の店舗、商品紹介ページや広告欄を設けてはいるものの、 

  その発行先が商工会員や関係団体約 2,000 部程度であるため、需要開拓の効果も限定されている。 

  改善点として、一般住民、消費者にも会報誌を見て頂けるよう地域内の公共機関等へ配布することや、

  誌面においても、消費者層に必要な情報を収集、研究したうえで、各種紹介内容を充実、増加させる。
 
 Ｂ．商工会フェイスブックページ等の利用 

  当商工会のフェイスブックページは、地域内でのイベントや出来事等を中心に紹介している。単独商

  工会としては国内でも有数の閲覧者数であり、その内訳は大部分が地域内及び周辺の一般居住者、消

  費者層である（独自調べ。H27.10 月現在 1,200 名超がお気に入りページとして登録）。今後は、小規

  模事業者の店舗や商品、サービス等の紹介記事を積極的に掲載し、新たな需要開拓に繋げる。 
 

 ④商工会館を利用した支援 
 
 Ａ．会館で行われる小規模事業者の事業活動の総括的ＰＲ 

  当商工会の会館は事務所機能の他、各種会合や教室等を実施しうるフロアを備えており、現在、パソ

  コン、習字、フラワーアレンジメント、エクササイズ等の各教室や、化粧品取扱店や寝具店の即売会、

  保険代理店、税理士等の士業による説明会や体験会等、商工会館を利用して事業活動をおこなう小規

  模事業者も多い。 

  これまで、商工会としては会場を提供するだけに留まっていたが、これを改善し各小規模事業者独自

  でおこなっていたこれらの開催告知を、教室カレンダー等の作成によって総括的にＰＲ。上記③の各

  種媒体等を活用して消費者層へＰＲを図ることにより、新たな需要開拓に繋がるよう支援する。 
 

 Ｂ．商工会が主催するセミナー「にんまりプロジェクト」の改定 

 ｛にんまりプロジェクトとは？｝ 

  平成 27 年度、試験的に実施した商工会主催セミナーで、週１回のペースで毎回１時間程度開催し、

  計 25 回実施。内容は、マナー講座、健康、タブレット・スマホの活用術、税務、マイナンバー、フ
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ァ 

  イリング等、毎回テーマを変更して開催。これらの講師については、各テーマを専門に事業を営む小

  規模事業者に依頼しており、商工会会員のみを参加対象として開催している。 

 ｛改定内容｝ 

  これまでの商工会員限定としていた枠を広げ、一般消費者層も参加できるよう改定する。上記Ａと 

  同様、開催カレンダー等を作成のうえ、会報誌やフェイスブック等各種媒体で積極的にＰＲ。 

  ＢｔｏＣを基本とする講師（小規模事業者）にとって、新たな需要開拓に繋がる。 
     
 ⑤各種物産展、即売会（Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組に連動） 
 
  地域の特産品等を取り扱う小規模事業者に対しては、アンテナショップ等での常設販売を促進させる

  他、各種物産展、即売会を実施、参加することにより、新たな需要開拓に繋げる。 
 
 ｛想定する具体的取り組みの例｝ 

 ・広島県商工会連合会が運営する「ひろしま夢ぷらざ（広島市中心部に展開するアンテナショップ）」

  において、常設販売による需要拡大を図る他、1年に 1度、2週間程度で当地域の産品に特にスポッ

  トを当てた物産イベントを開催する（近隣商工会との共同開催を想定）。 

 ・広島市内のデパートや乗降客の多い広島駅地下広場において、当地域を含む広島県西部地域の産品を

  集めた「広島県西部物産展」を開催（県西部の商工会、商工会議所等との共同開催を想定）。 

 ・当地域最南部の湾港（広島港五日市埠頭）への外国大型客船等の寄港に併せて、外国人を中心とした

  乗船客向けの即売会等を実施し、地域産品等を扱う小規模事業者の新たな需要開拓に繋げる。 

 ・東京都心で開催される「東京広島県人会（※1）」に商工会のブースを設置し、地域産品の試食会、即

  売会等を実施することで、首都圏等の都市部での販路開拓に繋がるよう取り組む。 

   （※1）… 東京在住の広島出身者を中心に毎回約 1,500 名が参加。著名人の他、首都圏で販路を持つ企業の代表者や関係者

        の参加、協賛が多い為、効果的な取り組みになり得る（毎年 1月開催）。 
 
 ｛出店の募集方法｝ 

 ・P11「③近隣物産店等での調査」の取り組みと関連させ、その調査内容（物産店での売れ筋や購買層

  等）を踏まえ、充分な売上が見込まれる商品を扱う小規模業者（※１）に対しては積極的な声掛けを 

  おこなって参加を促す他、広く募集をおこなうため会報誌等においても告知する。 

   （※1）…Ⅰ-2.経営状況分析支援によっても、商工会が各小規模事業者の取り扱う商品を把握する 
 
 ｛事後支援と相乗的効果｝ 

 ・出店後についても、各小規模事業者の販売額等の実績を正確に把握するとともに、売上の振るわなか

  った事業所に対しては、その要因について当該事業者と充分に事後検証をおこない、改善に繋げる。
 
  （例）事業者と商工会両者で事後検証をおこなった結果、他社の類似商品と比較して包装パッケージが陳腐化 

     している事が販売不振の遠因との仮説を立てた。そこで、これを得意分野とする専門家を招へい、次回 

     物産展参加までに新パッケージを導入出来るよう支援することとした。また、これを機にパッケージの 

     改善を含めた今後の事業計画策定に着手することとし、以後、継続した伴走支援をおこなう。 
  

（３）事業の成果 
 
 ・小規模事業者が新たな需要の開拓を達成することにより、売上が増大、将来にわたる持続的な事業発

  展に寄与する。 

 ・商工会が各取り組みの中で地域の居住者層に対してアプローチをおこなう事で、地域内における需要

  動向の把握の一助にもなり得る他、地域内での商工会事業への理解、協力の促進にも寄与する。 
 

（４）事業の目標 

目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 備考 

プレスリリース支援件数 
（メディア掲載回数） 

5 
（10） 

10 
（15）

15 
（20）

25 
（30）

30 
（35）

35 
（40） ※1 

小規模事業者持続化補助金 

支援（採択）件数 

150 超 
（100） 

70
（50）

70
（50）

70
（50）

70
（50）

70 
（50） ※2 

商工会報誌の 
一般消費者層への配布数 

未実施 600 900 1,200 1,500 1,800  
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   ※１…掲載回数の他、広報費用を換算、集計する事でも効果を測るうえでの指標とする。 

      ＜広報費用換算例＞ ・新聞掲載（半 5段）の場合  … 全国版/300,000 円  ローカル版/60,000 円 

                ・ＴＶ放映（約 15秒）の場合 … 全国版/500,000 円  ローカル版/40,000 円 等 

   ※2… 現状の数値（150 超）については、補助金ありきの申請も多いため、本来の趣旨に沿った事業計画策定による補助金

      申請の支援件数として再設定 
        

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

１．現状と課題 
 
 当地域に所在する、造幣局広島支局が毎年４月に実施する「花のまわりみち（※１）」の開催に併せて、

隣接する公園にて「さくらまつり」と題して、にぎわい創出事業を実施している他、北部中山間地域であ

る湯来（ゆき）地区においても、平成 21 年の湯来町商工会との合併以降（市町村合併は同 17 年）、地域

のにぎわい創出の取り組みとして、「湯来フェス!!」を開催している。 

 しかしながら、これらのにぎわい創出事業については、従来型の祭りイベントを毎年踏襲して実施して

おり、一過性のものに終始している事が否めない他、その実施効果についても明確な成果が見えにくいの

が現状である。また、地域の特色や地域資源を活かした取り組みとしては、充分にこれらを活用出来てい

ないと考えている。 

 地域経済の活性化は、地域内を商圏とする小規模事業者等にとっても深く関連していることから、従来

の取り組みを再度、見直しするとともに、「地域経済の活性化に資する取り組み」についての定義を、「地

域内における交流人口の増加と、資金循環を促進する取り組み」として明確に定めたうえで、地域の実情

や資源に応じた取り組みとして実施していく必要がある。 

   （※１）… 造幣局内を 1週間一般開放し、敷地内に植えられた桜を鑑賞できる 
 

２．取り組みの前提条件（地域ごとの地域性、地域資源等） 
 
（１）南部中心市街地及び中部丘陵住宅地 

 ｛地域性｝ 

  広島市のベッドタウンとしての発展を背景として、新旧様々な住民層によって構成されている為、地

  域としての一体感はやや希薄であるものの、実行力のある団体等も多いため、それぞれで地域活性化

  のための取り組みを積極的に実施、活力ある地域性といえる。 

 ｛地域資源｝ 

  ①日本に 3か所しかない造幣局の 1つが所在する地域として、これを名前の由来とする「コイン通り

   商店街」等を中心とする商業集積があり、コイン、お金にまつわる地域資源（金持ちグッズ、開運

   モニュメント等）が豊富。また、造幣局や広島市植物公園を中心に、桜の名所としても有名。 

  ②瀬戸内海に接する最南部の港（広島港五日市埠頭）において、平成 27 年、外国籍の大型クルーズ

   客船が初寄港し、今後も 1回の寄港につき数千人規模の外国人乗船客の流入が期待されている。 
 

（２）北部中山間地域 

 ｛地域性｝ 

  平成 17 年の広島市との合併以降、高齢化や人口減少が継続しており、地域の活力自体が損なわれて

  いる。それに伴い、地域コミュニティの核となるべき団体も少なく、これを行政や地元団体に期待す

  る住民層が多い。なお、住民同士の一体感は強い地域性。 

 ｛地域資源｝ 

  ①広島市中心部から車で約 1時間の距離にありながら、温泉資源（全国 21 カ所しかない国民保健温

   泉地のひとつ）が豊富。名称は、湯来（ゆき）温泉と湯の山（ゆのやま）温泉。 

  ②山間地という地勢を活かした酪農業が盛んな地域であり、それを基にした乳製品（牛乳、ジェラー

   ト、ミルクジャム等）が地域産品。 
 

フェイスブック 

小規模事業者の紹介数 
未実施 100 120 140 160 180  

にんまりプロジェクト回数 
（延べ参加者数） 

25 
（150） 

25 
（200）

25 
（250）

30 
（300）

30 
（350）

30 
（400）  

各種物産展、即売会の 

開催・参加回数 
10 回程度 15 回以上 15 回以上 15 回以上 15 回以上 15 回以上  



 

- 16 - 

３．取り組みの内容 
 
（１）南部中心市街地及び中部丘陵住宅地 

 ｛地域内の関係団体等との意識共有について｝ 

  各団体が地域活性化の取り組みを実施しているが、それぞれが活発なゆえに、これまで連携して意識

  共有をしてこなかった経緯がある。今後はこれを改善し、後述（P.19③）する地域懇談会（事業評価

  委員会と並立）等を通じて、それぞれの取り組みの情報共有を図り、意見交換をおこなうとともに、

  地域経済の活性化に向けた意識共有の醸成を図る（地域懇談会の年 2回開催を想定）。 
  
   
 ｛具体的取り組み内容｝ 

 ・造幣局広島支局、佐伯区商店連合会等と連携し、首都圏、関西圏の県外旅行会社等に対して、当地域

  がお金と桜にまつわる地域であることについて、パンフレットの作成、送付、訪問等によって広くＰ

  Ｒ。ツアー観光客等による地域外からの交流人口の増加と資金循環の促進を図る。 

 ・外国大型客船等の寄港に併せ、広島市が地域内商店街への周遊バスの運行や商店街マップの作成等を

  予定している。また、寄港した埠頭近辺では賑わい施設の運営も予定しているため、これと連携して、

  施設内での物販、即売会を実施して、交流人口の増加と資金循環の促進に繋げるとともに、参加する

  小規模事業者の新たな需要開拓にも寄与する事業として取り組む（Ⅰ-6. 新たな需要の開拓に寄与す
  る事業に連動）。 
 
（２）北部中山間地域 

 ｛地域内の関係団体等との意識共有について｝ 

  当地域では、急激な過疎化によって地域活力が低下しており、これに対応する地域コミュニティの核

  となる組織の不在という観点から、平成 27 年度、広島市の他、地元各種団体（農協、漁協、温泉組

  合、町内会等）が参集、商工会が設立発起する形で、地域内協議会（約 25 団体参画、名称：湯来よ

  いとこネット）を設立、運営を開始した。本協議会を中心として、参画団体が地域における諸課題を

  共有し、地域経済活性化の取り組みを共同で実施、方向性の意識を共有する組織となるべく連携して

  いく。 

 ｛具体的取り組み内容｝ 

 ・参加する各団体がこれまで単独で実施していた取り組みやイベント等について、本協議会に情報を 

  集約、地域外へ広くＰＲを図る（イベントカレンダーの作成、各種媒体を利用してイベント、取組の

  ＰＲを実施）ことにより、地域経済活性化に寄与し、また協議会内の共同意識醸成にも繋がる。 

 ・温泉地という地域資源を活かした取り組みとして、「国際お湯鉄砲大会（※１）」を開催。 

  主に、温泉に馴染みの少ない若年層をターゲットとしたイベントとすることで、地域内における交流

  人口の増加と資金循環に寄与するとともに、温泉地としての地域の魅力発信に繋げる。 

  （※１）…水鉄砲では無くお湯鉄砲とすることで、従来イベントとの差別化及び温泉という地域資源のブランド化に繋がる 
 
（３）その他の取り組み 

 ①各物産店において地域産品（金持ちグッズや乳製品等）の常時販売を推進する他、展示会、即売会等

  に積極的に参加することで、新たな需要の開拓に寄与する他、それに併せて、地域経済の活性化にも

  寄与する（Ⅰ-6.新たな需要の開拓に寄与する事業に連動）。 

 ②従来から商工会が実施しているにぎわい創出事業については、後述する経営発達支援事業の評価及び

  見直しの仕組みの枠組みにおいてその意義や効果を検証し、実施の是非を含めて再度、検討、見直し

  をおこなう。 
  
（３）取り組みの成果と目標（目標の設定方法） 

  地域内の関係団体と意識共有、共同しながら進めることで、効果的な取り組みを実現しうる。 

  また、従来の取り組みにおいては、実施後の検証や見直しを充分におこなっていなかった為、今後は

  来場者の人数（交流人口の増加）や参加店の売上（資金循環の促進）等、事後検証を正確におこなう

  ことで、事業効果が明確になる。 

  なお、本経営発達支援事業の初年度実施分を基準として、次年度以降の数値目標を設定する。 
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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 
 

（１）現状と課題 
 
 当地域を含む広島市域においては、多くの支援機関が様々な小規模事業者支援を実施しており、商工会

ではこれまで、広島県西部地域における近隣商工会（佐伯、大野、宮島、江田島市商工会等）等との研修

会、意見交換会等をおこない、支援ノウハウの収集、情報交換等を実施してきた。 

 しかし、商工会外の支援機関との関係については、「マル経融資制度」の利用促進等を目的とした日本

政策金融公庫広島支店との情報交換を実施しているものの、その他の支援機関とは支援事業の内容や支援

ノウハウの共有、情報交換が充分におこなわれていないのが現状である。このような状況は地域内の小規

模事業者にとっては、近隣地域で類似した複数の支援機関に対して、どのような相談を、どの支援機関に

求めるべきかが分かりにくい現状にも繋がっていると考えられる。 

 今後、商工会への経営相談の内容は更に多様化、高度化することが想定される中で、他の支援機関と連

携を密にし、それぞれで行っている支援事業や支援ノウハウを共有することによって、商工会の支援力強

化に繋げるとともに、各支援機関が特に専門とする分野については、商工会を窓口としたワンストップに

よる多面的支援を実現することにより、小規模事業者の支援ニーズに応えていく必要性がある。 
 

（２）取り組みの内容 
 
 ①商工会組織との連携、情報交換（目標：各 1回以上開催） 

  広島県西部地域の商工会（商工会地域協議会芸南西ブロック）と共同実施していた従来の研修会の他、

  主要産業等の地域特性が類似している広島市内の商工会（広島安佐、祇園町、安古市商工会他、広島

  市域商工会を構成）とも新たに共同実施する。従来からの改善点として、これまでの前回踏襲型の研

  修内容では無く、毎回目的やテーマを明確にした情報交換となるよう改善する。 

  ｛例｝・本経営発達支援事業の進捗や支援事例の発表、意見交換 

     ・相談内容に応じた、他の支援機関との連携方法（各機関の専門性の研究、確認） 他 
 

 ②金融機関との連携、情報交換 

 Ａ．日本政策金融公庫広島支店（目標：1年に 1回以上開催） 

  日本政策金融公庫広島支店と連携し、引き続きマル経融資制度等の利用促進に繋げるとともに、新設

  された小規模事業者経営発達支援融資制度の積極的推進、支援ノウハウの情報交換に取り組む。 
 

 Ｂ．地域内金融機関（目標：1年に 1回以上開催） 

  新たに地域内金融機関と情報交換会を開催することにより、リーグ保証制度や広島県制度融資等、地

  域内銀行を通じた各種融資制度の積極的推進を図る。また、経営改善を目指して事業計画の策定、実

  施をおこなっている小規模事業者については、計画の内容やその進捗状況を、関係する金融機関と情

  報を共有、アドバイスを求めたうえで支援を実施する為、その素地となるよう情報交換会を開催する。
 

 ③その他の支援機関との連携、情報交換（目標：年 2回以上経営指導員が訪問等にて）

  ひろしま産業振興機構（よろず支援拠点）、広島市産業振興センター、広島事業引継ぎ支援センター

  （広島商工会議所内）等、近隣の支援機関については、年 2回以上を目標に経営指導員が各支援団体

目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 備考 

南部・中部地域 

地域内懇談会 
未実施 2 2 2 2 2 

半年毎の 

定例開催を想定 

北部地域 

地域内懇談会 
未実施 2 2 2 2 2 

半年毎の 

定例開催を想定 

各具体的な取組内容 

における成果目標 
未実施 

各取り組みにおける交流人口の増加数、資金循環額等、 

初年度（28年度）実績数を基準として再度目標設定する 
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  に訪問等して、各機関が専門とする分野についてその支援ノウハウの収集や情報交換を実施し、小規

  模事業者への多面的支援の実現に繋げる。 
 

（３）取り組みの成果 
 
 ・従来の取り組みを改善することにより、各支援機関の持つ支援ノウハウの習得に繋がり、商工会の 

  支援力向上に繋がる（後述Ⅲ-2.経営指導員等の資質向上等に関することに連動）。 

 ・各支援機関がおこなう支援内容について情報共有をおこなうことで、小規模事業者に対しては、商工

  会を相談窓口としたワンストップの多面的な支援が実現する。 
   
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（１）現状と課題 
 
 これまで地域の発展、高度成長に支えられた小規模事業者からの支援ニーズは、税務や金融といった経

営の側面的支援を求めるものが多く、経営指導員も決算代行や金融斡旋といった、どちらかと言えば、受

け身的な支援を中心に実施してきた経緯がある。 

 しかし、近年、当地域における小規模事業者からの相談内容は、新商品開発や販売戦略、新たな販路開

拓等、複雑化、高度化する傾向にあり、このような支援ニーズに対応するため、経営指導員等の当商工会

の職員は各種研修会への参加等を通じて専門知識や対応力の習得に努めてはいるものの、未だ成長過程の

状況にある。また、ＯＪＴ等の内部教育の仕組みを構築していないため、それぞれの職員が持つスキルや

ノウハウが組織内で体系的に共有、蓄積されてこなかったこともあり、結果として経営指導員等、職員の

資質向上への取り組みが充分におこなわれていないのが現状である。 

 このような状況下において、冒頭で記載した本経営発達支援事業の目標である、「地域内の多くの小規

模事業者が、小さくてもキラリと光る、魅力ある店・選ばれる店・利益の出せる店」となり持続的な発展

を実現するためには、これまでの受け身的支援から脱却した支援先の経営に直結した提案型の経営支援を

実施することが不可欠であり、これを実現できるよう、再度資質向上の取り組みを構築する必要がある。
 
（２）取り組みの内容 
 
 ①ＯＦＦ－ＪＴの継続、改善 

  広島県商工会連合会や中小企業大学校の開催する研修会の他、他の支援機関が実施している小規模事

  業者向けの経営セミナー等にも積極的に参加し、その知識を習得して資質向上に努める。 

  改善点としては、従来から慣例として経営指導員が中心となって参加していたものも、補助員、記帳

  専任職員等、他の職員も積極的に参加、受講することにより、商工会全体の資質向上の底上げを図る。

  （例）中小企業大学校税務基礎研修（１ヵ月）はこれまで、慣例的に経営指導員が参加していたが、その職務上の観点から、

     記帳専任職員（補助員）を中心として参加   
 ②ＯＪＴ及び経営指導員間の情報共有 

  経験の浅い経営指導員等（補助員、記帳専任職員含む）は、経験豊富な経営指導員による支援や専門

  家派遣による支援の際に、必ず同席・帯同するＯＪＴの体制を確立する。 

  また、週 1度、経営指導員会議をおこない、担当支援先の状況について情報共有、意見交換を実施す

  ることで、商工会の方針としての最適な支援方法を小規模事業者に提供するとともに、職員の資質向

  上に繋げる。相乗効果として、各職員の業務状況を組織的に把握、管理するうえでも有用であり、商

  工会事業全体の業務の効率化や改善にも寄与する。 
 

 ③経営発達支援事業の効果的実施に向けた内部教育プログラムの実践 

 Ａ．支援先開拓のための提案力向上プログラム 

  経営指導員等の当商工会の職員は、これまで受け身型の支援が多かったことから、提案力にやや課題

  があることを踏まえて、経営分析や事業計画の策定、実施等について、どのような説明、提案方法で、

  実際に経営発達支援事業の支援先を開拓していくのか、その手法を研究する必要がある。 

 ｛具体的取り組み｝ 

  （ア）提案力向上を専門とする外部講師を招聘し、全職員にて講習会を実施。なお、外部講師につい

     ては、講習後もアドバイザーとして継続した協力を要請。 
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  （イ）各経営指導員等の提案事例や、ノウハウを発表しあう勉強会を実施、商工会全体の提案力向上

     を図る（月 1回程度を想定）。 
 

 Ｂ．小売・サービス業に特化した支援力向上プログラム 

  本経営発達支援事業における目的、方針である、小売・サービス業の小規模事業者等への支援の効果

  的実践を実現するため、これに特化した教育プログラムを実施する。 

 ｛平成 28 年度テーマ：飲食業における集客改善｝ 

  （ア）テーマに沿って、必要な支援方法について職員全員にて研究、計画する（外部識者として経営

     コンサルタントを招聘、講習会やアドバイスを想定）。 
      
  （イ）飲食業を営む小規模事業者に対して、目標、期間を定めたうえで、上記（ア）の計画に基づき

     支援を実践（職員 5名×3件程度）。ＰＤＣＡによる改善を行いながら実施。 

  （ウ）支援の成果等の情報共有と職員全体の資質向上に寄与しながら、支援先の利益確保に繋げる。

 ｛翌年以降のテーマ：小売業、介護サービス業等、毎年テーマを変えながら実施することを想定｝ 
 

 ④その他 

 ・商工会が主催する各種セミナー（経済動向セミナー、経営分析・事業計画啓蒙セミナーや、にんまり

  プロジェクト（P.13）において、経営指導員等の職員が積極的に講師を務めることにより、各講習内

  容の知識の習得と、プレゼン能力の向上に繋げる。 

 ・各経営指導員等の小規模事業者への支援後、客観的評価の指標として支援先に対してアンケート調査

  を実施し、常時資質向上と支援方法の改善に努める。 
 

（３）取り組みの成果 
 
 ・本取り組みを実施することにより、経営指導員や補助員、記帳専任職員等、職員全体での資質向上に

  繋がり組織全体として支援能力の底上げを実現できる。 

 ・これまで職員個々に帰属しがちであった支援スキルやノウハウを、商工会組織として共有、蓄積する

  ことにより、経営指導員等の異動、退職があった際も、質を落とすことなく小規模事業者への支援を

  実現できる。 
 
 

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 
 

（１）現状と課題 
 
 近年、広島県が全商工会に対して実施する「商工会マネジメントシート」による事業評価システムによ

って、経営改善普及事業をはじめとする商工会事業の評価や効果検証をおこなう素地が整いつつあるが、

商工会内部においては、未だ充分な事後検証や評価システムを構築できていないのが現状である。 

 今後、本経営発達支援事業を実施するにあたり、その目的、目標を達成するためには、これを実施、運

用する商工会役職員等が事業の意義や事後検証等の必要性について充分に意識統一をおこなったうえで、

商工会外部団体等を含めた評価、見直しシステムを構築することが不可欠である。 
 

（２）実施方法（以下の三層構造によるＰＤＣＡサイクルにて運用・実施） 
 
 ①事務局（職員）レベルでの対応（1ヵ月サイクル） 

  後述（別表 2、経営発達支援事業の実施体制）する各事業の担当職員が責任を持って事業の実施、運

  用をおこなうことを前提として、その進捗について、1ヵ月に一度、状況の確認、情報共有を図るた

  め、全職員会議を実施。進捗が遅れているものや、改善が必要なものについて、洗い出しと意識共有

  をおこない、その対応策について協議、実践する。 
 
 ②商工会内部レベルでの対応（四半期サイクル） 

  商工会理事、会員等小規模事業者や職員等にて構成される「経営発達支援事業ワーキング委員会」を

  商工会内部に組織し、四半期に一度委員会を開催。各期毎の進捗状況等を確認し、必要に応じて見直

  し、改善策を協議する。なお、本経営発達支援事業外の既存事業についても見直し、検討を実施。 
 
 ③商工会外部レベルでの対応および公表（1年サイクル） 
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 ・平成 28 年 1 月、経営発達支援事業の円滑かつ効果的推進を目的として、地域内の各種団体等に参集

  いただき、当商工会における計画案の内容説明及び今後の協力、連携を依頼する「地域懇談会」を 

  開催した。翌年以降、本懇談会を「経営発達支援事業評価委員会」として並立させ、前年における 

  事業成果の検証、評価及び見直しをおこなう機関として運用する。なお、構成人員は、地域内各種団

  体の他、外部有識者（地元大学・外部専門家・商工会連合会等予定）によって構成し、助言を求める。

 ・成果、評価、見直しの結果等については、商工会総代会にて報告・承認を受けるとともに、地域内の

  小規模事業者等に対しては、商工会ホームページや会報誌（※1）等において公表を実施する。 

   （※1）…会報誌は、従来よりも広く配布を実施する予定（P.13）であるため、地域内の多くの小規模事業者が閲覧しうる 

 

（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 
 
（１）組織体制                     （平成 27 年 12 月現在）
 
  ①五日市商工会の概要 
 
   ・商工会員数 ：1,898 事業所 

   ・主要内部機関：総代会（134 名）、理事会（30 名）、正副会長会（3名） 他 

   ・事務局人員 ：14 名他（事務局長 1名、経営指導員 7名、補助員等 5名、他パート職員等） 
 
  ②経営発達支援事業の実施体制 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 {事業実施事務局における担当} 

事業内容 主担当 副担当 副担当 

事業統括 （事務局長） 前川 大二 （経営指導員） 石橋 尚志 （補助員等） 田村 純子 

Ⅰ-1．地域経済動向の調査 （経営指導員） 石橋 尚志 （経営指導員） 実谷 英治 （補助員等） 佐藤 弘子 

Ⅰ-2．経営状況の分析 （経営指導員） 森岡 将志 （経営指導員） 金行 政実 （補助員等） 荒谷  恵 

Ⅰ-3．事業計画の策定 （経営指導員） 森岡 将志 （経営指導員） 金行 政実 （補助員等） 野邑 弘子 

Ⅰ-4．事業計画の実施 （経営指導員） 金行 政実 （経営指導員） 森岡 将志 （補助員等） 西本 祐子 

Ⅰ-5．需要動向の調査 （経営指導員） 実谷 英治 （経営指導員） 石橋 尚志 （補助員等） 田村 純子 

Ⅰ-6．新たな需要開拓 （経営指導員） 岩 田  誠 （経営指導員） 木下なおみ （補助員等） 佐藤 弘子 

Ⅱ．地域経済の活性化 （経営指導員） 栗 林  徹 （事務局長） 前川 大二 （補助員等） 荒谷  恵 

Ⅲ-1．他支援機関との連携 （経営指導員） 木下なおみ （経営指導員） 岩 田  誠 （補助員等） 野邑 弘子 

Ⅲ-2．経営指導員等の資質向上 （経営指導員） 木下なおみ （経営指導員） 岩 田  誠 （補助員等） 西本 裕子 

Ⅲ-3．事業評価・見直し （経営指導員） 前川 大二 （経営指導員） 栗 林  徹 （補助員等） 田村 純子 
 

 
＜五日市商工会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会員 

（総代会･理事会･正副会長会 他） 

事業ワーキング委員会 

（四半期開催。進捗確認、見直し） 

事業実施事務局 

（事業の実施・運用） 

 
小規模 

事業者 

  
事業評価委員会

 

経営相談 

経営発達支援事業による支援 

年度毎の実績報告・諮問 

評価・答申 

HP・会報誌等で公表 

報告 改善提案 

報告 

地域内の 

小規模事業者 
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（２）連絡先 
 

   五日市商工会（経営支援課） 
 
     ・五日市本所 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央 4-15-3 

                 TEL（082）923-4138 FAX（082）923-2994 

     ・湯来支所  〒738-0601 広島県広島市佐伯区湯来町和田 167-4 

                 TEL（0829）83-0306 FAX（0829）83-0614 

         ＜HP アドレス＞ http://itsukaichi.or.jp/ 

         ＜ e - m a i l ＞  itukai@hint.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） 

 H28 年度 
(H28年 4月以降)

H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

必要な資金の額 (10,000) (10,450) (10,600) (10,750) (10,900)

 

 

Ⅰ-1.地域経済動向調査 
  ・小規模事業者景況調査 

  ・商店街実態調査 

  ・調査結果公表、活用 

 

(1,500)
500

500

500

(1,900)
600

500

800

(2,000)
700

500

800

(2,100) 
800 

500 

800 

 

(2,200)
900

500

800

 

Ⅰ-2.経営状況分析支援 
  ・支援ニーズ掘り起し 

  ・専門家派遣等支援対策 

 

（500）
300

200

（500）
300

200

（500）
300

200

 

（500）
300 

200 

（500）
300

200
 

Ⅰ-3.事業計画策定支援 
  ・支援ニーズ掘り起し 

  ・専門家派遣等支援対策 

 

(500)
300

200

(500)
300

200

(500)
300

200

 

(500) 
300 

200 

(500)
300

200
 

Ⅰ-4.事業計画実施支援 
  ・専門家派遣等支援対策 

 

(500)
500

(500)
500

(500)
500

(500) 
500 

(500)
500

 

Ⅰ-5.需要動向調査 
  ・商圏分析サービス調査対策

  ・イベント来場者アンケート 

  ・調査結果公表、活用 

(1,500)
500 

500

500

(1,550)
530 

520

500

(1,600)
560 

540

500

(1,650) 
590  

560 

500 

(1,700)
620 

580

500

 

Ⅰ-6.新たな需要の開拓 
  ・プレスリリース策定支援 
  ・商工会報誌等の媒体改善 

  ・会館利用支援 

  ・にんまりプロジェクト 

(2,000)
300

1,000

300

400

(2,000)
300

1,000

300

400

(2,000)
300

1,000

300

400

(2,000) 
300 

1,000 

300 

400 

(2,000)
300

1,000

300

400

Ⅱ．地域経済活性化 
  ・中南部地区での取り組み 

  ・北部地区での取り組み 

  ・その他 

 

(2,000)
1,000

700

300

(2,000)
1,000

700

300

(2,000)
1,000

700

300

 

(2,000) 
1,000 

700 

300 

(2,000)
1,000

700

300

 

Ⅲ-1.他の支援機関連携 
  ・情報交換会等 

 

(500)
500

(500)
500

(500)
500

 

(500) 
500 

(500)
500

 

Ⅲ-2.指導員等資質向上 
  ・OFF-JT 
  ・教育プログラム 

 

(500)
200

300

(500)
200

300

(500)
200

300

(500) 
200 

300 

(500)
200

300

 

Ⅲ-3.事業評価、見直し 
  ・委員会開催 

  ・結果公表 

 

(500)
200

300

(500)
200

300

(500)
200

300

(500) 
200 

300 

(500)
200

300



 

- 22 - 

（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、各種手数料、国補助金、広島県補助金、広島市補助金等 

 

（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。 

 

（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    … 円滑かつ効果的な調査及びその公表の実現に向けた連携 

２．経営状況の分析      … 小規模事業者・商工会の正確な経営状況分析の実現に向けた連携 

３．事業計画策定支援     … 最適かつ実効性のある計画立案の実現に向けた連携 

４．事業計画策定後の実施支援 … 事業計画の円滑な進捗と効果的見直しの実現に向けた連携 

５．需要動向調査       … 円滑かつ効果的な調査及びその公表の実現に向けた連携 

６．新たな需要の開拓     … 小規模事業者の売上増大の実現に向けた連携 

７．地域経済活性化の取組   … 地域の各種団体等が一体となった効果的取組の実現に向けた連携 

８．支援力向上のための取組  … 商工会の支援力向上と多面的支援の実現に向けた連携 
 

連携者及びその役割 
 
 
（順不同敬称略）                         （※１）分類の数値…上記、連携する内容に記載している各連携内容（事業）の番号 

区分 連携者 
分類
（※１）

連携者の役割 連携による効果 

行
政 

広島県 

 知事  湯崎 英彦 

 広島市中区基町 10-52 

 TEL（082）513-3328 

３ 経営改善普及事業等での指導 小規模事業者支援の充実 

７ 客船誘致活動での共同した取組等 地域経済活性化に寄与 

広島市佐伯区役所 

 区長  若林 健祐 

 広島市佐伯区海老園 2-5-28 

 TEL（082）943-9703 

１ 調査方法、内容への助言 効果的調査の実現 

５ 調査方法、内容への助言 効果的調査の実現 

７ 客船誘致活動での共同した取組等 地域経済活性化に寄与 

金
融
機
関 

日本政策金融公庫 広島支店 

 支店長  岸本 英司 

 広島市中区紙屋町 1-2-22-5 

 TEL（082）244-2231 

３ 各種融資制度斡旋時の協力 効果的融資制度の利用促進

４ 融資先等への助言 事業計画達成、見直に寄与

８ 情報交換会の開催 商工会の多面的支援の実現

㈱広島銀行 五日市支店 

 支店長  木島 睦夫 

 広島市佐伯区楽々園 4-2-16 

 TEL（082）921̶1135 

３ 各種融資制度斡旋時の協力 効果的融資制度の利用促進

４ 融資先等への助言 事業計画達成、見直に寄与

８ 情報交換会への参加 商工会の多面的支援の実現

㈱もみじ銀行 五日市駅前支店 

 支店長  梅田 和英 

 広島市佐伯区五日市駅前 1-11-1 

 TEL（082）924-7301 

３ 各種融資制度斡旋時の協力 効果的融資制度の利用促進

４ 融資先等への助言 事業計画達成、見直に寄与

８ 情報交換会への参加 商工会の多面的支援の実現

広島信用金庫 五日市中央支店 

 支店長  大道 隆昌 

３ 各種融資制度斡旋時の協力 効果的融資制度の利用促進

４ 融資先等への助言 事業計画達成、見直に寄与
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 広島市佐伯区五日市中央 7-11-5 

 TEL（082）923-2125 
８ 情報交換会への参加 商工会の多面的支援の実現

広島県信用組合五日市支店 

支店長  岩城 英一 

 広島市佐伯区海老園 2-4-6 

 TEL（082）921-0125 

３ 各種融資制度斡旋時の協力 効果的融資制度の利用促進

４ 融資先等への助言 事業計画達成、見直に寄与

８ 情報交換会への参加 商工会の多面的支援の実現

広島市信用組合五日市支店 

 支店長  須崎 寿之 

 広島市佐伯区五日市 5-16-16 

 TEL（082）922-9567 

３ 各種融資制度斡旋時の協力 効果的融資制度の利用促進

４ 融資先等への助言 事業計画達成、見直に寄与

８ 情報交換会への参加 商工会の多面的支援の実現

 
 
 
 

区分 連携者 
分類
（※１）

連携者の役割 連携による効果 

そ
の
他
支
援
機
関 

（公財）ひろしま産業振興機構 
 理事長  深山 英樹 
 広島市中区千田町 3-7-27 
 TEL（082）240̶7715 

２ 専門家派遣等による助言（よろず支援拠点） 高度な支援を実現 

４ 専門家派遣等による助言 高度な支援を実現、 

８ 各種研修・セミナー開催 経営指導員等の資質向上 

（公財）広島市産業支援センター 
 理事長  三村 義雄 
 広島市西区草津新町 1-21-35 
 TEL（082）278-8880 

２ 専門家派遣等による助言 高度な支援を実現 

４ 事業計画実施中の助言 高度な支援を実現 

８ 各種研修・セミナー開催 経営指導員等の資質向上 

（一社）広島県中小企業診断協会 
 会長  岸本 実 
 広島市中区千田町 3-7-47-3 
 TEL（082）513-3328 

２ 専門家派遣等による助言 高度な支援を実現 

４ 専門家派遣等による助言 高度な支援を実現 

８ 教育プログラム参画、助言 経営指導員等の資質向上 

中小企業基盤整備機構中国本部 
 本部長  井上 秀生 
 広島市中区八丁堀 5-7 
 TEL（082）502-6689 

８ 各種研修、セミナー開催 経営指導員等の資質向上 

広島県事業引継ぎ支援センター 
 統括責任者  平野勝正 
 広島市中区基町 5-44 
 TEL（082）555-9993 

３ 専門家派遣等による助言 高度な支援を実現 

４ 事業計画実施中の助言 高度な支援を実現 

８ 各種研修・セミナー開催 経営指導員等の資質向上 

商
工
会
関
係 

広島県商工会連合会 
 会長  熊高 一雄 
 広島市中区大手町 3-3-27 
 TEL（082）247-0221 

６・７ 物産店「夢ぷらざ」運営 新たな販路、地域経済活性化

８ 各種研修、セミナー開催 経営指導員等の資質向上 

商工会地域協議会芸南西ブロック 
 （代表商工会 大野町商工会） 
 会長  滝口 義明 
 広島県廿日市市大野 1-1-27 
 TEL（0829）55-3111 

６・７ 共同した物産展の実施等 新たな販路、地域経済活性化

８ 
情報交換会の共同開催 

（広島県西部地域 4商工会） 
経営指導員等の資質向上 

広島市市域商工会 
 （代表商工会 広島安佐商工会） 
 会長  仁井口 孝尚 
 広島市安佐北区可部 3-26-22 
 TEL（082）814-3169 

８ 
情報交換会の共同開催 

（広島市内商工会 7商工会） 
経営指導員等の資質向上 

地
域
団
体
等 

佐伯区商店連合会 
 会長  松村 泰敬 
 広島市佐伯区五日市中央 4-15-3 

 TEL（082）923-1351 

１ 商店街調査への協力 効果的調査の実現 

５ 調査方法、内容への助言 効果的調査の実現 

６・７ 客船誘致活動での共同した取組等 新たな販路、地域経済活性化

（独）造幣局広島支局 
 支局長  山野 真三 
 広島市佐伯区五日市中央 6-3-1 
 TEL（082）922-2093 

７ 観光パンフ作成、配布への助言 地域経済活性化に寄与 

（学）鶴学園 広島工業大学 
 地域連携推進室長 丸山 富穂 
 広島市佐伯区三宅 2-1-1 
 TEL（082）921-4222 

１ 調査方法、内容への助言 効果的調査の実現 

５ 調査方法、内容への助言 効果的調査の実現 
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広島市農業協同組合五日市中央支店 

 支店長  宗像 正浩 
 広島市佐伯区五日市中央 2-3-81 

 TEL（082）922-2115 

６ 共同した物産展の実施等 新たな販路、地域経済活性化

佐伯区コミュニティ交流協議会 
 会長  久保田 詳三 
 広島市佐伯区海老園 2-5-28 
 TEL（082）943-9703 

 
南部・中部地域における地域経済活

性化に向けた意見交換、情報共有 

（地域住民団体） 

地域経済活性化に寄与 

湯来よいとこネット 
 会長 大前 和志 
 広島市佐伯区湯来町和田 167-4 
 TEL（0829）83-0306 

7 
北部地域における地域経済活性化に

向けた意見交換、情報共有 

（地域の核となるコミュニティ） 

地域経済活性化に寄与 

※表に記載していない事項についても、経営発達支援事業を実施するにあたり、必要に応じて連携を図る
 

 

連携体制図等 
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五日市
商工会

行政

金融機関

その他

支援機関

商工会

関係

地域団体

連携

連携 連携

連携

連携

ネットワーク 

ネットワーク ネットワーク 

ネットワーク 

経営相談 経営発達支援事業 

 ・各機関と連携した多面的支援 

 ・商工会を窓口としたワンストップ支援 

小売・サービス業の 
小規模事業者等 


