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経営発達支援計画の概要 

実施者名 尾道しまなみ商工会（法人番号３２４０００５０１１６０２） 

実施期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

目 標 

経営発達支援事業では、基幹産業である造船を中心とした製造業に重点を置き、経営

計画策定を実施し、個社が持続的に発展するよう伴走型に支援し、製造業全体の経営力

強化につなげる。 

また尾道市の強みである観光資源を活用した特産品の開発により、観光客の商工会エ

リアへの誘導により小売、飲食・サービス業への経済的波及効果を生み出すことを目的に

行政や他の支援機関と連携し、地域振興を図る。 

１．製造業の経営力強化のための経営支援の実施 

２．特産品開発等を通じた観光客誘致による地域の振興 

以上の目標を達成するための経営発達支援計画を策定する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること 
巡回により業種別の景況並びに経営課題の調査・収集を行う。また各種関係団体・
地域業界情報の収集を定期的に実施する。必要な情報については事業者へ提供
し、経営支援に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 
支援ベースを構築するため、事業者情報整備事業として、３年計画で整備を行う。造
船関連事業者84社全事業者、御調地域の製造業者37社全事業者、特産品開発に
関わる加工・販売・飲食店に対して、経営分析を行う。 

３．事業計画の策定支援に関すること 
  経営分析と同様に造船関連事業者・御調地域製造業者・特産品開発に関わる事業者

の事業計画策定を行う。事業計画策定セミナー並びに個別相談会を実施し事業計画
策定の支援を行う。創業塾を開催し、創業者への支援体制を整える。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
  ＰＤＣＡサイクルの導入による円滑な計画の実施支援、及び目標達成に向けた伴走

型支援を実施する。 
 ５．需要動向調査に関すること 
  当会地域の造船関連業界及び御調地域の製造業の生産活動調査並びにお土産
品・特産品の市場動向調査を向島・御調・瀬戸田地域のお土産品販売施設等で実
施する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
事業者の販路拡大するため、広域取引拡大商談会・物産展・ビジネスフェア・アン
テナショップ等への出展支援、情報誌へ掲載・インターネットでの配信支援、製造
業等の技術習得講習会開催等を行う。 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１． 特産品を使った新商品開発とアイデア募集による製品化 
２． 観光客誘致のための観光地、飲食店入りイラストマップ作成 
３． 各種イベントを利用した「産業展」開催による賑わい創出 
 
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 
 ２．経営指導員等の資質向上に関すること 
 ３．事業の評価及び見直しのための仕組みづくり 
 ４．経営発達支援事業の実施体制 

連絡先 

〒722-0073 広島県尾道市向島町 16054-4 

電話番号 0848-44-3005  FAX 番号 0848-44-1925 

メールアドレス onomichi-s@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 

Ⅰ当地域（向島町・向東町・御調町・瀬戸田）の概要 

尾道しまなみ商工会が所在する尾道市は、瀬戸内海（対岸の向島との間は尾道水道と呼ばれる）に面し

旧尾道市が旧御調郡２町、旧因島市、旧豊田郡瀬戸田町と合併し現在に至っている。古くは海運による物

流の集散地として繁栄し、明治時代には山陽鉄道が開通し、鉄道と海運の接点となり広島県東部で最大の

都市であった。平成 11 年のしまなみ海道開通によって四国の今治市と陸路で結ばれ、物流面で利便性が

高まり、平成 27 年に中国横断自動車道（尾道松江線）が全面開通し「瀬戸内の十字路」として更なる経済

効果が見込まれている。北部の御調町、尾道水道を挟んだ対岸の向島地域（向東町、向島町）、そして生

口島の瀬戸田町の３地域４商工会が合併し本商工会ができた。中心となる向島地域から御調町、瀬戸田町

へはそれぞれ約２５㎞の距離があり、車で３０分掛るなど地域性の問題がある他に、各地域が抱える問題点

も様々である。 

 

１．人口の推移 

尾道市の人口は、平成 2７年の国勢調査によると約 14.2 万人となり、その中で 65 歳以上の高齢者が約 

4.8 万人と全人口の 33.6％を占めており、典型的な少子高齢化社会へと進んでいる。国立社会保障・人口

問題研究所の推計によれば、今後も減少を続け平成52年（2040年）には約4.1万人の減少が推計される。

少子・高齢化への対策として人口減少ペースを緩やかにするための土台作りや若者の定住促進が可能な

地域まちづくりが急務と言える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※商工会エリアは御調、向島、瀬戸田 
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尾道市の人口                                  （単位：人） 

 H22 年 
65 歳以上
高齢者 

H27 年 
65 歳以上
高齢者 

H52 年
(2040 年) 

尾道市 145,202 
43,964
(30.3%)

142,682
47,935 
(33.6%) 

102,790 
(△39,892) 

 旧尾道市 88,569 24,421 103,243   

 御調町 7,555 2,509 7,159   
 向島町 
 向東町 

14,901 
9,258 

4,946
14,684
9,143

  

 瀬戸田町 8,747 3,253 8,453   

H2７年 9 月現在（H2７年国勢調査） 
H27 年（H27 年 9 月現在充員基本台帳） 

 

２．経済的条件 

尾道市の産業 

尾道市の産業別就業割合は、第 1 次産業が 5.8％、第 2 次産業が 33.1％、第 3 次産業が 61.1％とな

っており、造船業の集積がある向島町、瀬戸田町は、第 2 次産業の就業率が高く、熟練技術者の退職・

高齢化に伴う技術承継などの課題への対応が求められる。第 3 次産業の割合が高い御調町は、潜在的

な雇用吸収力のある地域と推測されるため、新規産業の育成など経済効果の活性化に向けた取組み強

化が求められる。また、観光関連産業は、尾道市の特色を活かした分野であり「宿泊業・飲食サービス業」

「運輸業、郵便業」など観光と関連性があると考えられる産業の特化係数がやや小さい。そのため産業の

底上げを図る必要性がある。第 1 次産業の就業率が高い瀬戸田町は、柑橘類の栽培が盛んであるが、

農林漁業は他産業より高齢化が進んでおり、後継者対策が急務である。 

 

  尾道市人口ビジョン 図表２５ 地域別の産業人口割合 
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尾道市人口ビジョン 図表２６ 地域別の産業人口割合（旧市町別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ当地域の現状と課題 

１．当地域の事業所の現状について 

 （１）基幹産業である造船業・造船関連産業の現状 

尾道市には、大手の造船会社・中小造船所等多彩な造船所が集積、従業員数は我が国の都市のなか

ではトップであり、地域経済に大きな影響を与えてきた。（2006 年事業所・企業統計（産業小分類））  瀬戸

内海地域には、造船関連企業が多数立地し相互に取引関係を持ち産業活動が営まれている。大型船から

小型船まで生産可能な企業や、修繕を専門とする企業など多様な事業所が存在する。 

地域的には、向島地域・瀬戸田地域は、船舶建造、船舶修繕、船体ブロック製造や船舶艤装品製造等

幅広く、多くの企業が関わっており、尾道市は、日本有数の造船産業拠点地域といえる。 

リーマンショックにより受注の低下がみられたが 6 年が経過し、その後の為替の変動により受注環境の改

善と、燃費性能・耐久性等国内造船の技術力の優位性が認識され仕事量は確保されているものの、人手

不足と厳しい収益環境下に置かれていることも現状である。 

 

（２）御調地域の製造業（金属加工業・機械部品）の現状 

御調地域の製造業は、近隣の福山市、府中市の産業用機器製造業の下請けで金属加工や機械部品製

造が多く、最近の為替の円安による輸出環境の改善、大手製造メーカーの設備投資等により、受注が好調

の事業者もある。小規模事業者ゆえに、資金面の弱点があり、技術力の向上、生産設備の更新、従業員の

確保等に苦慮している事業者が多いのが現状である。 
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（３）商業・サービス業の現状 

商業・サービス業においては、大中型スーパー・ホームセンター・家電量販店等が、各地域に出店し、競

争が激化している中で、共通して言えることは、売上・利益の長期にわたる低迷、経営者の高齢化と後継者

不足、廃業する事業者に歯止めがかからないなどである。 

向島地域は、大中型スーパー・ホームセンターが出店し競争が激化し、また、真向かいの尾道市街や地域

外大型店への流出も多く、路面店の多くは疲弊しているのが現状である。 

御調地域は、道の駅「クロスロードみつぎ」があり、産直の農産品や鮮魚、地域の特産品等の販売で土日を

中心に賑わっている。商業・サービス業においては、当地域においても大中型スーパー等の影響や、事業  

主の高齢化と慢性的な後継者不足により厳しい状況が続いている。 

瀬戸田地域は、昭和初期に、後に西日光と呼ばれる耕三寺が建立され、平成になってからも平山郁夫

美術館がオープンするなど観光施設が増え、観光客向けの商業が盛えてきた。平成 18（2006）年の西瀬戸

自動車道（しまなみ海道）の全線開通時には１００万人を超える観光客を集めたが、以降は右肩下がりとな

っている。また、古くから観光業を支えた商店街協同組合も平成 27 年に解散するなど衰退に歯止めがかか

らない。近年は世界有数のサイクリングロードとして国内外からサイクリストの来訪が増えているが、団体観

光客の減少を補填するほどではない。 

 

（４）建設業の課題 

建設業においては、公共工事の減少、民間建築も長期にわたる景気低迷や人口減少により低水準に推

移している。アベノミクスにより公共工事は若干増えたが、依然として厳しい経営環境下にある。地域工務店

も大手住宅メーカーの進出があり住宅建築の受注も減少し、原材料や諸経費も値上がりし収益状況が悪化

している。 

 

（５）観光産業の現状 

尾道市は、有形・無形の文化財が点在しており、文化庁が平成 27 年に創設した「日本遺産」に認定され

た。北部の御調町は「中国やまなみ街道」の結節点で、国土交通省から重点道の駅に指定された「クロスロ

ードみつぎ」や、文化勲章受章者である彫刻の円鍔勝三の記念館等の観光資源がある。中心部の向島に

は岩屋山のミステリーゾーンやらんセンターがある。島嶼部の瀬戸田町には平山郁夫美術館や西日光と称

される耕三寺、サンセットビーチ等の色々な観光施設や観光資源がある。尾道市への観光客入込客は平

成２６年度年間６４１万人で、うち当商工会三地域へはおよそ９０万人しか訪れていない。観光客数のうちサ

イクリング客と外国人客がともに１３万人を超へ、尾道市が調査を始めてから最高を記録している。これは、

平成 26 年の博覧会「瀬戸内しまのわ２０１４」の開催や「国際サイクリング大会」などの影響もあり島嶼部への

観光客数の増加に寄与したとみられる。 

 

（６）特産品開発の現状 

向島地域は、全国一のわけぎの生産地であり、県内随一の生産量を誇るいちじく生産も盛んである。ま

た、瀬戸田地域は、温暖な瀬戸内の気象条件を利用した柑橘農家が多く、レモンやネーブルが生産量日

本一を誇り、レモンケーキをはじめとして関連商品が多数開発されている。しかし、年々農業従事者の減少

に加え高齢化に歯止めが掛からず、農地の荒廃が進み鳥獣対策が拡大し苦慮している。現在は、やりがい

農業から生きがい農業へとシフト傾向にあり、担い手を確保する体制づくりが求められている。 
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2．当商工会の業種別事業数の内訳 

    尾道しまなみ商工会が、二度目の合併を経た後の平成22年4月からの業種別会員事業所の推移にを

見ると、全業種において事業所数は、減少傾向にあるが、特に小売業の減少目立ち、殆どが小規模事

業者の店舗で、売上の長期の低迷と後継者難からの廃業によるものである。当商工会での多い業種は、

「サービスその他」に次いで「製造業」で、基幹産業の造船関連産業が盛んで事業者数も多い。 

 

業種別会員事業所数の推移 

年度 
商工業

者数 

小規

模事

業者 

会員数

内訳 定

款 

会

員

建設業
製 造

業 

卸 売

業 

小 売

業 

宿泊・

飲 食 

ｻｰﾋ ﾞｽそ

の 他

H22 1,579 1,385 1,082 199 241 23 234 84 265 36

H23 1,547 1,345 1,044 187 230 23 227 82 263 32

H24 1,547 1,345 1,021 183 227 24 218 77 259 33

H25 1,547 1,345 996 174 217 25 199 74 273 34

H26 1,547 1,345 992 174 231 23 207 72 249 36

                         
  
 ※製造業の内訳を示す表を添付（製造業 地区別 業種別 件数 平成 27 年 12 月 31 日現在） 
 

【向島地区】 

業    種 向島 向東 全体 

鉄工、機械金属加工業 37 11 48 

造船業関係 （※） 21 10 31 

繊維製造業 2 3 5 

食品製造業 6 5 11 

木工業 1 0 1 

その他製造業 3 1 4 

合    計 70 30 100 

 
【御調地区】 

業    種 件 数 

鉄工、機械金属加工業 24 

造船業関係 （※） 2 

繊維製造業 5 

食品製造業 3 

木工業 3 

その他製造業 3 

合    計 37 
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【瀬戸田地区】 

業    種 件 数 

鉄工、機械金属加工業 10 

造船業関係 （※） 51 

繊維製造業 0 

食品製造業 8 

木工業 1 

その他製造業 7 

合    計 77 

 

製造業合計 造船業関係 

214 84 

 

３．当商工会が行ってきた支援活動（平成２６年度事業報告書より抜粋） 

【経営改善普及事業】 

（１）経営指導員の相談事業 

  ①巡回指導 

業 種 
経営 

革新 

経営 

一般 

情報 

化 
金融 税務 労働 取引

環境 

対策 

その

他 
合計

製 造 業 40 292   20 12 21 11   104 500

建 設 業 22 217   22 17 12 1   65 356

小 売 業 34 511 7 19 50 20 23   126 790

卸 売 業   43   3 5 1   1 7 60

ｻｰﾋﾞｽ業 31 441 2 22 43 12 8 3 117 679

創  業    4   4

そ の 他 4 74   5 2 1 2   25 113

合 計 131 1,578 9 95 129 67 45 4 444 2,502

   

②窓口指導 

業 種 
経営 

革新 

経営 

一般 

情報 

化 
金融 税務 労働 取引

環境 

対策 

その

他 
合計

製 造 業 31 51 3 28 57 170 11   66 417

建 設 業 22 41   70 50 86 3 1 147 420

小 売 業 17 156 2 48 67 82 34 3 183 592

卸 売 業   6   6 2 16     14 44

ｻｰﾋﾞｽ業 36 88 5 30 74 100 5 1 131 470

創  業 2   5   7

そ の 他 1 13  17 11 26 15  20 103

合 計 109 355 10 204 261 480 68 5 561 2,053
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（２）講習会等の開催 

講習会内容 講  師 

ネット de 記帳体験セミナー パルウェーブ講師 

経営計画作成セミナー 中小企業診断士 
伊豆田 功氏 経営計画作成セミナー個別相談会 

金融個別相談一日公庫 政策金融公庫融資担当 

消費税転嫁対策セミナー 税理士 谷口良一氏 

金融個別相談一日公庫 政策金融公庫融資担当 

消費税転嫁対策個別相談会 税理士 建部孝昭氏 
税理士 谷口良一氏 

新春経済講演会「どうなる!!日本経済」 財部誠一氏 

決算申告個別指導講習会 税理士  谷口良一氏 
税理士  建部孝昭氏 

 

（３）金融斡旋 

金 融 機 関 等 あっ旋件数 あっ旋金額 決定件数 決定金額 

一 般 ・ 特 別 13 件 134,500 千円 12 件 130,000 千円

マルケイ資金 45 件 313,200 千円 45 件 313,200 千円

新 創 業 融 資 1 件 3,000 千円 1 件 3,000 千円

合   計 59 件 450,700 千円 58 件 446,200 千円

 

 

（４）事務代行・各種共済事業 

 ①事務の代行 

事務代行の名称 委託事業所数 対象従業員数 

労 働 保 険 ３３４事業所 ２,７７８名 

  

②各種共済の加入状況 

小規模企業共済 倒産防止共済 中小企業退職金共済 商工貯蓄共済 

２９６名 ３５社 ７７名 ２０８社 

  
 ③記帳継続指導 

 員数（単位） 指導延べ回数 対象事業者数 

記帳専任職員 ２人 １,３０３回 １０３人(３１人) 

記帳指導職員 ３人（６単位） １,１４２回  ９２人(３２人) 
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【地域総合振興事業】 

（１）総合振興事業 

① 御調地域中心市街地活性化検討委員会報告会 

② 向島町イベント『第２４回にこぴんしゃん祭り』 

③ 第２３回御調町ふれあい秋まつり 

④ 向島 岩屋山整備事業（継続） 

⑤ 向島 兼吉地区「文殊菩薩堂」の整備事業 

⑥ 環境浄化推進協議会の助成 
 

（２）商業工業振興事業 

項 目 事 業 内 容 摘 要 

商 工 業
振 興 対
策 

販売促進のためのカード事業（地域・広域）への取り組み
小売商業者の販売促
進 

特産品等の販促活動 ひろしま夢ぷらざ 

商業振興のための地域イベントへの協賛・協力  

商業振興に係る視察研修 山口周防大島 

食品衛生に関する事業(営業許可更新講習会等) 本所･支所 

観光対
策事業 

全国展開プロジェクトの継続事業、岩屋山周辺整備 
文殊菩薩（向島兼吉地区）の改装整備、絵馬掛設置 

 

尾道市との連携による観光振興対策の取組み  

休憩所むかいしまの運営、活用について  

瀬戸田レモンを活用した特産品開発 レモンの香りの香水 

観光資源を活用した新たな観光ルート開発について サイクリング MAP 

観光行政への積極的な参加、協力（県･市・観光連盟）  

    

① 瀬戸田地域活性化事業 

② 金融対策事業 

ア．金融審査委員会の開催 

     (小企業等経営改善資金融資の推薦 45 件 446,200 千円) 

    イ．小企業等経営改善資金に係る利子補給金交付申請(98 事業所) 

③ 労務対策事業 

ア．優良従業員の表彰 

イ．労働保険事務組合の運営並びに事務委託の推進 

ウ．尾道市ふる里就職促進協議会への参加、協力 

④ 経営税務対策事業 

         所得税消費税の確定申告個別指導 

    ｅ－Ｔａｘ・ネット de 記帳 

⑤ 青年部・女性部対策事業 

⑥ 福利厚生対策事業 

⑦ 各種共済事業 

⑧ 情報対策事業 
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ア．広報紙/商工会だより“しまなみ”発行 

 イ．商工会ホームページの拡充による新着情報の発信 

       ＵＲＬ：http//www.hint.or.jp/onomichi-s/ 

⑨ 要望活動 

ア．瀬戸内しまなみ海道(西瀬戸自動車道)の料金制度の継続について 

・平日通勤割引及び平日昼間割引の継続 

・土・日・祝日終日割引の継続 

・生活航路への支援 

・「今後の本四高速料金の基本方針」の確実な実施について、原付・自転車歩行者道の料

金無料化について 

イ．尾道市への小規模事業者経営改善資金等の利子補給並びに尾道市中小企業融資の信用保

証料補助の延長等について 

    ウ．尾道市への創業資金利子補給金交付制度創設について 

    エ．瀬戸内しまなみ海道一部区間(尾道大橋延伸部)の無料化について 

オ．平成２７年度商工会の財政基盤強化の援助について 

 

４．これまでの当商工会の活動成果と評価 

①経営革新認定支援           支援した認定事業所 １０社 

②ものづくり中小企業支援補助金採択支援 支援した認定事業所  ２社 

③創業及び第二創業補助金採択支援    支援した認定事業所  ２社 

④小規模事業者持続化補助金採択支援   支援した認定事業所 １１社 

⑤専門家派遣事業 

 

事  業  名 派遣事業所数 派遣回数 

専門家派遣事業 １１社 ３３回 

創業・第二創業支援   ３社 １９回 

経営革新フォローアップ支援 １０社 ３０回 

 

当商工会は、平成 20 年 4 月１日御調町商工会・向島町商工会・向東町商工会が合併し、尾道しまな

み商工会が設立され、その後平成22年 4月１日同じ尾道市内の瀬戸田町商工会も尾道しまなみ商工会

に合併、県下で2回の合併は尾道しまなみ商工会だけである。本所を向島町に置き、向東町には支所は

置かず、御調町・瀬戸町に支所を設けている。御調支所から本所へは、｢尾道大橋｣を渡り 25 ｷﾛ、瀬戸田

支所からも「しまなみ海道」を通り（有料）25 ｷﾛと、本所・支所間の移動が県下で最も不便な商工会の一つ

である。職員は、事務局長１名・経営指導員 4名・補助員 2 名・記帳専任職員二名・記帳指導職員３名の

合計１２名で、事務局を構成している。 

 上記は平成 26 年度の経営改善普及事業並びに地域振興事業であるが、小規模事業者に対して、経

営指導員による巡回指導・窓口相談を合わせておよそ4,500件、尾道市の利子補給制度を活用したマル

経斡旋も多く、ものづくり補助金・小規模事業者持続化等補助金・経営革新支援の他、専門家派遣、創

業・第二創業等かなりの実績を残している。 

しかしながら、当地域の人口減少、地域を支える小規模事業数の減少と厳しい経営環境に置かれてい
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る背景から、業界の動向や地域経済状況を踏まえ、中長期的育成を目的とし事業計画策定を行い、伴

走型支援によって持続的発展へと導くことが当商工会に求められている。全職員で持続的発展への経営

支援の取組み体制を整えることが課題である。 

 

５．当商工会地域の課題 

 （１）地域全体の課題 

 当地域は、中心エリアの向島・山エリアの御調・海エリアの瀬戸田からなり、基幹産業である造船業は、船

舶建造・造船修繕業・船体ブロック製造業等、裾野が広く小規模事業者も多く存在する。また、商業・サービ

ス業では、長期にわたり売上・利益が低迷、高齢化の進行とともに廃業する店舗に歯止めがかからなく、消

費者ニーズに対応した店舗づくりが課題である。向島地区では、空き店舗を活用した若い人達の挑戦が芽

生えており、創業支援に導くことも課題である。 

 

 （２）基幹産業である造船業・御調地域の金属加工業・機械部品製造業の課題 

リーマンショックによる世界同時不況に起因し、受注残高が減少したが、現在は円安により受注環境は良

好となり、先行きの仕事量は確保できている。しかしながら、造船業界においても人手不足が構造的となり、

また、円安に伴って原材料価格も値上がり、収益環境が悪化している。小規模事業者においても、受注に

比べて採算性が厳しく、更なる生産性の向上、また従業員の定着率の低さや熟練工の不足など、人材を確

保育成が課題である。 

御調地域の製造業においては、中国をはじめとした新興国との競争に晒され、中国価格での受注を余儀

なくされており、採算性の確保をはじめ、技術力の向上や生産性の改善が課題である。 

 

 （３）商業・サービス業の課題 

商業・サービス業においては、大中型スーパー・ホームセンター・家電量販店等の出店で競争激化の

中、過去には、大型店対策・商店街振興対策等は実施したものの、小規模商店の維持発展には繋がらず、

年々やむなく廃業する店舗が増えており、廃業にストップをかけ維持発展させることが課題である。 

向島地域は、大中型スーパー・ホームセンターの出店で競争が激化し、また、真向かいの尾道市街地や

地域外大型店への買物流出が進み、消費者対策として消費者ニーズに合った商品構成、集客力のある販

売力・特色ある店舗づくりが必要である。 

御調地域は、各地から多数の来訪者を受け入れていた道の駅も、尾道市と島根県松江市を結ぶ中国や

まなみ街道の全通により通過点となる危険性があり、いかに集客力を維持し、消費者ニーズに合った商品

構成としてくかが課題である。 

瀬戸田地域は、瀬戸田小売業においては、瀬戸内しまなみ海道の全通に伴う観光客の減少や経営者の

高齢化により、店舗数は減少している。古くから当地域の観光業を支えた商店街協同組合も平成２７年に解

散となるなど、衰退に歯止めがからず、観光での入込客には、観光需要を見据えた土産物品揃、地域消費

者ニーズに合った商品構成、集客力のある販売力・特色ある店舗づくりが必要である。 

 

（４）建設業の課題 

建設業においては、減少していた公共工事もアベノミクスにより若干増えたが、依然として低水準である。

工務店も大手住宅メーカーの進出があり住宅建築の受注も減少し厳しい状況が続いており、建築技術力の

向上、リフォームに関する提案力、従業員育成等が課題である。 

 



- 11 - 
 

（５）観光産業の課題 

   知名度の高い尾道市への観光入込客は年 6４１万人、当商工会地域へは、およそ 90 万人であり非常に

すくない。また、最近はサイクリングブームで全国各地、また海外からも多くのサイクリストが尾道、向島、因

島、瀬戸田に入って来ている。その観光客を当会地域に誘引する対策の立案実施として、観光資源の魅

力をアップし各地域のネットワークの強化、周遊型観光地の企画や受け入れ体制づくりが求められる。ま

た、観光客をリピーターとしファン化するため、「おもてなし心」を醸成する必要があり、各地域において各１

回「おもてなし講座」を開催し、ホスピタリティの精神を養う等、観光振興に向けた多方面にわたる積極的な

対策が課題である。 

 

 

Ⅲ．当地域の中長期的な振興のあり方 

 当地域は、尾道市の行政内にあり、北に広がる緑ゆたかな田園風景、中央の尾道水道の沿岸部、

南に広がる瀬戸内海の多島美まで多彩な表情を持つ。産業としては、基幹産業である裾野がひろく

地域経済を大きく担っている造船関連産業、御調地区の重点産業である、金属加工業・機械部品製

造業の振興発展、それらの事業所の雇用の維持・拡大も重要である。 

また、商業・サービス業では、地域住民へ買物の利便性の提供、空き家・空き店舗を活用した I

ター・U ターンの推進、新規創業・第二創業の支援、更には、観光尾道市の観光入込客を商工会地

域に誘引するための観光対策、特産品開発等による地域産業活性化の推進も必要である。 

 

１．基幹産業である向島・瀬戸田地域の造船業と御調地域の製造業の振興 

  向島・瀬戸田地域の造船関連企業も御調地域の製造業もそれぞれ、親企業の造船会社や機械器

具製造会社とともに繁栄していく。そのために、今以上に、技術力に磨きをかけ、高付加価値で

高品質の製品を短納期・低コストで提供できる体制を築き上げる。 

 

 ２．観光振興、観光入込客の増加 

現在 90 万人の観光入込客を倍増する。 

このために、観光客をリピーター化させ、国内外のサイクリストを招くための飲食店・宿泊施

設の整備やイベントの開催等の観光地整備を行う。また、瀬戸田の「レモン」・「ネーブル」、向島

の「わけぎ」・「イチジク」、御調の「青パパイヤ」といった独自性のある地域資源を活用した特産

品を開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．経営発達支援事業の目標 

１．基幹産業である造船業を支える下請け企業を中心とした製造業の支援 
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（１）造船・造船関連事業所…全事業所事業計画策定支援 

（２）御調地域 金属加工業・機械部品製造業等…全事業所事業計画策定支援 

当会の向島地域、瀬戸田地域には造船業の船舶建造、修繕、ブロック製造、艤装品製造等の舶用

産業が盛んであり、造船業の景況により地域の浮沈が左右される状況である。従業員の雇用難に対

する支援、生産性向上の支援等を行い、個々の事業所の経営力強化を図っていく。 

イ．造船・造船関連事業所 

全事業所の経営分析・事業計画策定支援 

向島地区：３１事業所、 瀬戸田地区：51 事業所 

計８４事業者 

但し、造船製造工程の一部を請負等の事業者は除く。 

平成 30 年度末に実態調査を終え事業者数確定。 

御調地域においては産業機械、輸送用機械の下請け企業が多く、それぞれ共通の経営課題や

個々の経営課題があり、本事業を通してその課題を調査把握する。 

ロ．御調地区業機械、輸送用機事業所、その他 

全事業所経営分析・事業計画策定支援 

御調地区：機械、輸送用機事業所他：３７事業者 

 

【数値目標】 

業     種 支 援 対 象 

造船・造船関連事業所 
向島地区：３１事業所、 御調地区２事業所、 

瀬戸田地区：５１事業所 計８４事業者 

御調地域機械金属・機械製造 御調地区：３５事業所 

 

２．日本遺産尾道の地域資源を活かした特産品開発とエリア内に観光客を誘導 

尾道市という観光資源の活用と地域資源を活かすことで商工会エリアに観光客を誘導し、小売、飲食、サ

ービス業等への経済的波及効果を生み出す。 

「観光都市尾道」ブランドを活かし、地域資源を活用した特産品開発による小売店、サービス業等への経

済的波及効果を図るとともに、外国人観光客対応可能な周遊型観光に向け観光地や飲食店を入れた

多言語対応のイラストマップを作成し観光客を商工会地域に誘導していく。また、各種イベントを

活用した「産業展」等を開催し、各地域の賑わい創出と知名度アップを図り、観光客誘導による地

域振興を図っていく。 

【数値目標】 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．目標達成に向けた方針 

   １．持続的発展を目指した「チームしまなみ」による取組み方針 

事     業 内     容 

地域資源を活用した特産品開発 アイデア募集による製品化 ４商品 

観光地・飲食店入り多言語対応イラストマップの

作成 

イラストマップ作成 

１００，０００部（A3 両面、２つ折） 

各種イベントを活用した「産業展」等の開催 三地域の産業展へ４０業者 
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  （１）これまでの商工会の事業を改め、小規模事業者の持続的発展を支援します。 

  （２）関係機関と連携し、全職員のスキルアップにより、「チームしまなみ」として、全職員で取り組みます。 

  （３）経営発達支援事業の実施期間（5 年間）で、小規模事業者の経営状況の分析から、事業者の強みを

見つけ、強みを活かした事業計画策定支援、策定後フォローアップを行う。「チームしまなみ」として、

一丸となり、事業者と事業計画を共有、伴走者の如く寄り添い支援する方針で取り組みます。 

 

  ２．地域経済の活性化に向けた取組方針 

      尾道市・尾道観光協会・尾道商工会議所・因島商工会議所と連携し、市場・販路や商品サービス開

発の指導などを外部専門家の活用により、地域資源を活かした市民参加型による特産品開発を進め、

観光関連事業の知名度アップ・入込客の拡大を図ることにより地域経済への波及効果を生み出しま

す。 

 

 

《小規模事業者の現状は》 
 

・現状延長線上から脱却でき

ず経営が行われている。 

・古い体質(自らの殻)から脱却

できない。 

・経営基盤が脆弱で売上悪化

がすぐ資金繰りに影響する。 

・経営者の高齢化と後継者不

足により廃業。 

・技術開発にはハードルが高

い。 

多くの小規模事業者
共通課題・・・自助努
力の欠如 

《連携》 
・尾道市 
・広島県よろず支援
拠点 

・中小企業基盤整備
機構 

・広島県商工会連合
会 

・金融機関 
・支援ノウハウ等情
報の提供 

《支援策》 
・経営発達支援事
業 
・持続化補助金 
・その他、各種助
成金 

 
 
 

・
経
営
分
析 

・
事
業
計
画 

策
定
支
援 

・
経
営
改
善
計
画

策
定
支
援 

・
伴
走
型
支
援 

チームしまなみによる経営支援体制 
【事業者の強みを見つけ、強みを活かした

事業計画策定支援】 
チームしまなみと小規模事業者共有 
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（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）の５年間 

 

（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】 

（現状と課題） 

これまでは、小規模事業者に対して、地域の経済動向については、経営指導員の巡回指導や窓口指導

で得た情報や、中国経済産業局・広島県・尾道市・日本政策金融公庫尾道支店等からの地域経済情報な

ど、持続化等の補助金申請や経営革新計画策定にあたって、事業者に対しその都度提供してきた程度

で、この外の地域経済動向については収集も行わず、提供も行っていないのが現状である。 

今後は、向島・御調・瀬戸田の三地域の地域経済や業界動向から景況などを把握し、個々の小規模事

業者に巡回・窓口指導時、地域経済情報として提供し、経営支援に役立てると共に事業計画策定などに活

用する。 

 

（事業内容） 

（１）景況調査・経営課題調査事業 

当会地域内の地域経済動向と経営課題を把握するため、商業・製造業・建設業・サービス業・飲

食業より業種と地域のバランスをとり５０社を選び、景況及び経営課題をアンケート調査する。 

【調査時期】毎年 6月・12 月 

【調査項目】①売上額の実績（６ヶ月） 

②売上額・仕入単価・借入難度など前年同期との比較した経営状況と来期の見通し 

③今期と来期（計画）の新規設備投資状況 

④今期直面している経営の問題点 

⑤業界景気動向 

⑥業況判断の背景について感じていること 

【調査方法】アンケート用紙配布・回収 

【分析方法】業種ごとの全体分析、業種について向島地域・御調地域、瀬戸田地域に分けて分析を

行う。 

【目 標】 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

景況調査・経営課題

調査事業 
未実施 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 

【成果の活用】 景況調査・経営課題調査を年２回実施し調査結果を、経営分析・事業計画策定支援

に活用すると共に、広く小規模事業者に提供するため、当会ホームページに掲載する。

 

 

 

 

（２）金融関係からの情報収集 
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管内金融機関広島銀行・しまなみ信用金庫・日本政策金融公庫尾道支店からの資金需要・設備投

資情報・地域経済情報の他、業種別景況動向の把握を行う。 

【収集方法】 管内金融機関との連絡会議を毎年 8月と 2月開催する。 

【収集項目】 ①地域経済情報・業界別経済情報 

②資金需要（運転資金・設備資金） 

③創業者情報 

【目 標】 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

金融関係との連絡会議 未実施 年 2 回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

【活 用】 金融機関からの、入手した資金需要・設備投資情報・地域経済情報及び業種別景況動向を、経

営支援及び事業計画策定に活用する。 

 

（３）業界経営データの収集 

個別事業者が事業計画策定・策定後の実施支援に必要とする各種行政統計及び民間経営情報につい

ては、次の情報ソースにより収集し、必要情報を提供する。 

 

【調査項目及び情報ソース】 

①地域経済動向・業種別景気動向・業種別設備投資動向・業種別資金需要について 

中国経済産業局・広島県・尾道市・日本政策金融公庫尾道支店等からの地域経済情報など 

②尾道市マーケット動向調査について 

㈱日本統計センター「市場情報評価ナビ（ＭｉｅＮａ）」 

③業種・地域の経済指標やマーケット情報、マーケット調査による消費動向について 

㈱広島銀行「ひろぎんビジネススクエア Ｈｉｎｅｔ Ｎａｖｉ」 

【目標】 これらの情報ソースからの収集は、事業者の事業計画策定支援時に必要であり、数値目標は立て

ず、その都度の対応とする。 

【活用】 業界経営データは、小規模事業者の経営状況の分析及び事業計画策定支援の際、個別対応とし

て活用。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

当会での経営状況の分析は、持続化補助金等の補助金申請・金融相談及び決算指導時に経営指標に

より行うなどで、必要に迫られて分析を行っているのが現状であり、件数も少ない。 

当会は、基幹産業である、向島・瀬戸田地域の造船業と御調地域の製造業は、為替の円安等により経営

環境は改善したとはいえ、厳しい収益環境下に置かれている小規模事業者もある。 

今後は、持続的発展のためには、自社を取り巻く環境や保有する強み・弱みを把握し、自社の経営状況

を分析し経営実態を客観的に見つめ、経営課題解決に向けた事業計画策定を行うことが課題であり、

その前段として経営状況の分析を行う。 

 

 

（事業内容） 
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この度は、当会の経営発達支援事業の目標として、「基幹産業である造船を支える下請け企業を中心と

した製造業の支援」、及び「日本遺産尾道の地域資源を活かした特産品開発とエリア内に観光客を誘導」を

目標として掲げているため、向島地域・瀬戸田地域の造船関連業と御調地域の金属加工業・機械部品製

造業等、特産品を活用した加工・販売・飲食店等の事業者に対し経営状況の分析を行う。 

造船業は、元請け・下請・二次下請け・関連企業等系列化されており、事業所を持たずに事業を営む造

船製造工程一部請負等の小規模事業者も存在する。この業態は、経営状況の分析から事業計画策定を勧

めることが難しく、当会としても正確に事業者数の把握ができていない。また、当会として地域内小規模事業

者の経営状況及び属性等が完全に把握できていない現状もあり、経営状況の分析の準備としてこれらにつ

いて完全把握を行い、広島県商工会連合会が提供している、「経営支援システム」に入力し、経営支援シス

テムの完全整備を行う（事業者情報整備事業）。このことにより、造船製造工程一部請負等の事業者数も確

定する。 

 

（１）事業者情報整備事業（経営支援システムの整備） 

広島県商工会連合会の経営支援システムが導入され、当会では商工業者の事業所情報（属性）は、完

全には把握できておらず、小規模事業者の経営状況の分析の入口として、３年をかけて経営情報及び属

性等の詳細を把握する。当会事業者に関わる各種統計がまとめ易く、明確となる。また、地域経済動向の

分析・整理のツールとして有効であり、事業者情報整備事業として、３年計画で整備し、以後は毎年変更を

行う。 

【調査項目】 

事業所情報（属性）：事業所名・所在地・代表者名・電話・ＦＡＸ・創業年次・事業形態・業種・主な取扱

品・経営者の年齢・後継者の有無・従業員数と内訳・売上・利益・借入金他 

 【収集方法】  

①税務・記帳・金融等の相談カルテや各受託団体、労働保険事務組合等で蓄積された個別事業者デー

タから必要項目を収集し、経営支援システム完全整備のために使用する。 

②現時点で、各事業者のデータが無い項目に対し、調査票を作成し巡回訪問により３年間をかけて把

握・整備し、経営支援システムの完全整備を終える。 

【目 標】 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業者情報 

整備事業 
一部整理 

既存事業者
データから
必要項目を
収集・新た
に把握・整
理入力し
50％完成 

28 年度に未
整備な事業
者より把
握・整理入
力し 75％完

成 

事業者情報
完全把握・入
力 

【活用開始】

変更項目の 
整理・入力 
【活用】 

変更項目の
整理・入力
【活用】 

【成果の効果】 

経営支援システムの事業者情報をすべて整備することにより、地域事業者の各種統計の集計等、従業員

数別の事業者数・後継者の有無等の正確な把握ができる。 

造船業における、造船製造工程一部請負等の小規模事業者について、現状では事業者数の把握が出

来ずにいたが、平成 30 年度末には事業者数把握が可能となる。 

（２）経営状況の分析を行う項目及び手段・手法 
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造船関連業と御調地域の金属加工業・機械部品製造業等、地域資源を活かした特産品開発に関わる加

工・販売・飲食店等サービス業に対し経営状況の分析を行う。 

   個々の事業者の実態把握が前提となり、基本的な事業者の経営情報として、事業者情報整備事業により

収集した経営状況及び属性の把握を活用する。経営状況の分析に際しての項目は、「財務状況」・「販路・

取引先」「自社製品」・「保有する設備・権利・技術」・「後継者の有無」・「経営者の人脈」・「従業員の特徴な

ど人材面」・「関連事業者」等の分析を行う。加えて、ＳＷＯＴ分析を行い、個社の強みを経営指導員とで共

有する。 

   経営分析を行うため、分析項目を織り込んだ経営分析シートを作成、その所定様式により個々の事業者

が経営指導員の支援を受けながら経営分析を行うこととする。自社の現状を把握、課題を抽出、経営指導

員として伴走型経営支援の入口となるべく節目ごとに支援を行う。 

 

 （３）経営状況の分析セミナー及び経営指導員による経営分析 

①造船業関連業及び御調地域の金属加工業・機械部品製造業等については巡回により経営状況の分析

の必要性とその後の事業計画策定を説明し、掘り起こしを行う。 

②２－（１）の事業者情報整備事業（経営支援システムの整備）で、事業者実態が平成 30 年度末には明確

となり、造船関連業で経営分析の実施事業者と経営分析がなじまない製造工程一部請負等の事業者

数が確定する。 

③「経営状況分析セミナー」を実施し、掘り起こした事業者に積極的に経営状況分析セミナーへの出席を

促す。講師は、関係支援機関より専門家を招聘する。 

④経営状況分析セミナーにおいて分析が終了しなかった事業者には、経営指導員がフォローアップを行

い、またセミナーに出席できない事業者には、巡回指導等により経営状況分析支援を行う。 

⑤造船・造船関連事業者８４小規模事業者全体の経常状況の分析をおこなう。平成 28 年度～30 年度は

15 件、31 年度と 32 年度で 39 件とする。（但し、製造工程一部請負等の事業者数は除く、平成 30 年度

末に事業者数が確定。） 

⑥御調地域の金属加工業・機械部品製造業等について、全事業者数37社を 5年間で、経営状況の分析

を行う。 

⑦地域資源を活かした特産品開発に関わる加工・販売・飲食店等サービス業の事業者に対し経営状況の

分析を行う。 

 

（４）目 標 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 目 標 

経営分析セミナー 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回  

経営状況の分析件数 

（造船関連産業等） 
未実施 15 件 15 件 15 件

19 件 
但し 30
年度末
実態調
査により
確定 

20 件 
30 年度
末実態
調査によ
り確定 

造船関連産
業等の全事
業者（84）

経営状況の分析件数 

（御調地域の金属加工業・機

械部品製造業等） 

未実施 7 件 7 件 7 件 8 件 8 件 
金属機械製
造業等の全
事業者（37）

経営状況の分析件数    

（特産品開発に関わる加工・販
未実施 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件  
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売・飲食店等サービス業） 

経営状況分析件数  25 件 25 件 27 件 32 件 33 件  

 

（5）成果の活用 

経営状況の分析結果をもとに、事業者ごとの経営課題を的確に捉え、地域経済動向調査、後述の需要

動向調査を踏まえ、事業計画策定に活用する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

小規模事業者が経営課題を解決するため事業計画を策定しますが、当会では、持続化補助金・ものづく

り補助金等申請を目指して事業計画策定セミナーを実施してきた。事業者には補助金獲得の思いが強く、

事業計画策定の本来の目的が薄れてしまった感がある。 

今後、１．地域の経済動向調査、２．経営状況の分析、後述の５．需要動向調査の結果を踏まえての事業

計画策定について、策定意義を訴求し、事業計画策定を小規模事業者へ浸透させることが課題である。ま

た伴走型支援への転換には、経営指導員のサポート体制の改善も課題である。補助金の有無に関係なく

本来の事業計画策定の目的を認識し、経営課題を解決するため、事業計画の策定支援を行う。 

 

（事業内容） 

小規模事業者の多くは、事業計画が策定されていないため、「経営理念・経営ビジョン」・「経営戦略」等

事業の目標が明確でない状況である。そこで小規模事業者に対し、「１．地域の経済動向調査に関するこ

と」・「２．経営状況の分析に関すること」・「５．需要動向調査に関すること」の結果を踏まえ、事業計画策定

の重要性を訴えることで意識付けを行う。 

また、２．経営状況の分析で記載しているとおり、対象として事業計画策定についても同じように、向島地

域・瀬戸田地域の造船関連業と御調地域の金属加工業・機械部品製造業等、地域資源を活かした特産品

開発に関わる加工・販売・飲食店等サービス業に対し事業計画策定を行う。 

①経営状況の分析が済み次第、事業計画策定へと進める。 

②造船業関連事業者については、事業者情報整備事業として平成 30 年度末までに、詳細情報の把握が

終わるので、この時点で経営状況の分析と同様に事業計画策定が必要か、なじまないかの事業者が明

確となる。 

③事業計画策定にあたり、全体を対象とした「事業計画策定セミナー」を実施する。製造業者向けに「生産

性向上（５S）セミナー」、特産品開発に関わる加工・販売・飲食店等サービス業向けには、「地域資源を活

用した特産品開発セミナー」を実施し、それぞれ事業計画策定に折り込む。 

④策定する事業計画の内容は、「経営理念・経営ビジョン」･「経営戦略」・「経営戦略に沿った売上高」・「利

益計画表」・「計画達成のためのアクションプラン」・「資金繰り計画表」・「資金借入返済計画表」等とす

る。 

 

（１）事業計画策定セミナーの実施 

関係支援機関等から専門家を招聘して、「事業計画策定セミナー」を、参加者の利便を考慮し、本所・御

調支所・瀬戸田支所の 3 箇所で実施する。経営発達支援事業での目標とする支援対象は、造船関連業と

御調地域の金属加工業・機械部品製造業等、特産品開発品に関わる加工・販売・飲食店等サービス業者
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であるが、商工会全体に対して案内は行う。経営状況の分析事業者は、特に参加するよう促す。 

【開催場所】 尾道しまなみ商工会本所・御調支所・瀬戸田支所 

【対 象 者】 全体を対象とするが、造船関連事業、御調地区製造業及び特産品開発に関わる事業者で、

経営状況の分析を行った事業者には特に参加を促す。 

【周知方法】 参加者募集のチラシは２ケ月前には作成し、商工会地域内の公共施設・金融機関各支店窓

口・道の駅・新聞折り込み・ホームペ－ジで案内を行う。 

 

（２）製造業対象の「生産性向上（５Ｓ）セミナー」の実施 

基幹産業である製造業に特化した生産性向上（５Ｓ）セミナーを開催し、現場のムダを削減、生産力・競

争力の向上を図る。 

【対 象】 製造業全体 

【内 容】 ５Ｓの実践について机上セミナー 平成 28 年度・30 年度（尾道しまなみ商工会本所） 

５Ｓの実践について現場セミナー平成 29 年度・31 年度・32 年度（造船現場等） 

【効果・成果】 現場での５Ｓを実践することにより、ムダを削減し、生産性の向上及競争力強化を図る。経営

の合理化、従業員の意識改革及び人材育成に有効である。５Ｓの内容を事業計画に折り込

む。 

【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

生産性向上（５Ｓ）セミナー    

（開催場所） 
未実施

20 社 

（本所）

20 社 

（※現場）

20 社 

（本所） 

20 社 

（※現場） 

２０社 

（※現場）

   ※現場については、向島・瀬戸田の造船業の事業所、御調地域の製造業の事業所を予定 

 

（３）地域資源を活用した特産品開発セミナー 

特産品加工・販売・飲食店等サービス業向けに、地域資源を活用した特産品開発セミナーを実施する。 

【対 象】 特産品加工業・販売店・飲食店等サービス業等 

【内 容】 次の内容で、毎年 1 回 1 項目ずつ、尾道しまなみ商工会本所において開催する。 

①地域資源を活用した特産品の開発 

      ②特産品づくりの実地研修 

③当会地域の地域資源を活用し新たな特産品・加工品商品化 

④特産品 「食・農マーケティング」 

⑤特産品販売ノウハウ 「ＰＯＰ・ブラックボード」の作成演習 

【効果・成果】 地域資源を活かした特産品開発について、毎年１項目ずつのセミナーを受けることにより、 

         特産品開発のポイントが分かり、イメージが出来、モチベーションが上がる。地域資源を活か

した特産品開発のノウハウを事業計画に折り込む。 

【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地域資源を活用した特産品開発

セミナー 
未実施 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

 

（４）事業計画策定個別相談会の実施とフォローアップ 
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①専門家による支援が必要と判断される事業者のために、「事業計画策定個別相談会」を広島県よろ

ず支援拠点、中小企業基盤整備機構・広島県商工会連合会と連携し専門家を招聘し、本所・御調

支所・瀬戸田支所で、毎年合計３回実施する。 

②事業計画策定セミナーに出席できない事業者で、新商品開発・新分野参入等の計画があり、専門

家派遣が必要と判断される場合は、専門家派遣（ミラサポ）制度や広島県よろず支援拠点を積極的

に活用し、専門家派遣を要請する。 

③「事業計画策定セミナー」及び「事業計画策定個別相談会」で事業計画策定が終了しない事業者に

は、経営指導員がフォローアップを行い事業計画が完成するまで支援する。 

④小規模事業者で、設備投資計画による経営革新計画申請に係わる案件、新分野進出又は、新商品

開発に係わる案件、事業承継に係わる案件、財務内容が厳しい状況にある事業者等の事案の場合

は、経営指導員がチーム支援で対応することとする。これは、支援能力を高め、また支援方法の共

有化を図るためであり、加えて支援経験が今後の支援に活かされることに繋がる。 

⑤製造業では、「生産性向上（５Ｓ）セミナー」、特産品開発に関わる加工・販売・飲食店等サービス業

では、「地域資源を活用した特産品開発セミナー」の内容を、それぞれ事業計画に折り込み策定す

る。 

 

【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①事業計画策定セミナー １回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

②個別相談会数 未実施 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

③専門家派事業者 １１社 ５ 5 5 5 ５ 

事業計画策定件数  25 件 25 件 27 件 32 件 33 件 

 

① 事業計画策定は、前項２．経営状況の分析に関すること の経営状況の分析事業者が対象であり、そ

の内から事業計画策定セミナー・個別相談会・専門家派遣での被支援者の他、経営指導員の支援に

より事業計画策定支援を行い、上表のとおり事業計画策定を目標とする。 

②造船関連事業者の事業計画策定件数は、経営状況分析の目標と同様で、実施期間の 5 年間の目標

として、当初 3年間、毎年 10件ずつで 30件、残りの 2年間で事業計画策定が可能である全事業者へ

浸透させる。同じく御調地域製造業の事業計画策定件数は、対象事業者37事業者について5年間で

全事業者を目標とする。 

 

（５）創業塾の実施 

《創業及び第二創業支援》 

当会では創業塾は実施しておらず、広島県商工会連合会東部支所及び尾道商工会議所・府中商

工会議所・因島商工会議所・ひろしま産業振興機構で創業塾が実施された際は、受講を促してい

る。 

今後は、興味深く魅力ある周知チラシの作成を行うなど周知方法を工夫しながら、「創業塾」を

隔年で実施し、実施しない年度は、他団体の創業塾への参加を促す。創業を志している方を応援し、

スムーズな創業をサポートするため、創業の心構え、創業事業計画の策定、資金調達などの全般

的な支援を行う。専門家を活用した創業塾を実施する。 



- 21 - 
 

【開催場所】 尾道しまなみ商工会本所（向島町） 

【講   師】 関係支援機関より、中小企業診断士を招聘 

【周知方法】 ①２ヵ月前よりチラシを作成し商工会地域内の公共施設・金融機関支店窓口・道の駅・

新聞折り込み・ホームペ－ジにより実施の案内を行う。 

②近隣の商工会をはじめ、尾道商工会議所・因島商工会議所へ参加チラシを送る。 

③全商工会員に送付すると共に、役員並びに総代に創業予定者へ周知を依頼する。 

 

（６）創業相談会の実施 

創業及び第二創業及び創業後のフォローアップのための毎年「創業相談会」を実施する。また、小規模

事業者で、融資斡旋が必要であれば、国、尾道市の創業補助金や日本政策金融公庫の創業融資斡旋を

行う。 

【開催場所】 尾道しまなみ商工会本所（向島町） 

【講   師】 関係支援機関より、中小企業診断士を招聘 

【周知方法】 創業塾の開催に、創業相談会の案内を併用して周知する。 

 

【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①創業塾開催回数 未実施 １回  １回  １回 

②  （受講者数）  （15 人）  （15 人）  （15 人）

③創業相談会開催回数 未実施 １回 1 回 １回 1 回 １回 

④  （受講者数）  （5 人） （5 人） （5 人） （5 人） （5 人） 

創業事業計画策定件数  7 件 7 件 7 件 10 件 10 件 

※創業塾の開催は隔年とし、開催しない年度は、他団体の創業塾へ参加を促す。 

 

（７）経営革新計画の承認、各種補助金の獲得支援 

３．事業計画策定支援に関すること、３．（５）創業及び第二創業支援事業に関することの支援事業者等よ

り、専門家を招聘し踏み込んだ支援を行い、経営革新計画の承認及び各種補助金の獲得支援を行う。 

【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営革新計画承認件数 10 件 4 件 4 件 4 件 4 件 4 件 

国･県・市補助金申請件数 採択 4 件 ５件 5 件 5 件 5 件 5 件 

持続化等申請件数 採択 11 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
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（現状と課題） 

小規模事業者は日常の仕事に追われることが多いことから、事業計画策定後の経営状況の進捗に関し

て、支援の申し出がないケースが多い。従って、フォローアップはできず、事業計画の成果が十分上がって

いない状況下にある。 

今後は、事業計画策定後、着実に実を結ぶよう適正な伴走型の支援を行い、専門家の支援が必要であ

ると判断されれば支援機関と連携し、専門家を招聘して売上及び収益確保が図れるよう支援する。 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後のフォローアップの実施 

①事業計画策定後、事業計画策定の事業者及び創業及び第二創業支援事業での事業計画策定の事

業者に対し、円滑に事業が進行しているか３ケ月に１回程度の巡回指導を行い、「経営カルテ」に指導

履歴を残し、人事異動があって担当者が交代しても一貫した継続性のある支援を行う。 

②製造業で「生産性向上（５Ｓ）セミナー」、特産品加工・販売・飲食店等サービス業で、「地域資源を活用

した特産品開発セミナー」の内容が、事業計画策定に折り込まれている事業者には、事業者と経営指

導員が内容を共有しフォローアップを行う。 

③事業計画に沿って事業が進まなく、進捗状況に問題があると判断される場合は、支援機関と連携し専

門家を依頼し相談・助言を行う。 

④原則として３ヶ月に一度のフォローアップを予定しているが、順調な事業所へはフォローアップの頻度

を少なくし、計画どおりに進んでない事業者はフォローアップ回数を増やすこととする。 

⑤年数の経過と共に支援先が増加し、業務の都合上巡回訪問が不可能となる。支援先の状況によ

り電話やメール等の手段により対応することとする。 

⑥事業の進捗状況や問題点の把握のための定期的な巡回訪問により、PDCA サイクルチェックを実施

し、計画の確実性と有効性を担保出来るよう支援する。 

⑦事業計画推進にあたり、資金調達の必要な場合は、｢小規模事業者経営発達支援融資制度｣及び「マ

ル経資金｣を斡旋するものとする。 

【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ件数 
10 件 ○注72 件 168 件 296 件 432 件 560 件 

専門家派遣回数 69 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

※フォローアップ件数は、事業計画策定事業者、創業及び第二創業支援事業の合計に対するもの。 

※28 年度○注は、現状 10件の 4回で 40 件、初年度であり事業計画策定 32件であるが、事業計画策定と

同じ年度の為フォローアップは 1 回とする。40 件と 32 件を加えて 72 件。 

※29 年度以降は、上表のとおりとなる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （現状と課題） 

小規模事業者が持続的に発展していくためには、需要を見据えた事業計画に基づく経営が必要で、特

に大きな需要に自社の経営資源を集中させることが大切である。 

当会での需要動向についての把握は、巡回・窓口での聞き取りが一般的であり、補助金申請時の需要

動向は行政関係の統計・ホームページからの情報入手に頼る等、その時その時のやり方であった。個々の
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経営指導員まかせで、統一的な支援ができていないことも現状である。 

今後は、当会として調査の方法・データ管理の仕方・活用の方法等について、組織として改善を行う必要

がある。また、当会地域、特に向島地域、瀬戸田地域においては製造業（造船、舶用工業）が多く、造船関

連企業のニーズを的確に捉える必要があり、業種団体を通して需要動向を把握することにより、各事業所の

経営資料として整えることが課題である。御調地区製造業については、生産活動等について、工業部会幹

事等にヒアリング調査により需要動向を把握する。 

お土産品・特産品の市場動向ヒアリング調査を、三地域のお土産販売施設等で市場動向ヒアリング調査

を行い、取り纏めて特産品加工・販売・飲食店等サービス業へ提供する。  

 （事業内容） 

（１）造船業界の需要動向調査 

《業種団体等と連携したアンケート実施》 

船舶造船は、受注して完成・引き渡しまでの期間が長い場合は 3 年以上かかり、他の製造業に比べて長

く、当地域においても元請け・下請け・関連企業等系列化されており、当会支援対象は下請け・関連企業の

小規模事業者であり、詳細な情報収集はできにくいのが現状である。 

今後は、造船関連製造業に対象を絞ったアンケートを業種団体である向島企業振興協議会(13 事業

者)、向島鉄工組合（30 事業者）等で実施し、管内造船業界の景気動向を分析し支援対象である小規模事

業者の需要動向を纏める。 

【調査項目】 ①船舶受注残高  ②仕事量の確保  ③原材料の確保  ④採算性について 

⑤従業員確保 ⑥造船、海運の全国的市況調査  ⑦業界の動向調査等  ⑧経営課題 

   【調査時期】 毎年１２月 

【整理・分析・活用】 向島企業振興協議会・向島鉄工組合をとおして、造船関連製造業に対象にアンケ

ートを実施し、船舶受注残高等をとおして、業界の需要動向を分析する。分析結果に

ついては、造船関係事業者の経営支援及び事業計画策定に活用する。 

（２）製造業需要動向調査 

《御調地域の金属加工業・機械部品製造業等 理事・幹事へヒアリング調査》 

   製造業では、メーカーの生産活動に下請け事業者は大きく影響され、当会は近隣の福山市・府中市

の産業用器具製造業の下請けで、金属加工や機械部品製造業が多く、メーカーの景気動向に受注が

左右されている。需要動向の把握は、当会の工業部会があり、部会活動を行っている。元請け業界の需

要動向・景況は工業部会幹事と製造業関係理事にヒアリング調査により把握し、当会地域製造業需要動

向として纏める。 

製造業では、メーカーの生産活動に下請け事業者は大きく影響され、当会は近隣の福山市・府中市

の産業用器具製造業の下請けで、金属加工や機械部品製造業が多く、メーカーの景気動向に受注が

左右されている。需要動向の把握は、当会の工業部会の幹事・商工会理事（御調地域）に、元請け業界

の需要動向や各業界の景況等をヒアリング調査により把握し、御調地域製造業需要動向として提供す

る。 

また、各業界の景気動向、設備投資状況、材料の価格動向等については、金融機関の情報により収

集・整理することとする。 

  【御調地区 工業部会幹事・商工会理事へヒアリング】 

御調地区 工業部会幹事・製造業関係の商工会理事へヒアリング調査、10 名・年２回（6 月・12 月） 

【調査部門・調査項目】 

《部門》 金属機械加工業  



- 24 - 
 

《項目》 ①元請け企業の景気動向 ②当地域同業者の景況  ③原材料調達状況  ④諸経費の現

状  ⑤従業員雇用関係  （下表） 

 

 

 

（御調地区製造業需要動向調査表） 

調査部門 ①調査項目 ②調査項目 ③調査項目 ④調査項目 

金属機械加工

業 

元請け企業の景気動向 当地域同業者の景

況 

原材料調達状況 

諸経費の現状 

従業員雇用関係 

 

【調査時期】 毎年６月・１２月 

【整理・分析・活用】御調地域製造業についての経済活動の状況を纏め、経営支援及び事業計画策定に

活用する。 

 

《金融機関の情報の収集》 

  【調査項目】 

（ア）各製造業界の景気動向  （イ）各製造業会の設備投資動向 （ウ）主要材料の価格動向   

（エ）各製造業界の現状と今後の課題 

【情報ソース】（株）広島銀行「ひろぎんビジネススクエア Hinet Navi」、各業界誌 

【活 用】 製造業者等の経営支援及び事業計画策定に活用する。 

 

  （３）お土産品・特産品の市場動向ヒアリング調査 

   向島地域、御調地域、瀬戸田地域のお土産品・特産品販売施設等で、販売担当者にヒアリング調査を

行う。 

   【ヒアリング実施施設】 

    向島地域：向島洋ランセンター 

    御調地域：道の駅クロスロードみつぎ 

瀬戸田地域：富士本舗 

   【調査回数】 

    春夏秋冬によるシーズン商品の把握のため、年 4 回（6 月・9 月・12 月・3 月） 

【調査項目】 

①売れ筋ベスト 10 

②お土産品プライスライン 

③お客様の嗜好 

④お客様の買物傾向 

【分析方法】 

    調査項目から得られた、データをお土産品及び特産品お買物動向として纏める。 

【活 用】 お土産品・特産品の市場動向ヒアリング調査については、観光事業に関連する事業所への情

報提供、既存商品のブラッシュアップ、新商品開発事業計画の策定、販路開拓支援に活

用する。 
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 （４）目標 

事業項目 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

造船業界の需要動向調査 

   （アンケート数） 
未実施 

1 回 

○注（20 社）

1 回 

○注（20 社）

1 回 

○注（20 社）

1 回 

○注（20 社） 

1 回 

○注（20 社）

製造業需要動向調査 

   （ヒアリング数） 
未実施 

２回 

20 件 

２回 

20 件 

２回 

20 件 

２回 

20 件 

２回 

20 件 

お土産品・特産品の市場

動向ヒアリング調査 

（ヒアリング数） 

未実施 
3 施設 

（12 回） 

3 施設 

（12 回） 

3 施設

（12 回） 

3 施設 

（12 回） 

3 施設

（12 回） 

   ○注向島企業振興協議会(13 事業者)、向島鉄工組合（30 事業者）、会員は延べで 43 事業者となるが 

     両方に所属がある関係で目標は 20 社とする。 

 

  （改善点：調査方法・データ管理・活用方法） 

    従来、需要動向調査は、経営指導員まかせで合った関係上、今後は統一的な方法で行う。調査の方

法・データ管理の仕方・活用の方法について、まず、アンケート表・ヒアリング表の統一形式を作成、会長

名にて需要動向調査について依頼する。アンケート表の回収後・ヒアリング表の記載後は担当者を決め

てデータ入力・分析を行う。分析結果については、毎月 1 回の職員会議において説明、事業者への提

供・事業計画策定への活用について打合せを行い、全員で共有するとともに統一的な活用を行う。 

需要動向調査実施表 

需要動向調査内容 調査時期 調査対象 

造船業界の需要動向調 

  査 

12 月 

（年 1 回） 

向島企業振興協議会(13 事業者)  

向島鉄工組合（30 事業者）  

（アンケート 20 件） 

製造業需要動向調査 ６月・12 月 

（年 2 回） 

御調地域工業部会幹事 

御調地域商工会理事 

（ヒアリング 1 回 10 件・2 回実施） 

お土産品・特産品の市場 

動向ヒアリング調査  

6 月･9 月・12 月･3

月 

（年 4 回） 

向島洋ランセンター 

道の駅クロスロードみつぎ 

富士本舗 

（ヒアリング 1 回 3 施設・4 回実施） 

 

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】 

 （現状と課題） 

  当商工会が行ってきた新たな需要開拓については、以前から｢ひろしま夢ぷらざ｣・全国商工会連合会

の「むらからまちから館」への出展、及び、広島県内の信用金庫主催の「展示会」等がある。また、年に数

回「月刊商工会」の会員情報ひろば、地域経済情報誌（備後経済レポート等）への掲載支援で、自社製

品を持つ企業の出展支援を行っている。 

   今後、販路開拓についての支援は、目的を持って展示会への出展を支援し、反響・商談等の内容を事

業者等へフィードバック、有効な情報として活用することが求められる。また、製造業での取引先拡大の

支援が少なく拡大することとも課題である。 
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（事業内容） 

（１）広域取引拡大商談会 

《製造業の新規取引先拡大への支援》 

製造業の新規取引先の拡大を目的として、（公財）ひろしま産業振興機構主催 福山地区広域取引商

談会が年 1 回開催されている。新規取引先の開拓を目指している製造業事業者へ、中国地方の中堅企

業で金属・機械・電気器具等部品加工を行っている企業との面談の機会を設ける。 

 【改善点】 

今後は、工業関係者へ広く周知すると共に、事業計画策定を終了している小規模事業者へは特に参

加を促す。参加事業者には、主催者をはじめとして関係機関にアピールできるよう支援する。 

 

 （２）製造業等の技術習得講習会 

《造船業界への新たな需要開拓への支援》 

    造船・船舶工業の「技能伝承」と「次世代人材育成」を目的に、行政と造船・船舶業界が官民一体となっ

て設立された職業訓練校の因島技術センターでの技能研修を推奨し、参加事業者の競争力強化・技術

力強化が進むと、新たな需要開拓に繋がる。 

【改善点】 

当会として従来は参加を推奨していたが、今後は、向島企業振興協議会、向島鉄工組合を通し、広く

造船関連事業者に周知させ参加を促す。 

 

（３）アンテナショップ等への出展 

《新商品等テスト販売支援》 

消費行動・嗜好・ニーズを摑むことにより、商品改良・ブラッシュアップ等の参考にするため、広島市本通

りのアンテナショップ「ひろしま夢ぷらざ」や東京有楽町の「むらからまちから館」や東京銀座「TAU」等へ出

展支援を行う。また、「ひろしま夢ぷらざ」では、年２回２週間イベントとして、「尾道しまなみフェア」を開催し

ている。１回は、尾道しまなみ商工会主催で、もう１回は、尾道商工会議所が主催で当会は共催となるが、

地域資源を活用したアイデア商品等の出品を支援する。 

【改善点】 

①「ひろしま夢ぷらざ」では、年２回２週間イベントとして、「尾道しまなみフェア」を開催している。今後

は来訪者に対し生の声を聞くなどアンケートを実施し、出店者へのフィードバックを行い、商品改

良・ブラッシュアップ等の参考とする。 

②経営指導員が、事業者より商品開発について相談があれば、アンテナショップの情報を活用し支

援する。 

 

（4）「月刊商工会」会員情報等の各種情報誌へ掲載 

《新商品等無償での販路開拓支援》 

自社商品の販路の開拓、新商品紹介と反響察知を目的として、無償で掲載が可能である「月刊商工

会」会員情報ひろば、及び全国商工会連合会の運営する EC サイト「nipponselect.com」への投稿支援、

その他、地域経済情報誌「備後経済レポート」等への掲載支援を行う。 

【改善点】 

今後は、掲載欄に問い合わせ先として、当会または、事業者の電話・FAX・メールアドレスは記載し、新
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商品に対して意見・要望を求めやすくする。 

   

  （5）物産展・ビジネスフェア及び商談会への参加支援 

    《物産展・ビジネスフェアへの出展支援》 

都市部の消費者に、自社商品がどのように受け入れられるか。毎年、消費者の購買行動・嗜好・ニー

ズを掴み、商品改良・ブラシュアップに繋げる目的で、全国商工会連合会主催の「全国物産展」への出

品及び、広島県の信用金庫が合同で開催している「ビジネスフェア」に出展支援を行っている。 
【改善点】 

今後は、「物産展」・「ビジネスフェア」での来訪者に、会場でアンケートを実施し、売れ筋情報・プライ

スライン・パッケージデザイン等、生の声を集め、商品改良・ブラシュアップに繋げる。アンケートをもと

に、ミラサポや中小企業基盤整備機構のコーディネータや広島県よろず相談拠点の専門家派遣等を

利用し、商品のブラッシュアップや包装等の改良変更等を行う。 

 

 《商談会への参加支援》 

毎年、自社商品の販路開拓のため大手百貨店・スーパー・卸問屋等のバイヤーとの商談が可能であ

り、広島県商工会連合会主催の特産品等販路開拓支援事業「商談会」への参加支援を行っている。 

【改善点】 

「商談会」への参加を広く促し、参加事業者へは、バイヤーの意見を集約し商品改良・ブラシュアップ

に活用する。専門家への支援が必要な場合は、ミラサポや中小企業基盤整備機構のコーディネータ

や広島県よろず相談拠点の専門家派遣等を招聘し、商品のブラッシュアップや包装等の改良変更

等を行う。 

 

  （６）インターネットでの配信 

   当会のホームページに、企業情報や新たな商品開発情報を紹介することにより、広く情報発信する。 

 

（目標） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

 当商工会地域は、中山間の御調地域と尾道市街地に隣接した向島地域、愛媛県との県境の瀬戸田地

域があり、南北に長く広範囲である。産業も異なり、御調地域は、第一次産業の他、金属加工業、縫製業

などがあり、向島地域、瀬戸田地域においては造船の舶用産業が盛んであるが、景気の波が大きく親会社

 現状 ２8 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

広域取引拡大商談会 未実施 2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

造船業への新たな需要開拓 未実施 2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

アンテナショップ等への出展 10 社 10 社 12 社 12 社 15 社 15 社 

各種情報誌等への記載 3 社 3 社 3 社 5 社 5 社 5 社 

物産展及びビジネスフェア等

への出展 

２回 ３社 ４社 ５社 ５社 ５社 

インターネットの配信 10 アイテム 10 アイテム 13 アイテム 13 アイテム 15 アイテム 15 アイテム
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の景況に左右される。特に造船関連は３Ｋ業種で雇用難が大きな問題となっている。商業については三地

域ともに、大中型スーパーの進出と高齢化に伴う廃業等で商店街は衰退の一途をたどっている。こうした中

で地域経済活性化を図るため、地域資源を活用した特産品開発や年間４８３万人が訪れるにも拘わらず当

会の三地域には９０万人しか訪れていない尾道市への観光客を如何に三地域へ誘導することが課題であ

る。 

 

（事業内容） 

１．地域資源を使った新商品開発とアイデア募集による商品化 

当会地域においては瀬戸田地域のレモンとネーブルや向島のわけぎが日本一の生産量を誇り、新しくレ

モンを使ったスイーツや和菓子、香水に至るまで様々な商品が開発されている。 

尾道市ではその他にもイチジクが県内有数の生産地であり、また御調町においては平成２７年より栽培を

始めた青パパイヤを食材として栽培しており、こういった地域資源をもとにアイデアコンテスト等を開催するこ

とで新しい発想による新商品開発支援を行う。コンテストでの最優秀賞受賞のアイデアは、地域への波及効

果を図るため、たれでも商品開発できるよう、「新商品開発アイデアコンテスト実行委員会」で、管理する。

（連携者：尾道市農林水産課、商工課） 

   

 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度

瀬戸田産柑橘を使った商品の

アイデアコンテスト 
 

採択・商品化
   

御調産青パパイヤを使った商

品のアイデアコンテスト 
  採択・商品化   

向島産わけぎを使った商品開

発のアイデアコンテスト 
   採択・商品化  

向島産いちじくを使った商品

開発のアイデアコンテスト 
    

採択・商品化

サイクリスト向け飲料等アイデ

アコンテスト 
 採択・商品化    

 

 【実施体制】 

①商工会内に、「新商品開発アイデアコンテスト実行委員会」（仮称）を置く。 

②「新商品開発アイデアコンテスト実行委員会」は、尾道市農林水産課・商工課、支援機関（中小企業整

備基盤機構）・専門家・道の駅関係者・県連東部支所・当会担当理事等で構成し、毎年 4 回以上開催す

る。 

③実行委員会は、アイデアコンテストの実施要領、審査会運営、商品化への取組み、販路の確保・開発等

更には、テスト販売や商品改良・ブラシュアップの支援を行い、特産品に成長するよう支援する。 

 【募集方法】 

   ①商工会会員及び尾道市内、因島については尾道商工会議所、因島商工会議所との連携により 

     ＤＭを送り参加者を募る。 

   ②高校生や大学生など、若者や女性を対象にアイデア募集を行う。 

   ③尾道市の広報や市や商工会のホームページにより広く市民からのアイデア募集を行う。 
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 【審査方法】 

   ①コンテスト参加者によるレシピの発表会、試食会を開催する。 

   ②試食会終了後、その場において実行委員による審査を行い、最優秀賞（１点）、優秀賞（２点）、尾道し

まなみ商工会会長賞（１点）を選考する。 

   ③最優秀賞のアイデア使用権は、「新商品開発アイデアコンテスト実行委員会」に属し、商工会管理の

下、会員事業所から加工業者を募って製品化する。 

 

 【効果・商品化】 

   ①アイデアコンテストを開催することにより、参加者の技術の向上と出展者同士の情報交換により、 

    今後の商品開発の機運が醸成され、商品開発点数の増加及び売上アップに結びつく。 

   ②最優秀作品の地域ブランド化により、地域イメージ、地域力のアップを狙う。 

③アイデアコンテストの中から、当地域の加工業者により商品化を行い、直販する。サイクリスト向け飲料

等については、全国あるいは、海外からのサイクリストの来訪があり、しまなみ海道沿線の、休憩所・宿

泊・各種サービス施設で需要が生じ、特産品開発による飲料等の売上に繋がる。 

 ④地域資源を活用して予定している商品化以外でも、飲食店向け特産品メニューについては、知名度の

高い瀬戸田のタコ・アナゴ、向島のわけぎ、御調のお好み焼き等、飲食店において創作料理として特産

品ラインナップに加え提供する。 

 

【アンテナショップでのテスト販売・商品改良・販路確保・拡大】 

  ①地元の道の駅「クロスロードみつぎ」や JA の「ええじゃん尾道」、広島の夢ぷらざに出品しテスト販売を行

う。 

②尾道商工会議所主催のグルメサミット in 尾道や菓子組合主催の「スィーツコンテスト」への出品も行う 

③東京銀座の TAU や「むらからまちから館」等の都市部へ出品し販売促進を行う。 

  これらのアンテナショップでのテスト販売の情報や市場の評価により、中小企業基盤整備機構中国本部

やひろしま産業振興機構、広島県商工会連合会、広島県、尾道市と連携し、商品改良やブラシュアップを

行う。 

【販路確保・拡大・地域経済へ波及】 

このようにして、加工業者・販売店・飲食店等のサービス業が、商品化へ向けての事業計画策定、商品

化、販路の確保・拡大を行う。新商品開発アイデアコンテストの経過とともに、商品化も増え（４商品以上）、

三地域で加工業者・販売店・飲食店等のサービス業者へ波及し、経済効果に繋がる。 

 

２．観光客誘致のための観光地、飲食店入りイラストマップ作成 

   全国的に知名度の高い尾道市への観光客は平成２５年度年間６３３万人で、外部からの入込観光客は４８

３万人となっているが、当商工会地域への入込観光客は、御調町１８万人、向島２７万人、生口島（瀬戸田

町）には４５万人の合計９０万人しか訪れていない。御調町は「中国やまなみ街道」の結節点で国土交通省

から重点道の駅に指定された「クロスロードみつぎ」や、文化勲章受章者である彫刻の円鍔勝三の記念館

や天然温泉「尾道ふれあいの里」等の資源があり、向島には岩屋山のミステリーゾーンやらんセンターがあ

り、瀬戸田町には平山郁夫美術館や西日光と称される耕三寺、サンセットビーチ等の色んな観光施設や観

光資源がある。 

また、最近はサイクリングブームで全国各地、また海外からも多くのサイクリストが尾道、向島、因島、瀬戸

田に入って来ている。その観光客を御調町や向島、瀬戸田に至る地域に誘引するため、周遊型・地域料理
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を扱う飲食店を記載した多言語対応のイラストマップを行政や尾道観光協会と連携して作成し、尾道駅や

各観光案内所等に配布する。 

   また、観光客をリピーターとしファン化するため、「おもてなし心」を醸成する必要があり、各地域において

各１回「おもてなし講座」を開催し、ホスピタリティの精神を養う。 

                                 （連携者：尾道市観光課、尾道観光協会） 

 （１）イラストマップの作成 

   【マップの特徴】  

向島・御調・瀬戸田地域周遊型、各地域の観光スポット、特産メニュー提供飲食店記載、多言語

対応のイラストマップ。 

   【マップ作成部数】 

１００，０００部（A3 両面、２つ折） 

   【配布場所】 

尾道駅、千光寺売店、千光寺ロープ-ウェイのりば、向島兼吉観光案内所、瀬戸田観光案内所、 

尾道市役所、商工会本所支所、クロスロードみつぎ、中国やまなみ街道、瀬戸内しまなみ海道、 

山陽自動車の各サービスエリア、旅行会社等 

   【配布方法】 

各配付場所での手渡し、セルフサービス 

   【連携者】尾道市観光課、尾道観光協会 ・・・情報提供及び作成上の助言を頂く。 

 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度

イラストマップ作成 調査 発行    

おもてなし講座開催      

 

 （２）おもてなし講座の実施 

【対 象】 商業・飲食店等サービス業・お土産製造販売業 

【実施場所】 毎年度、本所（向島）・御調支所・瀬戸田支所 

  【連携者】尾道市観光課、尾道観光協会・・・講座実施上の助言を頂く。 

   【目 標】 

事業項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

おもてなし講座 

（参加者） 
未実施

3 回 

（50 名）

3 回 

（50 名）

3 回 

（50 名）

3 回 

（50 名） 

3 回 

（50 名）

 

３．各種イベントを利用した「産業展」開催による賑わい創出 

現在、商工会では向島、御調、瀬戸田の各地域に於いて、地域振興に資するイベントを開催し、賑わい

創出を行っている。向島地域での最大イベントは１１月に開催する「にこぴんしゃん祭」であり、尾道市観光

課や観光協会等への協力として「みなと祭」「住吉花火大会」「灯りまつり」等に協賛参加している。御調地域

においては「御調秋まつり」を、瀬戸田地域においては、「瀬戸田夏まつり（花火大会）」を盛大に開催し、地

域や域外からの多くの見物客で賑わっている。 

  【改善点】 

今後は、この三地域のイベントを活用し、会員事業者参加の産業展を実施し、地域資源を活用した特産
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品、ユニーク商品等、また、１．の地域資源を使った新商品開発とアイデア募集による商品化した特産品の

展示も行い、来場者のへの地域資源等のＰＲを行うとともに、市民の生の声を掴み商品改良・ブラシュアップ

に繋げる。                                （連携者：尾道市商工課、尾道観光協会） 

 【実施方法】 

各地域でのイベントに合わせ、会場の一角に商工会員限定の PR ブースを設け、各事業所に出展し

てもらい各事業所の事業内容紹介等を行う。また、展示即売コーナーも設ける。それにより小規模事業

者の販路拡大につなげる。 

【目 標】 

①向島地域  「にこぴんしゃん祭」   産業展への出展者数 ２０業者 

②御調地域 「秋祭り」      産業展への出展者数 １０業者 
  ③瀬戸田地域 「夏まつり」           産業展への出展者数 １０業者 

  【連携者】尾道市商工課には、出展者への特産品開発及び展示商品の販路拡大にいて連携 

        尾道観光協会には、出展者及び展示商品の PR について連携 

  【効 果】 

    会員事業所の知名度・イメージアップ効果があり、販売促進に繋がる効果が期待できる。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（現状と課題） 

   広島県備南地区８商工会の経営指導員等が集まる会議が定期的に開催され、研修や情報交換を行っ

ている。また、日本政策金融公庫尾道支店主催による「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」も年 2 回開

催されている。いずれの会議も通常の議題に加え、情報交換は行っているが、経営発達支援事計画で必

須となる事業計画策定支援のノウハウ等の情報交換は行っていない。 

今後は、いずれの会議にも、経営発達支援事業推進にあたっての経営支援をはじめとした支援ノウハウ 

等の情報交換を行い、自らの支援スキルの向上を図ることが課題である。 

 

（１）既存会議での見直し 

   ①備南地区商工会（情報交換会年２回） 

備南地区商工会の事務局長会議の他職員全体会議が開催され、通常の組織活動の報告や先進事

例等の紹介の他、地域経済動向及び業界ごとの景気状況等の情報交換を行っている。 

今後は、従来の内容に加え経営支援事例及び支援ノウハウ等の情報を共有し、各商工会の経営

発達支援事業の進捗状況や、取組み内容についても情報交換を行う。また、広島県よろず支援拠

点及び中小企業基盤整備機構の専門家を招いて助言を頂き支援能力向上へ繋げるよう改善する。

【改善点】 

各商工会の経営発達支援事業の進捗状況や、取組み内容についても情報交換を行う。専門家を

招いて助言を頂く。 

 

②日本政策金融公庫主催の経営改善貸付推薦団体連絡会議（情報交換会年 4 回） 

従来、日本政策金融公庫尾道支店主催の経営改善貸付推薦団体連絡会議では、マル経の貸出

状況や制度改正、資金需要等が中心テーマであった。 

今後は、金融情報を共有すると共に、各団体の経営発達支援事業の進捗状況、経営支援事例・
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支援ノウハウ、融資斡旋状況の情報交換を行い、事業者の事業計画策定や経営改善の支援能力

向上及び経営発達支援事業の効果的な推進に繋がるよう改善する。 

【改善点】 

各団体の経営発達支援事業の進捗状況、経営支援事例・支援ノウハウ、融資斡旋状況の情報交

換を行う。 

 

③東部地域産業支援機関等実務者会議（情報交換会年 2回） 

広島県商工労働局東部産業支援担当の主催により、広島県東部の行政・産業支援機関・商工会・

商工会議所の経済団体で構成されている「東部地域産業支援機関等実務者会議」の中で、今後は、

経営発達支援計画の推進のため、支援機関同士の情報交換や連携強化をはかり、実施団体へ支援

機関からの情報及び支援ノウハウの提供を依頼する。 

【改善点】 

支援機関同士の情報交換や連携強化をはかり、実施団体へ支援機関からの情報及び支援ノウハウ

の提供を依頼する。 

 

（２）新たな会議の開催 

   ①尾道市並びに尾道商工会議所・因島商工会議所との連携（情報交換会年 2 回） 

尾道市並びに尾道商工会議所・因島商工会議所と連携し、経営発達支援事業の推進にあたっての

情報交換に努める。尾道市は事業評価検討委員会の委員（３に記載）にお願いすることから、経営発達

支援事業の進捗状況ついて報告し意見交換を行うと共に、地域経済動向及び業界の需要動向の情報

を提供して頂く。 

②地域金融機関との情報交換会（四半期ごと 4 回） 

管内金融機関広島銀行・しまなみ信用金庫と個別に情報交換会を持ち、資金需要・設備投資情報・

地域経済情報等の他、景気動向についても把握する。 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

商工会職員に対する現状の研修は広島県・広島県商工会連合会・職員協議会の主催による研修会の

他、広島県商工会連合会が経営指導員の経験年数に応じて中小企業大学校へ派遣している研修会があ

り、支援スキルの向上を図る機会は十分確保され、研修終了後は、職員会議等の機会を通して研修内容

の報告は行ってきた。（商工会職員研修会実施状況のとおり） 

 

【商工会職員研修会実施状況】 

研 修 名 対 象 研修のねらい 

（県）商工会専門スタッフ研修 経営指導員 経営指導能力の向上 

（県）経営革新支援研修 経営指導員      〃 

（県連）管理職養成研修 事務局長 管理能力の向上 

（県連）相談能力向上研修 課長 〃 

（県連）商工会等基本能力研修 一般指導職員 経営指導能力の向上 

（職協）職員パワーアップセミナー 全職員 〃 
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備南ブロック研修 事務局長 組織強化・運営 

（県）広島県主催 ・ （県連）広島県商工会連合会主催 ・ （職協）広島県商工会職員協議会主催 

【中小企業大学の研修会】 

研 修 名 対 象 研修のねらい 

税務・財務診断コース 経営指導員（原則２年以内） 経営指導能力の向上 

経営診断基礎コース（商業コース） 経営指導員（原則３年以内） 〃 

支援担当者専門研修 基礎研修終了後３年以内 〃 

支援担当者専門研修 課長補佐 〃 

中小企業診断士養成研修 中小企業診断士一次合格

者 

〃 

 

今後は、従来以上に研修会で習得した学習内容の報告を心がけ、内部でスキルを共有することが求めら

れる。また、経営発達支援事業の推進にあたり、それぞれに違った業種・規模の事業者から生じる課題に応

えるためには、経営支援にあたる側も成長する必要がある。経営指導員各々の不足する部門を認識しスキ

ルを磨くため、上記の研修だけでなく専門的な次の部門等の外部研修等に積極的に派遣する必要がある。

【外部研修の導入】 

①経営分析・SWOT 分析能力経営戦略 

②事業計画の作り方 

③経営革新計画策定のポイント 

④販路開拓支援の進め方 

【内部研修の導入】 

①商工会事務局内では、経営支援の事例について、支援手法やノウハウの他、事業者の経営分析や事

業計画策定結果を蓄積し、全職員が共有できる仕組みをつくる。 

②毎月 1 回の全職員会議で、経営発達支援事業に関する取組みの情報交換会議を開き、研修会での

学習内容の報告に加え、支援手法・成功事例等について情報共有をするための支援体制を築く。ま

た、年 1 回は、全職員会議に専門家も交え、経営支援の事例について意見交換を行い専門家の助

助言を頂く。 

③業務習熟度が低い経営指導員には、経験豊富な指導員とチームで小規模事業者の支援を行い、ＯＪ

Ｔの手法により支援・助言・情報収集方法等を学ぶなど、支援ノウハウを学ばせ、職員育成に努める。 

④経営発達支援事計画は全職員で実施することであり、補助員・記帳専任職員についても、基礎的経営

支援における不足する部門を把握し、スキルアップを図るよう、事務局長・課長は、指導することが求

められる。また、事業計画策定後のフォローアップ等に経営指導員に同行させ、現場体験をすること

により経営発達支援計画事業の補佐的業務の遂行の認識高揚に繋がる。 

 

３．事業の評価及び見直しのための仕組みづくり 

    経営発達支援計画の進捗状況、達成状況、成果等について、外部有識者（下記に記載）による客観的

視点から検証を受け改善していく。ＰＤＣＡサイクルを回し実効性あるものとするため以下の通り実施する。

（１）毎月開催する「経営指導員会議」において経営発達支援計画の遂行状況、指導内容、指導実績の検

証を行っていく。 

（２）「尾道しまなみ商工会経営発達支援計画評価委員会」を設置し、外部有識者を委員に委嘱、毎年２回
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4 月と 10 月に委員会を開催し、経営発達支援事業の実施状況、事業の成果の評価・見直し案の検討を

行う。 

（３）10 月開催の委員会及び 4月開催の委員会において指摘を受けた事項については、毎週開催の「経営

指導員会議」において検証し、計画の調整を行い、ＰＤＣＡサイクルを回しながら実効あるものにする。 

（４）毎事業年度終了後に、年間の事業評価を役員会・総代会に報告するとともに、尾道しまなみ商工会ホ

ームページで常時閲覧が出来るように公表する。 

 

 

【外部有識者】 

  広島県東部産業支援担当・尾道市産業部商工課・日本政策金融公庫 尾道支店・広島県商工会連合会

東部支所・中小企業診断士 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年 1月現在）

（１）組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先：尾道しまなみ商工会 

 【本所】 

  住所：〒722-0073 広島県尾道市向島町 16054-4 

  電 話：0848-44-3005  ＦＡＸ：0848-44-1925 

  ＵＲＬ：http://www.hint.or.jp/onomichi-s/   Mail：onomichi-s@hint.or.jp 

【経営発達支援計画に関する担当職員連絡先】 

      課  長 篠原裕之 shinohara-h@hint.or.jp 

      課  長 戸川功志 togawa-k@hint.or.jp 

        課長補佐 藤本昇士 fujimoto-s@hint.or.jp 

【御 調 支 所】住所:〒722-0342 広島県尾道市御調町大田 71-1 電話:0848-76-0282 FAX:0848-76-2118  

【瀬戸田支所】住所:〒722-2411 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田 311-1 

電話:0845-27-2008 FAX:0845-27-3518 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                    （単位：千円） 

 
平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

平成 32 
年度 

必要な資金の額 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

 

小規模企業対策事業費 
（１）調査分析事業 
 ①アンケート調査費用 
  （通信費、印刷費等） 
 
（２）講習会（セミナー） 
 ①講習会開催費 
  （講師謝金・広告費等） 
 ※経営分析ｾﾐﾅｰ・業種別実 

践ｾﾐﾅｰ④・事業計画策定 
ｾﾐﾅｰ③・需要動向ｾﾐﾅｰな 
ど計年 9回程度 

 
（３）販路開拓支援事業 
 ①展示会など出展費 
  首都圏展示会出展補助 

 3～5 社 
 ②販促支援事業費 
  特産品アイデアコンテス 
  ト実施 
 ③観光客誘致支援事業費 
  イラストマップ 10 万部
作 

成・おもてなし講座実施 
 ④広告宣伝費 
 ⑤旅費交通費 
  展示会同行職員交通費等 
 
（４）委員会開催費用 
 ①事務費 
  （通信費、印刷費等） 
 
（５）支援力向上事業 
 ①視察研修旅費 
 （首都圏展示会及び販路開 

候補先等） 

(100)
100

 （2,000）
2,000

(1,700)
400

400

500

200
200

(200)
200

(500)
500

(100)
100

 （2,000）
2,000

(1,700)
400

400

500

200
200

(200)
200

(500)
500

(100)
100

 （2,000）
2,000

(1,700)
400

400

500

200
200

(200)
200

(500)
500

 
(100) 
100 
 
 

 （2,000） 
2,000 

 
 
 
 
 
 

(1,700) 
400 
 
 

400 
 
 

500 
 
 

200 
200 
 
 

(200) 
200 
 
 

(500) 
500 
 

(100)
100

 （2,000）
2,000

(1,700)
400

400

500

200
200

(200)
200

(500)
500

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

①広島県補助金  →【小規模事業指導費補助金／広島県商工会連合会経由（事業費・人件費）】
②尾道市補助金  →【尾道市補助金交付規則により支給】 
③尾道市事業受託料→【尾道市補助金交付規則により支給】 
④会費収入→【総代会終了後、金融機関による口座振替／毎年 6月末・12 月末（一部振込あり】
⑤特別賦課金、手数料収入→【各種事業】 
⑥国補助金収入→経営発達支援計画認定後の補助金収入金（伴走型小規模事業者支援推進事業）
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（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４－１） 
 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 
地域の経済動向調査および需要動向調査に関すること 
・地域経済の動向に関する各種の情報を集約する 
・各種機関の消費動向調査等を活用することで、小規模事業者の事業計画策定及び事業運営に活用
する 

連携者及びその役割 
 

連携者名 役  割 
経済産業省中国経済産業局 
局長 畑野浩朗 
〒730-8531 広島市中区紙八丁堀 6-30 
℡082-224-5658 

・消費動向、統計データの利用 
（小規模企業白書） 

一般財団法人ひろぎん経済研究所 
理事長 角倉 博志 
〒730-0022 広島市中区銀山町 3-1  
℡082-247-4873 

・地域経済動向のデータ利用 
（カレントひろしま） 

尾道市 
市長 平谷祐宏 
〒722-8501 尾道市 1丁目 15-1 
℡0848-38-9111 

・尾道市内の各種データ利用 
（統計データブック） 

・市預託託融資に関する各種データ提供 
 

日本政策金融公庫尾道支店 
支店長 浜 晋治 
〒722-0036 尾道市東御所町 1-20 
℡0848-22-6111 

・地域内金融動向に関する各種データ提供 
・管内融資動向のヒアリング 

広島銀行御調支店 
支店長 石飛信生 
〒722-0342 尾道市御調町大田 10-1 
℡0848-76-1212 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 

広島銀行向島支店 
支店長 松井秀司 
〒722-0073 尾道市向島町 544-1 
℡0848-44-1605 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 

広島銀行瀬戸田支店 
支店長 手柳琢磨 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 524-1 
℡0845-27-2233 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 

しまなみ信用金庫向島支店 
支店長 白須 勝 
〒722-0073 尾道市向島町 5532-1 
℡0848-44-0488 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 

しまなみ信用金庫瀬戸田支店 
支店長 小島道治 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 371-4 
℡0845-27-2171 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 

ひろしま産業振興機構(広島県よろず支援拠点) 
理事長 深山英樹 
〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 
℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 
・経営計画の策定、実施支援 
・当事業に係る需要動向セミナー、個別指導な
ど指導助言 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

尾道しまなみ商工会 
○各種公的データの集約及び分析 
○会員アンケート調査による実態把握 
○決算・金融状況の集約によるデータ分析

○記帳機械化データの分析 
○労働保険事務組合データの分析 

連
携 

【目標】 
○小規模事業者への地域経済動向、需要動向等の情報提供（随時） 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 小規模事業者に対し、広島県や尾道市における地域経済動向及び需要動向について情報提

供を行うことで、事業計画書の策定に向けた機運を醸し出す。

【公的機関】 
○経済産業省 
○中小企業庁 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
○尾道市 
 
  経済動向に関する情報収集 
  情報交換 

【民間団体】 
○（一財）ひろぎん経済研究所 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○広島銀行御調支店 
○広島銀行向島支店 
○広島銀行瀬戸田支店 
○しまなみ信用金庫向島支店 
○しまなみ信用金庫瀬戸田支店 
 
  地域経済動向、需要動向に関する情

報収集



- 39 - 
 

（別表４－２） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
経営状況の分析、事業計画策定支援並びに事業計画策定後の実施支援に関すること 
・小規模事業者の経営課題の抽出 
・事業計画策定に係る支援及び事業計画実施に係る経営課題の解決支援 
・事業計画実施に係る経営課題のうち資金面の課題に関する支援 
・創業（第二創業）支援事業（事業承継事業も含む）に関する支援 

連携者及びその役割 
 

連携者名 役  割 
公益財団法人ひろしま産業振興機構 
（広島県よろず支援拠点） 
理事長 深山英樹 
〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 
℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

・経営計画の策定、実施支援 

一般社団法人広島県中小企業診断協会 
代表理事 岸本実 
〒730-0052 広島市千田町 3-7-47 
℡082-569-7338 

・経営分析、見直しなど指導助言 

・当事業に係る事業計画策定セミナー、個別指

導など指導助言（経営分析セミナー含む） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部 
本部長 井上秀生 
〒730-0834 広島市西区草津新町 1-21-5 
℡082-278-5800 

・販路開拓、商品開発、助成金など各種セミナ

ー開催の指導助言 

・経営計画の策定、実施支援 

広島県商工会連合会 
会長 熊髙一雄 
〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 
℡082-247-0221 

・ミラサポ、エキスパートバンクを活用した指

導と助言 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

広島県事業引継ぎセンター 
統括責任者 平野勝正 
〒730-8510 広島市中区基町 5-44 
℡082-555-9993 

・事業承継に係る指導助言 

尾道市 
市長 平谷祐宏 
〒722-8501 尾道市久保 1丁目 15-1 
℡0848-38-9111 

・各種助成金制度による支援 

・マル経融資利子補給制度による支援 

 

日本政策金融公庫尾道支店（国民生活事業） 
支店長 浜 晋治 
〒722-0036 尾道市東御所町 1-20 
℡0848-22-6111 

・事業実施に係る資金的支援 

広島銀行御調支店 
支店長 石飛信生 
〒722-0342 尾道市御調町大田 10-1 
℡0848-76-1212 

・市預託融資に関する各種データ提供 

・市内融資動向のヒアリング 
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広島銀行向島支店 
支店長 松井秀司 
〒722-0073 尾道市向島町 544-1 
℡0848-44-1605 

・市預託融資に関する各種データ提供 

・市内融資動向のヒアリング 

広島銀行瀬戸田支店 
支店長 手柳琢磨 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 524-1 
℡0845-27-2233 

・市預託融資に関する各種データ提供 

・市内融資動向のヒアリング 

しまなみ信用金庫向島支店 
支店長 白須 勝 
〒722-0073 尾道市向島町 5532-1 
℡0848-44-0488 

・市預託融資に関する各種データ提供 

・市内融資動向のヒアリング 

しまなみ信用金庫瀬戸田支店 
支店長 小島道治 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 371-4 
℡0845-27-2171 

・市預託融資に関する各種データ提供 

・市内融資動向のヒアリング 

尾道商工会議所 
会頭 福井 弘 
〒722-0035 尾道市土堂 2丁目 10-3 
℡0848-22-2165 

・創業（第二創業）支援事業（事業承継事業も
含む）に関する情報交換 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 

因島商工会議所 
会頭 村上祐司 
〒722-2323 尾道市因島土生町 1762-38 
℡0845-22-2211 

・創業（第二創業）支援事業（事業承継事業も
含む）に関する情報交換 

・市預託融資に関する各種データ提供 
・市内融資動向のヒアリング 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

尾道しまなみ商工会 
○経営課題解決に資する支援 
○事業計画実施に関する各種支援 
○資金的課題解決に資する支援 

連
携 

【目標】 
○経営分析セミナー・非製造業対象セミナー及び製造業対象セミナー 
など実践的経営支援 ○製造業の経営力強化のための経営支援の実施 
○特産品開発などを通じた観光客誘致により地域振興 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 事業計画の策定並びに実施に関する支援を、伴走型で提供することにより、小規模事業者

の持続的な発展に資することができる。 

【経営課題の抽出、解決支援】 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
○広島県よろず支援拠点 
○（一社）広島県中小企業診断協会 
○（独）中小企業基盤整備機構 
○広島県商工会連合会 
○広島県事業引継ぎセンター 
○尾道市 
○尾道商工会議所・因島商工会議所 
  専門家派遣 
  セミナー講師 

【資金調達に関する支援】 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○広島銀行御調支店 
○広島銀行向島支店 
○広島銀行瀬戸田支店 
○しまなみ信用金庫向島支店 
○しまなみ信用金庫瀬戸田支店 
 
  事業実施に係る金融支援 
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（別表４－３） 
 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 
新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
・売れるものづくり、場所づくり、人づくり、仕組みづくりを支援するための専門家等による指導
助言（アンテナショップ、物産展への出展・商談会、ビジネスフェアへの出展など） 

・造船技術高度化のための訓練実施の推奨に関する指導助言 
連携者及びその役割 

 

連携者名 役  割 
一般社団法人広島県中小企業診断協会 
代表理事 岸本 実 
〒730-0052 広島市千田町 3-7-47 
℡082-569-7338 

・商品開発に伴う販路開拓等を指導助言 

広島県商工会連合会 
会長 熊髙一雄 
〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 
℡082-247-0221 

・ミラサポ、エキスパートバンクを活用した 

商品開発に伴う販路開拓等の指導助言 

尾道市 
市長 平谷祐宏 
〒722-8501 尾道市久保 1丁目 15-1 
℡0848-38-9111 

・尾道市内の各種データ利用 

（統計データブック） 

・市預託託融資に関する各種データ提供 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 
（広島県よろず支援拠点） 
理事長 深山英樹 
〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 
℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言 

・下請取引あっせん、広域取引商談会 

ひろしま夢ぷらざ 
所長 倉岡達志 
〒730-0035 広島市中区本通 8-28 
℡082-544-1122 

・販路開拓を目的とした展示販売 

広島ブランドショップＴＡＵ 
店長 村上祥平 
〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-10 
銀座上一ビルディング 
℡03-5579-9952 

・販路開拓を目的とした展示販売 

道の駅「クロスロードみつぎ」 
（株式会社みつぎ交流館） 
代表取締役 後藤公作 
〒722-0342 尾道市御調町大田 33 
℡0848-76-3115 

・販路開拓を目的とした展示販売 

・特産品開発などを通じた観光客誘致により地

域振興の連携 
 

共同認定職業訓練校 因島技術センター 
因島技術センター運営協議会 
会長秋吉公廣 
〒722-2392 尾道市因島土生町 7-4 

℡0845-26-6212 

・需要開拓に関する指導助言 

・造船技術高度化のための訓練の指導助言 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

尾道しまなみ商工会 
○各種専門家派遣制度の活用 
○販路開拓のための各種支援 

連
携 

【目標】 
○売れるものづくり（特産品開発支援） 
○売れる場所づくり、仕組みづくり（販路開拓支援、取引先拡大支援） 
○売れる人づくり（専門知識の習得） 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 市場ニーズに合致した新たな需要の開拓に寄与する事業を支援することで、売れるものづ

くり、場所づくり、人づくり、仕組みづくりを支援するための専門家等による指導助言（ア

ンテナショップ、物産展への出展・商談会、ビジネスフェアへの出展など）更に商品や製品、

サービスを創造することで、小規模事業者の販路拡大につながり、持続的発展の実現がなさ

【特産品開発支援・造船技術高度化支援】

○（一社）広島県中小企業診断協会 
○広島県商工会連合会 
○尾道市 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
○広島県よろず支援拠点 
○共同認定職業訓練校 

因島技術センター 

 
  専門家派遣 
  特産品開発支援 
  造船技術高度化、競争力の強化支援

【販路開拓、取引先拡大】 
○ひろしま夢ぷらざ 
○広島ブランドショップＴＡＵ 
○クロスロードみつぎ（株式会社みつぎ

交流館） 

○（公財）ひろしま産業振興機構 
○広島県よろず支援拠点 
 
  展示販売会・商談会への出展参加 
  販路開拓支援 
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（別表４－４） 
 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 
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
 ・特産品を使ったアイデアコンテストの実施による地域経済の活性化 
 ・特産品開発の支援に伴い、地域経済の活性化 
 ・観光客誘致のための観光地、飲食店入りイラストマップ作成配布による地域経済の活性化 
 ・各種地域活性化イベントを利用した「ＰＲブース」設置による賑わいの創出 
 ・創業支援に伴う地域経済の活性化支援 
 ・地元への就職促進事業による雇用促進強化による地域経済の活性化 

連携者及びその役割 
 
連携者名 役  割 
一般社団法人広島県中小企業診断協会 
代表理事 岸本実 
〒730-0052 広島市千田町 3-7-47 
℡082-569-7338 

・商品開発、販路開拓等を指導助言 

広島県商工会連合会 
会長 熊髙一雄 
〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 
℡082-247-0221 

・ミラサポ、エキスパートバンクを活用した

販路開拓、商品開発等の指導助言 

尾道市 
市長 平谷祐宏 
〒722-8501 尾道市久保 1丁目 15-1 
℡0848-38-9111 

・地域経済の活性化の指導助言 
 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 
（広島県よろず支援拠点） 
理事長 深山英樹 
〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 
℡082-240-7706 

・販路開拓、商品開発、助成金など指導助言

・下請取引あっせん、広域取引商談会 

西日本高速道路ＳＨＤ株式会社 
中四国支社事業部 事業部長 鈴木和泉 
〒730-0037 広島市中区中町 8-12 
℡082-545-6016 

・高速道路サービスエリアでの観光客誘致に

関する指導助言（イラストマップ配布など

協力支援） 

道の駅「クロスロードみつぎ」 
（株式会社みつぎ交流館） 
代表取締役 後藤公作 
〒722-0342 尾道市御調町大田 33 
℡0848-76-3115 

・道の駅「クロスロードみつぎ」における展

 示販売 
・特産品開発などを通じた観光客誘致により

 地域振興の連携 

一般社団法人 尾道観光協会 
会長 川﨑育造 
〒722-0046 尾道市長江１丁目 3-3 
℡0848-37-9736 

・観光客誘致に関する事業の連携 
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日本政策金融公庫尾道支店 

支店長 浜 晋治 

〒722-0036 尾道市東御所町 1-20 

℡0848-22-6111 

・創業支援に関する指導助言 

・事業実施に係る資金的支援 

 

広島銀行御調支店 
支店長 石飛信生 
〒722-0342 尾道市御調町大田 10-1 
℡0848-76-1212 

・創業支援に関する指導助言 

・事業実施に係る資金的支援 

 

広島銀行向島支店 

支店長 松井秀司 

〒722-0073 尾道市向島町 544-1 

℡0848-44-1605 

・創業支援に関する指導助言 

・事業実施に係る資金的支援 

 

広島銀行瀬戸田支店 
支店長 手柳琢磨 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 524-1 
℡0845-27-2233 

・創業支援に関する指導助言 

・事業実施に係る資金的支援 

 

しまなみ信用金庫向島支店 
支店長 白須 勝 
〒722-0073 尾道市向島町 5532-1 
℡0848-44-0488 

・創業支援に関する指導助言 

・事業実施に係る資金的支援 

 

しまなみ信用金庫瀬戸田支店 
支店長 小島道治 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 371-4 
℡0845-27-2171 

・創業支援に関する指導助言 

・事業実施に係る資金的支援 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

尾道しまなみ商工会 
○各種専門家派遣制度の活用 
○販路開拓のための各種支援 

連
携 

【目標】地域経済の活性化に資する取組に関する関係支援組織との連携 

○製造業の経営力強化のための経営支援の実施 
○特産品開発などを通じた観光客誘致により地域振興 

＜連携先＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
 経営発達支援計画で策定した事業計画を実施支援で、伴走型で提供することにより、小規

模事業者の持続的な発展に資するために、地域経済の活性化を推進することができる。また、

小規模事業者の販路拡大につながり、持続的発展の実現がなされる。 
・連携する内容：観光入込客増加の取組、小規模事業者にも波及効果が期待される取組。 

【商品製品開発支援】 
【雇用促進強化】 
○（一社）広島県中小企業診断協会 
○広島県商工会連合会 
○尾道市 
○（公財）ひろしま産業振興機構 
○広島県よろず支援拠点 
○尾道公共職業安定所 
○尾道市ふる里促進協議会 
   

専門家派遣 
  商品及び製品開発支援 
  地元への雇用促進強化 

【販路開拓、取引先拡大】 
○広島県商工会連合会（ひろしま夢ぷら

ざ） 
○広島ブランドショップＴＡＵ 
○西日本高速道路ＳＨＤ株式会社 
○クロスロードみつぎ（株式会社みつぎ

交流館） 

○（公財）ひろしま産業振興機構 
○広島県よろず支援拠点 
○（一社）尾道観光協会 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○広島銀行御調支店・向島支店・瀬戸田

支店   
○しまなみ信用金庫向島支店・瀬戸田支

店 
展示販売会への出展・販路開拓支援 



- 47 - 
 

（別表４－５） 
 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 
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 
 2.経営指導員等の資質向上等に関すること 
 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 

連携者及びその役割 
連携者名 役  割 

広島県商工会連合会 
会長 熊髙一雄 
〒730-0051 広島市中区大手町 3-3-27 
℡082-247-0221 

・支援ノウハウに関する指導及び助言
・研修会、セミナーへの参加 
 （広島県商工会連合会主催の広島県商工会 
備南地域協議会研修会） 

・経営発達支援計画評価委員会への参加 
  （事業成果の評価・見直し） 

日本政策金融公庫尾道支店 
支店長 浜 晋治 
〒722-0036 尾道市東御所町 1-20 
℡0848-22-6111 

・マル経融資貸出状況、制度改正に伴う指導助 
 言 
・政府系資金需要に関する指導助言 
・経営発達支援計画評価委員会への参加 
  （事業成果の評価・見直し） 

広島県商工労働部（東部産業支援担当） 
局長 寄谷純治（担当次長 和田徹） 
〒720-8511 福山市三吉町 1-1-1 
℡084-925-5315 

・支援ノウハウに関する情報交換 
・経営発達支援計画評価委員会への参加 
  （事業成果の評価・見直し） 

尾道市 
市長 平谷祐宏 
〒722-8501 尾道市久保 1丁目 15-1 
℡0848-38-9111 

・支援ノウハウに関する情報交換 
・経営発達支援計画評価委員会への参加 
  （事業成果の評価・見直し） 

一般社団法人広島県中小企業診断協会 
代表理事 岸本実 
〒730-0052 広島市千田町 3-7-47 
℡082-569-7338 

・経営発達支援計画評価委員会への参加 
  （事業成果の評価・見直し） 
 

尾道商工会議所 
会頭 福井 弘 
〒722-0035 尾道市土堂 2丁目 10-3 
℡0848-22-2165 

・経営発達支援計画に関して情報交換 

因島商工会議所 
会頭 村上祐司 
〒722-2323 尾道市因島土生町 1762-38 
℡0845-22-2211 

・経営発達支援計画に関して情報交換 

広島銀行御調支店 
支店長 石飛信生 
〒722-0342 尾道市御調町大田 10-1 

℡0848-76-1212 

・資金需要に関する指導助言 

・設備投資情報に関する指導助言 

・地域経済情報に関する指導助言 
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連携者名 役  割 
広島銀行向島支店 
支店長 松井秀司 
〒722-0073 尾道市向島町 544-1 
℡0848-44-1605 

・資金需要に関する指導助言 

・設備投資情報に関する指導助言 

・地域経済情報に関する指導助言 

広島銀行瀬戸田支店 
支店長 手柳琢磨 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 524-1 
℡0845-27-2233 

・資金需要に関する指導助言 

・設備投資情報に関する指導助言 

・地域経済情報に関する指導助言 

しまなみ信用金庫向島支店 
支店長 白須 勝 
〒722-0073 尾道市向島町 5532-1 
℡0848-44-0488 

・資金需要に関する指導助言 

・設備投資情報に関する指導助言 

・地域経済情報に関する指導助言 

しまなみ信用金庫瀬戸田支店 
支店長 小島道治 
〒722-2411 尾道市瀬戸田町瀬戸田 371-4 
℡0845-27-2171 

・資金需要に関する指導助言 

・設備投資情報に関する指導助言 

・地域経済情報に関する指導助言 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 
（中小企業大学校広島校） 
校長 岡田 俊 
〒733-0834 広島市西区草津新町 1-21-5 
℡082-278-4955 

・経営指導員等の資質向上等に関すること 
指導助言（研修会、セミナーへの参加） 
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連携体制図等 
 

尾道しまなみ商工会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜効 果＞ 
経営発達支援計画の実施に際し、各関係支援機関から指導・助言をいたき、支援ノウハウ 
等意見交換の場が容易となる。また、経営指導員等の資質向上等について必要である。 
 更に、経営発達支援計画の実施状況の成果の評価及び見直しに必要不可欠な機関との情 
報交換及び情報共有を図ることができる。 
 
 

【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】 
【経営指導員等の資質向上等】 
 
○尾道市 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○独立行政法人中小企業基盤整備機構 
（中小企業大学校広島校） 
○広島県商工会連合会 
○尾道商工会議所・因島商工会議所 
○広島銀行御調支店・向島支店・瀬戸田

 支店 
○しまなみ信用金庫向島支店・瀬戸田支

店 
 支援機関との情報交換 
職員の資質向上 

【事業の評価及び見直しをするための

仕組み】 
 
○広島県商工労働部 

（東部産業支援担当） 
○尾道市 
○日本政策金融公庫尾道支店 
○（一社）広島県中小企業診断協会 
○広島県商工会連合会 
  
経営発達支援計画の事業報告 
経営発達支援計画の成果の評価 
経営発達支援計画の見直し 

連
携 

【目標】 
○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 
○経営指導員等の資質向上（支援能力向上）及び職員間の情報共有 
○事業の評価及び見直しをするための仕組み 


