
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
福山北商工会（法人番号 9240005009970） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

当経営発達支援計画の実施期間においては、管内の基幹産業である製造業と、大

型店の進出や消費者ニーズの変化に対しての早急な対応が必要と思われる小売業

及び飲食業の３業種を重点支援対象業種に位置付け、以下の目標達成を目指す。 

 

１．製造業については、保有する生産ノウハウの更なる向上と新たな生産設備の導

入により、得意先と共に売上の増大を実現し、受注環境の急激な変化にも対応で

きる強固な経営基盤を構築する。 

２．小売業・飲食業については、お店とお客様との『繋がり』を深めることで個店

に対するファンを増やす取り組みを事業計画に組み入れ、計画的に実践するこ

とで、継続的な売り上げが確保できるようになる。 

 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  地域の経済動向を①全国連の中小企業景況調査、②雇用・労働情勢調査、③福山

市の統計調査の３つの手法から調査・分析し、商工会ＨＰや会報誌により公表する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  製造業と小売業・飲食業に分けて分析項目を選定し、経営指導員等による聞き取

り調査を実施する。また、専門家を活用し、経営状況の分析を目的とした集団講習

会を年１回開催する。（年間分析目標：48 件） 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  経営分析を行った事業者を対象に、主に経営指導員が中心となって個別指導によ

る事業計画策定を支援する。また、専門家を活用した集団講習会を年１回開催する。

（年間策定件数目標：48件） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画策定事業所に対し原則四半期に１回のフォローアップを巡回指導により

実施するとともに、支援内容の共有化を図る。（年間フォローアップ述べ回数 192回） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  商圏分析サービスの活用と展示会への出展支援により、個社の需要動向を調査・

分析し、個社に提供する。 

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】 

    毎年開催される「広島県下請取引商談会」への参加並びに「ファッションワール

ド東京」及び「ビジネスフェア中四国」等、展示会への出展を促し新たな需要の開拓

を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

管内における労働力人口の確保に向け、「働き方改革推進事業」と「企業視察・職

場体験推進事業」の二つの事業を「福山市総合戦略推進会議」と連携し実施するこ

とで、地域経済の活性化を目指す。 

連絡先 

本  所：〒720-1132 広島県福山市駅家町倉光 417 

      TEL:（084）976-3111 FAX:（084）976-3211  

 加茂支所：〒720-2418 広島県福山市加茂町中野 1-3-2 

      TEL:（084）972-3008 FAX:（084）972-4270 
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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．福山市及び管内の概要 

 

 【福山市の概要】 

東西 29.5㎞、南北 45.7㎞、面積 518.14k㎡、

人口約 47 万人を擁する福山市は、備後十万石

の城下町として芦田川のデルタに誕生し、大正

５年に市制を施行し、以来合併等により市域を

拡大するとともに、臨海工業都市化を進め、平

成 10 年には中核都市に指定された。 

また、平成 27 年には、備後圏域６市（福山

市、三原市、尾道市、府中市、笠岡市、井原市）

２町（世羅町、神石高原町）と連携協約を締結

し、瀬戸内の経済・文化・交通の要衝の都市と

して発展している。 

福山市の産業は、鉄鋼を中心とした重工業と

伝統に支えられた繊維製品・家具・はきもの・ 

機械金属製品・琴・い草製品・菓子等の地場産業により発展してきたが、近年は電子産業や独自

の技術を生かした企業の伸長などにより、加工組立型産業に徐々に変化してきた。 

また、市内には、福山大学・福山平成大学・福山市立大学の３大学が立地し、若年層を市内に

呼び込む重要な拠点となっている他、福山駅から望まれる福山城、国宝明王院、瀬戸内の景勝鞆

の浦、渓谷美を誇る山野峡など、歴史と自然に恵まれた観光地も数多く点在している。 

市内事業所数は、平成 26 年の経済センサス-基礎調査によると、平成 21 年と比較し、教育、

学習支援業、医療、福祉関係は増加しているものの、全産業における事業所数は 21,683 事業所

と、△7.9％（△1,870事業所）の減少となっている。 

 

 （表－１）市内世帯数・人口及び事業所数・従業員数 

   

福 山 市 

世帯数（世帯） 人口（人） 

H26年 H29 年 増減 H26 年 H29 年 増減 

198,688 204,831 6,143 471,543 469,499 △2,044 
（出典：福山市住民基本台帳） 

 

福 山 市 

事業所数（事業所） 従業員数（人） 

H21年 H26 年 増減 H21 年 H26 年 増減 

23,553 21,683 △1,870 230,350 212,490 △17,860 
（出典：総務省 経済センサス－基礎調査） 

 

 【福山北商工会管内の概要】 

福山市北部地域における当商工会の管内は、平成 21 年の旧駅家町商工会と旧加茂町商工会の

合併により、駅家町・加茂町・山野町の３町で構成される。管内面積は、116.24k㎡で、平成 29

年 3月末現在の管内人口は 42,591人、世帯数は、17,270 世帯となっており、同期間において福

山市全体の人口が減少する中、管内においては、人口、世帯数ともに増加傾向にある。しかし、

管内の事業所数については、福山市全体の傾向同様に減少している。 
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 （表－２）管内世帯数及び人口 

福山市北部地域 
世帯数（世帯） 人口（人） 

H26年 H29 年 増減 H26 年 H29 年 増減 

駅 家 町 11,641 12,078 437 30,140 30,291 151 

加 茂 町 4,573 4,854 281 11,499 11,635 136 

山 野 町 350 338 △12 746 665 △81 

合   計 16,564 17,270 706 42,385 42,591 206 
（出典：福山市住民基本台帳） 

   

管内には、福山駅から広島県三次市の塩町駅を結ぶ JR 福塩線が東西に横断し、以前は、この

福塩線沿いの、万能倉駅・駅家駅・近田駅の沿線を中心に商店街や工場が立地し、賑わいを呈し

ていたが、平成 5年に、JR福塩線の約 800m南に並行して東西に横断する国道 486号（岡山県総

社市から広島県東広島市を結ぶ全長 130.8㎞の国道）が開通したことにより、大小の商業施設が

この 486 号線沿いに数多く出店し、商業の集積地が JR 福塩線沿いから徐々にこの国道 486 号沿

いに移動し、現在では、管内商業集積の中心地となっている。 

  また、当管内には、面積規模で市内２番目となる大規模産業団地『福山北産業団地』(分譲面

積 32.3ha)を有し、現在上場企業を含む 25 社が立地しているが、この産業団地を拡張する第Ⅱ

期造成事業（分譲面積 21.2ha）が現在検討されており、福山市内における産業の集積地として、

その発展が期待されている。              (出典：「福山市役所ＨＰ」統計ふくやま) 

 

 

Ⅱ．福山北商工会管内の現状と課題 

 

 １．当管内の現状 

平成 26 年経済センサス－基礎調査を基に作成した管内の全産業における民営事業所数及

び従業者数は下表の通りであり、サービス業が 299事業所と一番多く、次いで製造業、卸売・

小売業、建設業の順になっている。又、従業者数は製造業が一番多く、次に、その他となっ

ているが、このその他に含まれる医療・介護・福祉関連の事業所が平成 21 年以降、雇用の

創出を伴って増加しており、事業所数に対し従業者数が多いのは、このことが大きく影響し

ている。 

 

   （表－３）管内業種別事業所数及び従業者数 

 建設業 製造業 卸売・小売業 飲食業 サービス業 その他 合計 
事業

所 

従業

者 

事業

所 

従業

者 

事業

所 

従業

者 

事業

所 

従業

者 

事業

所 

従業

者 

事業

所 

従業

者 

事業

所 
従業者 

駅家町 145 952 221 2,536 231 1,575 69 693 212 1,318 125 1,938 1,003 9,012 

加茂町 66 450 57 569 46 431 9 19 75 353 36 488 289 2,310 

山野町 8 34 8 95 4 30 0 0 12 28 1 8 33 195 

合 計 219 1,436 286 3,200 281 2,036 78 712 299 1,699 162 2,434 1,325 11,517 

（出典：総務省 経済センサス－基礎調査） 
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（１）製造業者の現状 

     広島県東部の福山市や府中市には、JFE スチール㈱、㈱北川鉄工所、リョービ㈱等の上

場企業の本社があり、又、隣町の新市町には、ジーンズ生地で有名なカイハラ㈱を始め、

数多くのアパレルメーカーが存在する。福山市を中心とした備後地域には、これら上場企

業やアパレルメーカーを支える下請け事業者が数多く存在し、当管内においても、工業・

繊維工業に携る数多くの下請け業者がお互いに切磋琢磨し製造技術の向上に努めてきた。 

しかし、高い製造技術をもちながらも、小規模事業者であるがゆえに新たな市場の開拓

に十分な経営資源が投下できず、従来からある取引先への依存が高い事業者が多く、主要

取引先の経営状況がダイレクトに事業収益に直結し、不況になると即座に影響を受ける不

安定な事業経営を余儀なくされる事業者が少なくない。 

また、ここ数年来、事業主の高齢化と後継者不足により、やむを得ず廃業する製造業者

も目にするようになってきた。しかし、当地域における従業者 4人以上の製造業者の平成

24 年末の出荷額は、6,144,528万円と、他業種と比較しても依然として高付加価値を創出

する事業分野であり、今後も当地域経済発展における製造業者の存在は非常に大きい。 
                        （出典：経済センサス－基礎調査参照） 

 

  （２）小売業・サービス業者の現状 

管内はもとより、福山市内の商店街に古くから店舗を構え事業を行っている小売店や小

規模な商店・飲食店は、大型店との競争や移り変わりの早い消費者ニーズへの対応、後継

者不足等の厳しい経営環境に置かれている。 

特に、当管内の東西を横断する国道 486号線沿い約４㎞の間には、食料品・衣料品・家

電スーパーをはじめ、ホームセンター等が無秩序に進出し、商業集積地として現在も出店

が続いている。 

これら郊外型の大型店が、管内の商店街や小売業者に及ぼす影響は絶大で、管内の平成

26 年の卸売業・小売業事業所数は、281事業所と平成 18年から約 15％減少し、また、販

売促進の目的で組織している商店街組織、スタンプ会も現在会員数は大きく減少しほとん

ど機能を失っている。  

この様な状況の中においても、当管内に古くから店舗を構え地域の人々からの厚い信頼

と機動性の高さ、独自のアイデア等で消費者のニーズを捉え、積極果敢に事業を行ってい

る小規模な商店や飲食店も見受けられ、大型店には真似のできない独自のサービスを提供

するニーズがシニア世代を中心に徐々に高まっている。 

 

  （３）建設業者の現状 

     公共工事については「地元の工事は、地元の工事業者を中心に」という仕組みがすでに

崩壊しており、数少ない公共工事に対し、市内各所から大小多数の建設業者が札を入れる

状況が続いる。 

このような状況の中、管内の建設業者の内、特に土木工事にウエートが高かった業者は、

福山市の公共工事の減少と、入札制度の変更により受注量が激減したことに伴い、民間工

事へと、そのウエートを徐々に移行している。 

     また、当初から民間工事を主体に行って来た管内の元請け業者は、以前に比較し、その

受注エリアを徐々に拡大し、広域で工事を行うことで受注量の増大に取り組み業者が増え

ている。それに伴った下請け業者の移動範囲も広がり小規模な下請け業者にとっては、利

益を圧迫する要因となっている。 

     また、建設業における人手不足は次第に厳しさを増しており、管内の建設関係の事業所

の大半が建設作業員としての人材を渇望している。 
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 （４）地域内労働力人口の現状 

平成 22 年の 15～24 歳の福山市内就業者及び通学者の内、約 15％は他市区町村へ流出

している。また、４割以上の学生が広島県外で就職しているのが現状である。 

重要な働き手となる次世代を担う若者の他市区町村への流出が、管内の事業衰退の一因

となっている。今後も若者の流出が継続する可能性があるため、労働力人口の減少に伴う

後継者不足等、小規模事業者にとって厳しい経営環境が続いていく事が予想される。 
(｢平成 26年版 統計ふくやま」、「福山大学ＨＰ」参照） 

 
 

 ２．当管内の課題 

 

  （１）製造業者の課題 

管内の製造業者の多くは、親企業からのコストダウン、品質・精度等の向上の要求に耐

えてきた。そのような状況の中で、自社の強みを認識し、他社との差別化を図って新たな

取引先や新市場の開拓を行ってきた小規模事業者は少ない。このことが大部分の製造業者

に共通する不安定な事業経営を強いられている原因であり、当管内製造業者が抱える問題

である。 

今後の方針として、①親企業のコスト削減、品質・精度向上等の要求に対応しながら親

企業と共に発展して行くか、若しくは②親企業オンリーではなく、自社の技術を磨き新た

な取引先の開拓や新分野への進出を目指すかが考えられるが、いずれの方針を選択するに

しても、自社の強みを洗い出し、生産性の向上、更なる技術力の進化に取り組み、他社と

の差別化を図ることが当管内の製造業者における課題である。 

また、製造業者においては、保有する生産設備が老朽化し、生産性に大きく影響するこ

とから設備更新が課題となっている事業者もある。 

 

  （２）小売業・サービス業者の課題 

     古くから当地域で小売店・飲食店を営んでいる小規模事業者においては、生業的で成り

行き経営を行っている事業者が多く、事業計画を策定し計画的に事業を行っている事業者

は少ない。 

近年小規模店舗は、大型店の進出及び消費スタイルの多様化等に伴い価格競争や品揃え

の豊富さでは、大型店に太刀打ちできず、長期にわたり一貫して売上が低迷している。 

また、消費者ニーズを捉えた魅力がある店舗が少なく、ポジティブな活動ができていな

いことにも原因があるといえる。大型店がひしめき多くの買物が大型店に集中している厳

しい経営環境の中で、自らの店舗の経営状況を見つめ、地域の消費者ニーズを掴み、地域

に根差した商売を行うことが課題である。 

 

  （３）建設業者の課題 

公共工事が減少し、各建設業者の民間工事へのシフトにより下請け業者間の競争激化が

顕在化する中、従来の業種に特化した工事を従来の技術水準のまま請け負うだけでは、事

業の衰退は避けて通れない。今後は、個社自身の強みを活かした新たな施工技術・施工方

法の創出と従来の業種の垣根を越えた請負工事にも対応できる建築技術の習得が課題で

ある。 

また、従業員の資質向上による多能工化、資格制度等の創設を含め従業員にとって働き

甲斐の有る雇用環境の整備等も課題であり、専門家を活用した支援を行って行く必要があ

る。 
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  （４）労働力確保に向けての課題 

管内の人口は増加傾向にあるものの、労働力人口は減少し、管内小規模事業者において

は、深刻な人材不足が起こっており、労働力人口の流出に歯止めをかけ、労働力を地域に

呼び込む必要がある。 

その為には、管内産業団地への大手企業の誘致や地元企業活性化による産業振興に併

せ、管内小規模事業者が経営戦略として働き方改革に取り組み、意欲ある多様な人材が活

躍できる職場環境作りを、商工会や関係機関、専門家等の指導を仰ぎながら進めていくこ

とが課題である。 

また、市内にある大学や専門学校の学生に対し、管内企業への就職を促す為には、商工

会と市内大学等が連携し、学生による企業見学や職場体験等を実施し、先ず、管内にある

企業を知っていただくことで、地元企業への就職を促す取り組みを行う必要がある。 

       

 

Ⅲ．当地域の中長期的な振興のあり方 

 

  上記Ⅱ．の管内の現状と課題を踏まえ、１０年後の当地域企業のビジョン、中長期的な振興の

在り方を以下とする。 

「地域の製造業、商業・サービス業、建設業などの小規模事業者が独自の強みを活かし、事業

展開することで、失われた活力を取り戻し、雇用の創出を伴って地域に賑わいをもたらす。これ

により、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環が確立した社会経済環境を、福山市をはじ

めとした関係機関との連携により実現する。」 

 

 

Ⅳ．経営発達支援事業の目標 

 

当経営発達支援事業の実施期間は５年とし、当地域の中長期的な振興の在り方を踏まえ、事業

所数及び従業者数が多く当管内の基幹産業である製造業、疲弊が激しく大型店の進出や消費者ニ

ーズ変化への早急な対応が必要な小売業・飲食業の３業種を当実施期間における重点支援対象業

種に位置付け、以下の２つを本事業計画期間における目標とする。 

 

１．管内の製造業においては、保有する生産ノウハウの更なる向上と新たな生産設備の導入に

より、得意先と共に売上の増大を実現し、受注環境の急激な変化にも対応できる強固な経

営基盤を構築できるようになる。 

 

２．管内の小売業・飲食業においては、小規模な商店・飲食店等が、事業計画に基づき、お店

とお客様との『繋がり』を大切にし、個店に対するファンを増やすことを戦略的に実践す

ることで、継続的に売上が確保できるようになる。 

   

その後５年間は、建設業・サービス業（理容・美容・自動車修理・その他）・その他の業種を

中心に特に支援の必要な小規模事業者に対し、集中的な支援を実施する。 
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Ⅴ．目標達成に向けた方針 

 

  １．製造業に対する支援方針 

    管内の基幹産業で、そのほとんどが大手メーカーの下請け業者である製造業者に対して

は、持続的発展を目指し、生産性の向上と他社との差別化を経営戦略とする事業計画策定を

支援する。生産工程の変更や生産技術指導等については、専門家を活用した支援を行う。 

また、他社との差別化については、その要因となりうる生産ノウハウや特殊技術等の洗い

出しと、その活用を専門家と共に支援する。 

これにより、管内製造業者が下請けとして、受注環境の変化にも対応できる強固な経営基

盤が構築できるようになることを目指す。 

     

２．小売業・飲食業に対する支援方針 

  当管内においても、大手資本の出店や顧客ニーズの多様化が進む中、管内の小規模小売業

者並びに飲食業者が事業を継続して行く為には、お店とお客様との『繋がり』を大切にし、

個店に対するファンを増やす取り組みを、商工会が支援し策定する事業計画に盛り込み、事

業者自らが目標をもって計画的に実行できるよう支援していく。 

特に、ポイントカードやＳＮＳを活用した顧客情報の収集や店舗からの情報発信に疎い事

業者に対しては、専門家等を活用し、積極的に支援することにより、顧客情報の収集と店舗

情報の発信強化を図り、その個店にしかできないサービスの提供に繋げる。 

これにより、管内小売・飲食店と大手資本との差別化が図られ、売上の継続的な確保が実

現できるようになることを目指す。  
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
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≫ 

現状は、融資や各種補助金申請に係る事業計画策定時に外部環境資料として、官公庁や民

間シンクタンクが収集し、既に公表しているデータを、職員の采配においてその都度収集し

活用しているのみで、収集し、分析したデータを小規模事業者に向けて随時発信する仕組み

は構築されていない。 

   また、全国商工会連合会（以下「全国連」という）からの調査依頼により、中小企業景況

調査を行っているが、全国連から送られてくる調査結果情報も、調査対象先に配布するのみ

となっている。 

 

【中小企業景況調査について】 

  現在、製造業３社、建設業２社、小売業４社、サービス業６社の合計１５社を対象に、経

営指導員等が対象事業所を訪問し、四半期ごとの定点調査を実施し、調査票を全国連に送付

している。尚、全国連は、各商工会の調査票を集計し、全産業並びに業種別の景況を分析し

報告書にしたものを各商工会にフィードバックしている。 

 

≪事業内容≫ 

当会は、福山市北部地域の経済団体として、地域の経済動向を下記（１）～（３）により

調査し、当地域の経済動向を時系列的に把握する。地域経済の流れを俯瞰した経営支援や地

域活性化の為の資料として、調査結果を当会ホームページや会報誌により地域の事業者に公

表する。 

    なお、重点支援対象事業を製造業・小売業・飲食業の 3業種としているため、「１.地域経

済動向調査に関すること」より「6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」は、

この 3 業種に対応した内容となる。但し中小企業景況調査は、全国連の委託のためサービス

業・建設業も含む全業種を対象とする。 

 

（１）全国連の中小企業景況調査 

 

＜調査の狙い＞ 

当管内における製造業・建設業・小売業・サービス業の業況を調査し、全国におけ

るこれら業況との比較により業種別の管内の景況判断に活用する。 

＜調査方法＞ 

四半期ごとに経営指導員等が、製造業３社、建設業２社、小売業４社、サービス業

６社の合計１５社の調査対象事業所を巡回訪問し、面接調査を実施、集計及び分析を

行う。 
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     ＜調査項目＞ 

       イ．売上（加工）月、売上（加工）単価、売上（加工）数量 

      ロ．資金繰り 

       ハ．輸出額 

       ニ．原材料（仕入単価、在庫数量） 

       ホ．製品在庫数 

       へ．採算（経常利益） 

       ト．従業者数（含臨時・パート）、外部人材（請負・派遣） 

       チ．設備操業率 

       リ．引合い、受注残 

       ヌ．業況（自社） 

       ル．受取手形期間、借入金の難度、借入金利 

       ヲ．設備投資の状況 

       ワ．経営上の問題点 等 

     ＜活用方法＞ 

商工会ホームページに年４回掲載し管内事業者に公表すると共に、データベース化

することで商工会内部に蓄積し、経営支援や地域経済活性化の為の資料として活用す

る。 

     ＜目 標＞ 

 
現状 30 年度 31年度 32 年度 33 年度 34年度 

公表回数 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

（２）雇用・労働情勢調査 

 

＜調査の狙い＞ 

当管内における製造業・小売業・飲食業の雇用・労働情勢を把握することにより、

県内及び全国における業種別雇用・労働情勢との比較が可能となる。 

＜調査方法＞ 

労働保険の事務委託を受けている受託先約 200者の中から、年１回労働保険の年度

更新時期（毎年５月）に製造業、小売業、飲食業の３業種から各業種５者を選定し、

調査票を基に商工会職員が窓口にて面接調査を実施し、集計及び分析を行う。 

     ＜調査項目＞ 

イ．雇用労働者数（男女別のフルタイム労働者数並びにパートタイム労働者数） 

       ロ．労働者の年齢構成 

       ハ．平均勤続年数 

       二．平均賃金 

       ホ．所定労働時間と月平均残業時間 

       へ．昇給、賞与の有無、（有の場合の平均昇給額及び平均賞与額） 

       ト．退職理由（自己都合、解雇、定年等） 

       チ．労働者が会社に求めること（やりがい・賃金・労働時間・休日 等） 

       リ．会社側が労働者に求めるもの（自由記入） 
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     ＜活用方法＞ 

商工会ホームページに掲載し管内事業者に公表すると共に、データベース化により

商工会内部に蓄積し、労働者の確保を目的に小規模事業者が行う雇用環境整備の基礎

資料としても活用する。 

     ＜目 標＞ 

 
現状 30 年度 31年度 32 年度 33 年度 34年度 

公表回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

 

  （３）福山市の統計調査「統計ふくやま」による調査 

 

      「統計ふくやま」は、福山市が人口、産業、教育、文化など各分野にわたる基本的な

統計資料を独自に年１回収集し、市勢の現況と推移を明らかにしたもので、基本構想に

定める将来都市像「にぎわい しあわせ あふれる躍動都市～ばらのまち福山～」の実

現を目指し、各方面の企画立案、学術研究への活用を促している。 

＜調査の狙い＞ 

当地域の人口及び、世帯数、町別、産業別事業所数及び従業者数を調査し、管内の

経済動向として公表する。  

     ＜調査方法＞ 

       商工会職員が半期ごとに福山市のホームページ「統計ふくやま」から、当管内に関

係するデータを抽出し、駅家町・加茂町・山野町ごとに取りまとめる。 

＜調査項目＞ 

当商工会管内の駅家・加茂・山野地区における各地区の人口（男女別・年代別）及

び世帯数並びに産業別事業所数及び従業者数。 

＜活用方法＞ 

年度末の統計数値を商工会ホームページ並びに商工会報に掲載し管内事業者に公

表すると共に、データベース化により商工会内部に蓄積し、経営支援や地域経済活性

化の為の資料として活用する。 

     ＜目 標＞ 

 現状 30 年度 31年度 32 年度 33 年度 34年度 

公表回数

（ＨＰ） 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

公表回数

（会報） 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

≪現状≫ 

小規模事業者の経営状況の分析は、小規模事業者持続化補助金等の各種補助金申請時の事

業計画策定支援の際や、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）申請のための推薦書の作

成の際に、事業者からのヒアリングをベースに実施しているが、当管内の多くの小規模事業

者においては、経営状況の分析の重要性や必要性に対する認識が低く、自社の強みを活かし

ながら有望な事業機会を的確に捉えることができていないのが現状である。 



- 10 - 
 

 

≪課題≫ 

個社が置かれている現状を的確に把握し、あるべき姿とのギャップを認識するため、経営

状況の分析を支援すると共にその必要性を周知する。 

 

≪事業内容≫ 

（１）経営状況分析の必要性の周知活動 

小規模事業者の持続的発展に向けて、特に製造業・小売業・飲食業の小規模事業者を対

象に、巡回訪問や窓口での各種経営相談時、及び決算申告指導時に、経営状況分析の必要

性について周知し、経営状況分析の支援ニーズ開拓に繋げる。 

 

（２）経営状況分析の支援方法 

製造業と小売業・飲食業に分けて分析項目を選定し、経営指導員等による聞き取り調査

により経営状況の分析を支援する。 

すでに巡回訪問や決算申告等で支援をしている小規模事業者に対しては、各種経営支援

で得られた情報や過去の決算書類等も活用して分析する。 

非財務情報については、ローカルベンチマークの四つの着眼点（経営者への着目・事業

への着目・関係者への着目・内部管理体制への着目）について分析する。 

また、専門家を活用して個社の経営状況の分析を目的とした集団講習会を年１回開催す

る。 

[製造業者に対する主な分析項目] 

①従業員数 ②財務分析 ③損益分岐点 ④付加価値額 ⑤販路 ⑥所有設備  

⑦ＳＷＯＴ分析 ⑧経営理念 ⑨経営目標 ⑩社会貢献(企業のＣＳＲ) ⑪就業規則の有無 

⑫後継者の有無 ⑬事業承継の時期 ⑭関連事業者・下請け事業所に求める能力 

⑮今後販路拡大先として考えている業種 ⑯今後取り組む分野 ⑰研究開発面での意向 

⑱課題事項 ⑲今後の設備投資計画 ⑳他社との業務連携 等  

 

  [小売業、飲食業者に対する主な分析項目] 

①従業員数 ②財務分析 ③損益分岐点 ④仕入先 ⑤販路 ⑥デシル分析 

⑦ＲＦＭ分析 ⑧商品アイテム数 ⑨メニュー構成 ⑩売り場面積 ⑪客席数 

⑫客導線 ⑬ＳＷＯＴ分析 ⑭経営理念 ⑮経営目標 ⑯ポジショニング 

⑰後継者の有無 ⑱得意客の数 ⑲課題事項 ⑳設備投資計画 等  

 

≪活用方法≫ 

上記項目を用いた経営分析によって、個社の現状を的確に把握し、あるべき姿に近づける

ための経営課題を抽出し、それを基に個社の事業計画策定や新たな販路開拓に結び付けると

共に、事業計画策定後の事後指導に活用する。 

 

≪目標≫ 

 
現状 30 年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 

経営状況分析件数 40件 48件 48件 48件 48件 48件 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

≪現状≫ 

小規模事業者の持続的な企業活動を実施するうえで、事業計画策定は必要不可欠である。

現状、小規模事業者持続化補助金等の各種補助金申請時や創業時に策定指導を行っている

が、事業計画の必要性に対する小規模事業者の認識は不十分である。 

 

≪狙い≫ 

小規模事業者自らが事業計画の必要性を認識し、事業計画に沿った事業経営を実行するこ

とにより、個社が目指すあるべき姿へ到達するための道標となりうる事業計画の策定を支援 

する。 

 

 ≪事業内容≫ 

経営分析を行った事業者を対象に今後の目標や問題点などを洗い出し、売上の増加や利益

の確保など、経営指導員等により持続的発展に向けて自らがビジネスモデルを再構築できる

事業計画の策定支援を行う。また、高度な支援を要する場合は、支援情報サイトである『ミ

ラサポ』、『よろず支援拠点』等の専門家などに依頼し事業計画策定の個別相談会を行う。 

 

（１）事業計画策定の重点支援事項 

[製造業者を対象とした重点支援事項] 

管内の製造業者は、大手製造業者の二次・三次下請けが多く、売上高も得意先企業の上

位３社以内で年間売上高の 50％以上を占める企業が多い。 

そこで、得意先の景況に左右されない経営基盤の強化を図り、持続的発展を遂げられる

よう以下の項目に焦点を当てた事業計画の策定に取り組む。 

 

     ①自社の強みを強みとして認識していない事業者が多く、コアとなる強みの発掘と、そ

の強みを活かした事業計画の策定支援に取り組む。 

     ②事業主も製造に携わり、営業担当者のいない事業所が多いため、販路の開拓に当たっ

ては、雇用環境の改善も含めた組織体制の変革と人材育成も視野に入れた事業計画の

策定に取り組む。 

     ③生産能力の向上に当たっては、財政的にも生産設備の更新が難しい事業所が多いた

め、現有設備と人材の有効活用を図ると共に、補助金を活用した IT 導入による生産

性向上にも視点を当てた事業計画の策定に取り組む。 

 

  [小売業、飲食業者を対象とした重点支援事項] 

事業計画策定に当たっては、これら大手資本等との競争を回避し、個社独自の事業ドメ

インに焦点を当て、人と人、お店とお客の『繋がり』を重視した事業計画の策定に取り組

む。 

     ①需要動向調査とあわせ、個社の外部環境を的確に把握する。 

     ②自社の強み弱みを精査し、外部環境分析と併せ事業ドメインの確立を図る。 

          ③需要動向調査の結果を踏まえ、商品構成の見直し及び新規取扱商品の導入、販売促進

方法の見直しなど販売戦略の構築のためのアドバイスを行い、事業計画策定に取り組

む。 

 

  （２）事業計画策定のための集団講習会の開催 

製造業・小売業・飲食業を営む小規模事業者を対象に、専門家を活用して、事業計画



- 12 - 
 

策定を内容とした５日～７日コースの集団講習会を年１回開催する。 

 

≪目標≫ 

項目 
現状 30 年度 31年度 32 年度 33年度 34年度 

事業計画策定集団講習会催

回数（参加者数） 

１回 

（10） 

1回 

（20） 

1回 

（20） 

1回 

（20） 

1回 

（20） 

1回 

（20） 

事業計画策定件数 20件 48件 48件 48件 48件 48件 

     

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

≪現状≫ 

現状、事業計画策定後の支援は、事業計画策定に携わった商工会職員の采配に委ねられて 

おり、策定した事業計画の定期的な進捗状況の確認等は、商工会組織として行われていない。

また、中・長期的な事業計画において、その計画を担当した職員が異動した際の引き継ぎ 

等についても、組織としての決め事までには至っておらず、担当者任せになっている。 

 

≪狙い≫ 

小規模事業者の持続的発展に寄与する目的で策定される事業計画が形骸化しないよう、策

定後も商工会組織として個社に寄り添った伴走型支援を計画的・効果的に実施していく。 

 

≪事業内容≫  

事業計画策定後の支援を計画的・効果的に実行していくために商工会組織として以下の取

り組みを実行する。 

 

（１）当商工会が事業計画策定支援を行った全ての事業所のみならず、個社独自で事業計画の

策定を行っている事業所も対象に支援を行う。 

 

（２）卸・小売業、飲食業における店舗レイアウトの変更や新たなメニュー構成、製造業にお

ける５Ｓ活動や海外進出等、商工会職員で対応の難しい専門知識を必要とする案件につい

ては、それに対応できる専門家を派遣し円滑な事業実施に向けた支援を行う。 

 

（３）巡回指導により原則四半期に１回のフォローアップを予定しているが、順調な事業所へ

は頻度を少なくし、計画通り進んでいない事業所は回数を増やすこととする。また、年数

と共に支援先が増加し、業務の都合上訪問が不可能な場合は、電話やメール等で対応する。 

 

（４）個社の支援状況を、担当者が異動しても解かるように、商工会基幹システムの経営カル

テに記載する。 

 

（５）事業計画策定後の指導における業種別チェック項目 

   [製造業者に対する主なチェック項目] 

     ①売上が、計画通りに推移しているか。していない場合、原因は何か。 

     ②自社の強みが事業計画の中で、強みとして生かされ有効に機能しているか。 

     ③販路開拓へ取り組む事業所においては、その取り組みが効果として現れたか。 
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④設備投資計画に取り組む事業所においては、需要予測や資金計画に計画との乖離が 

ないか。ある場合、容認できる範囲内か。 

     ⑤生産性向上へ取り組む場合、充分な成果が得られているか。 

     ⑥従業者の働き易い雇用環境が整備されているか。 

     ⑦事業計画実行におけるＰＤＣＡが機能しているか。 等 

   

[小売業、飲食業者に対する主なチェック項目] 

     ①売上が、計画通りに推移しているか。していない場合、原因は何か。 

②自社の事業ドメインに変化をきたす要因が発生していないか。 

③仕入先や競合他社に変化はないか。 

     ④運転資金は潤沢か。 

     ⑤従業者の働きやすい雇用環境が整備されているか。 

     ⑥事業計画実行におけるＰＤＣＡが機能しているか。  

⑦ＳＮＳ等の活用が有効に機能しているか。 等 

 

[目標] 

実施項目 現状 30 年度 31年度 32年度 33年度 34 年度 

フォローアップ延べ回数 個別対応 192 回 192 回 192 回 192 回 192回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

≪調査の目的≫ 

小規模事業者の持続的発展を図るために、小規模事業者が取り扱う商品や提供するサービ

ス・技術にかかる需要動向に関する情報を収集、整理・分析、提供することで、事業計画策

定の基礎情報として役立てるほか、需要動向に基づいた販路開拓や新商品開発等の支援に繋

げる。 

 

≪現状≫ 

現状の需要動向調査は、当商工会職員が個社毎の経営革新計画や各種補助金申請書の作成

支援の際に、事業者へのヒアリングや民間シンクタンクや業界団体等が公表しているレポー

トから個社の需要動向に活用できそうな情報を把握し、その中から必要な情報を当該事業者

へ提供しているに過ぎない。 

 

≪課題≫ 

（１）個々の小規模事業者が提供している商品サービスを意識し、其々の小規模事業者の実情 

に応じた需要動向調査と情報の分析を行う。 

（２）小規模事業者個々の経営状況に応じた需要動向情報を提供し、潜在ニーズの掘り起こし 

や、新商品開発、新たな販路開拓等により売上向上に繋げる。 

（３）個社の需要動向調査に関し、収集、整理、分析した情報は、支援する職員間で共有し、 

巡回指導や窓口相談の機会に小規模事業者へ提供すると共に、事業計画策定支援に活用す 

る。 

（４）小規模事業者自らが需要動向を能動的に把握し、経営計画に落とし込むことができるよ 

うサポートする。 
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≪事業内容≫ 

小規模事業者の提供する商品・サービス・技術の需要動向に関する情報を、下記の手法に

よって収集し、項目や内容別に整理・分析する。 

整理・分析した需要動向データを、小規模事業者の事業計画策定及び実施支援、商品・サ

ービスの開発・改良支援、販路開拓支援において活用する。 

 

≪支援対象者≫ 

当経営発達支援計画の中で重点支援を行う製造業者、小売業者、飲食業者の中から特に需

要動向に関する調査・分析が必要と思われる下記小規模事業者を重点的に支援する。 

 

（１）売上向上のために、マーケットイン志向の新商品・サービスの開発や、ブラッシュアッ 

プに取り組もうとする小規模事業者 

（２）売上向上のために新たな分野へ進出しようとする小規模事業者 

（３）事業計画策定及び事業計画策定後の実施支援において需要動向に関する調査・分析が特

に必要と思われる小規模事業者 

（４）創業予定者 等 

 

  ≪調査・分析手法≫ 

    需要動向の調査・分析にあたっては、業種ごとに個社の目指すべき方向から次の２つの手 

法を用いて行う。 

 

 ・商圏分析サービスの活用による需要動向調査（対象：小売業・飲食業） 

 

 ・展示会への出展による需要動向調査（対象：製造業・小売業・飲食業） 

 

  （１）商圏分析サービスの活用による需要動向調査 

     当管内に新規出店を計画、又は、当管内における市場深耕を計画する小売業・飲食業者 

に対し、商圏分析サービス（株式会社日本統計センター「Ｍiena」）を活用し、商圏のマー 

ケット水準、特性、購買力、競合状況等を調査・分析する。 

Ｍienaのエリアマーケティングの活用として、特定場所の半径 500m圏、１㎞圏、３㎞

圏の商圏の大きさ、商圏の特色を調べ、下記①業種別調査項目表のとおり、支援対象者ご

とにマーケット分析を行い提供する。 

 既存市場において更なる売上の増大を計画する小売店や飲食店等に対しては、Ｍienaに 

より個々の店舗から半径 500m以内の事業所数、就業者数を把握することで、販促チラシ 

の作成部数や事業所への効率的な営業活動に対する基礎資料として提供する。 

又、飲食店においては、年代別人口や消費支出額、昼間人口のデータをＭiena により調 

査し提供することで、ターゲット層を絞ったメニュー構成、ランチの需要予測や価格設定

に活用できる支援に繋げる。 

 

① 業種別調査項目表 

業種 小売業 飲食業 

カテゴリー 

スーパー・コンビニ・文具・ 

書籍・メガネ時計・贈答品・ 

IT機器・電化製品・酒たばこ・ 

食堂・レストラン・弁当惣菜・ 

居酒屋・そば屋・ラーメン屋・ 

うどん屋・ケーキ屋・カレー屋・ 
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化粧品・ガソリン・プロパン・ 

車両・薬局・衣料品・金物・ 

履物・雑貨・寝具・家具 

お好み焼・鉄板焼き・焼肉屋・ 

焼き鳥屋・喫茶店 

調査項目 活用する分野 

年代別人口 商品構成・ターゲット層 メニュー・ターゲット層 

世帯数 商圏全体の購買力の把握 

昼間の人口 食料品の需要の把握 ランチ等の需要の把握 

事業者数 事業者需要に活用（会議やイベント開催需要）・営業先のリストアップ 

就業者数 事業者需要・従業者需要 

消費支出額 商品別の市場規模を分析 外食などの市場規模を分析 

      

②成果の活用 

      ・収集した情報と分析結果は、経営指導員等が個社に提供すると同時に、その有効的

な活用及び事業計画の策定や修正、策定後の実施支援に活用する。 

      ・提供した情報が、自社の強みを活かす市場の把握や販売チャネルの選定に活用さ

れ、それらターゲット市場に対し効率的に経営資源を集中できるよう支援する。 

       

     ③目標 

      ・分析事業所数：10者（小売業 5者、飲食業 5者）／年 

項目/年度 現在 30年度 31年度 32年度 33 年度 34 年度 

商圏分析サービス活用事

業者数 
0 10者 10者 10者 10者 10者 

 

 

  （２）展示会への出展による需要動向調査 

     業界特有の需要動向やトレンド情報を収集するための有益な手段として、展示会等へ

の出展があるが、現状、管内の小規模事業者にとっては、自ら高額な出展料を支払って出

展するような取り組みは、積極的に行われていない。 

当経営発達支援計画において、管内の繊維製品製造業者で、自社ブランド製品の開発と

その製造販売に取り組む事業者に対しては、ファッションワールド東京への出展、その他

の製造業や小売業・飲食業に対しては、ビジネスフェア中四国への出展により自社開発商

品や、重点商品、主力商品等の需要動向調査を支援する。 

 

①目的 

【ファッションワールド東京への出展目的】 

日本最大のファッション総合展で、国内外から数多くのバイヤーが集まり、出展者・

商談金額等も年々増加している。当展示会に出展することで、バイヤーを含め数多く

の来場者と接することができ、ワールドワイドに個社製品の需要動向を調査すること

が可能となる。又、バイヤーが事前に求める製品・サービスを登録するマッチングサ

ービスがあり、スムーズな商談が可能となり商談成約率も高いことから販路開拓への

期待が高い。毎年当展示会へ出展している管内小規模事業者が存在し、出展を希望す

る他の繊維業者の存在もあることから、当展示会への出展とした。 
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【ビジネスフェア中四国への出展目的】 

当管内の小規模事業者にとっては、近場なので低コストで参加し易く、しかも中四

国で最大級の見本市であり、首都圏及び海外からのバイヤーとの商談も可能なこと

が主な出展理由である。需要動向の把握が主目的であるが、商品のＰＲ、企業イメー

ジのアップ、出展者との交流も有意義である。 

 

②展示会名と業種ごとの調査項目 

展示会名 
業 種 

（カテゴリー） 
調査項目 

ファッション

ワールド東京 

繊維製品製造・小売業 

（レディースウェア、メ

ンズウェア、生地・素材、

OEM他） 

【バイヤー対象】 

・買付対象としている商品 

・展示会、商談会等※１への来場回数 

・展示会・商談会シート※2の内容で特に重

視した項目 

・展示会・商談会シートに欠如している項

目及び欠如していると感じた理由 

・展示会・商談会シートを見て良かった点 

・バイヤーから見た商品のトレンドや市場

動向 等 

【一般来場者対象】 

・デザイン・ファッション性・素材・品質・

機能・価格・仕様・用途 等 

ビジネスフェ

ア中四国 

製造業、小売業、飲食業

（水産・農産・畜産加工

品、麺類、菓子、パン、

健康用品、寝具、インテ

リア用品、雑貨他） 

【バイヤー対象】 

  上記に同じ 

【一般来場者対象】 

・材料・品質・商品及びパッケージデザイ

ン・機能・味・仕様・価格 等 

      ※１支援事業者の意向に沿って、上記以外の展示会、商談会等にも参加 

      ※２展示会・商談会シートの主な内容（出展商品により変動） 

       （ターゲット（売り先）、利用シーン、商品の特徴、商品写真、取扱注意表示、出

展企業紹介、製造工程、製造工程の写真、アピールポイント、品質管理情報、上

代・下代情報、物流情報 等） 

 

③調査・分析の手段 

      ・出展事業所及び同行した商工会職員が、一般来場者に対してはアンケート調査票、

バイヤーやショップ店員等に対しては展示会・商談会シート（商品提案書）を基に

ヒアリング調査を実施することで情報を収集する。 

      ・アンケート調査票の調査項目及び展示会・商談会シートの内容は、出展する個々の

商品やサービスに対しその需要動向が把握しやすい内容となるよう工夫し作成す

る。 

      ・展示会場内の他社商品にも触れ、こちらから他社の資料収集、ヒアリング等を行う

ことにより業界の最新トレンド、市場の動向、商品の特性などの情報を収集し分析

する。 

      ・各展示会への出展は、年３事業者（年合計６事業者）とする。 
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      ・来場者、バイヤーへのヒアリングにおけるモニタリング数は、１事業者当り３０人

とする。 

 

     ④成果の活用 

            ・一般来場者やバイヤー等に対する調査結果を出展事業者に情報提供し、商品やサー

ビスの需要動向を捉えた改良や新商品の開発に専門家を活用して取り組む。 

      ・事業計画の策定や修正、策定後の実施支援にも活用する。 
 

⑤目標 

項目/年度 現在 30年度 31年度 32年度 33 年度 34 年度 

需要動向調査結果情報 

提供者数 
未実施 6者 6者 6者 6者 6 者 

 

≪効果≫ 

特に、小規模事業者においては、内部環境に比重を置いた事業計画の策定支援に留まって

いることが多く、結果、市場・顧客ニーズを捉えきれない事業者も見受けられる。本事業の

実施により、市場・顧客ニーズを捉えた実現性の高い事業計画の策定と販路開拓に活用でき

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）商談会への参加による販路開拓支援 

  ≪目的≫ 

    （公財）ひろしま産業振興機構が主催し、製造業の新規取引先の拡大を目的に、発注企

業の資材調達・外注担当者と広島県内の固有の技術を持つサプライヤーが一堂に会する

『広島県下請取引商談会』が広島地区と福山地区で年１回開催されている。新規取引先の

開拓を目指している管内製造業者へ、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ことで、新たな販路開拓を支援する。 

 

  ≪支援対象≫ 

    金属・非鉄金属・機械・電機器具等の部品加工を行っている製造業者で、新たな販路開

拓を切望している事業者 

 

  ≪支援内容≫ 

    当商談会への参加を管内製造業者にホームページ及びチラシ等で広く周知すると共に、

新たな販路の開拓を希望している事業者並びに事業計画策定を終了し販路開拓に取り組

む必要がある事業者を事前にリストアップし、経営指導員等が直接訪問し商談会の有用性

を説明する。 

商談会への参加が決定した事業者に対しては、事業概要や取引条件等を明確にし、的確

に相手方に伝えるための商談シート等の作成支援を行い、商談成約の可能性を高める。 

また、商談成約に至った取引先に対し、そのポイントなどをヒアリングし、商談成約の

コツとして整理し、次年度以降の出展事業者に情報提供することで商談成約率の向上を図

る。 
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  ≪支援効果≫ 

    毎年開催される当商談会への参加企業を増やし、成約の可能性を高めることができれ

ば、管内の製造業者の参加気運が高まり販路開拓に繋がる。 

 

  ≪目標≫ 

項目/年度 現状 30 年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 
商談会への参加による
販路開拓支援事業者数 2 者 3 者 3 者 4 者 4 者 4 者 

商談件数 0 件 3 件 3 件 4 件 4 件 4 件 
成約件数 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 

 

 

（２）展示会等への出展支援 

≪目的≫ 

県内及び首都圏・関西圏で開催される展示会等に出展し、新たな販路開拓の機会として

だけでなく、一般消費者やバイヤーの視点を踏まえて、差別化できる新商品・新サービス

をブラッシュアップする。 

 

≪出展予定展示会≫ 

展示会の名称 ファッションワールド東京 ビジネスフェア中四国 

展示会の内容 

年２回出展者と来場者の商談を

目的に開催され、出展者数

1,500者、来場者 45,000名の規

模を誇る日本最大のファッショ

ン展 

浜田・広島・松山・高知の各市及

び各商工会議所が連携して開催

するビジネスフェアで、首都圏

や海外からのバイヤーが参加す

る中四国最大級の展示会 

支援対象者 

下請け業者からの脱却をめざ

し、新たに開発した自社商品の

販路開拓や、独自技術により販

路の拡大を目指す小規模事業者

を支援対象とする。 

新商品の開発や改良等に取り組

んでいるが、自社単独では販路

開拓が困難な小規模な製造業・

小売業・飲食業者で、特に新たな

販路開拓先を切望している事業

者を重点的に支援対象とする。 

訴求対象 

国内外のアパレルメーカー、商

社、デパート・スーパーのバイ

ヤーや、専門店のショップ店員 

中四国及び首都圏からのバイヤ

ー並びに、こだわり商品に関心

を持つ一般消費者 

支援内容 

（展示会共通） 

①販路開拓を目指す小規模事業者及び販路開拓が必要と思われる 

小規模事業者を事前にリストアップし、経営指導員等が直接事業 

者に対し参加を促す。 

②展示会等への参加事業所を取りまとめ、個々の出展ブースの確

保や出展に関する取り決めに対し、スムーズな対応ができるよ

う専門家を活用し支援する。 

③展示会等への出展が販路開拓に効果的に結びつくための取り組

みやそのノウハウ（展示物のレイアウトやチラシやアンケート

用紙、簡易提案書の作成の仕方、商品サンプルの準備等）につい

ては、専門家等を活用し支援する。 
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④経営指導員等は、展示会等に同行し、展示会主催者と出展事業者

との連絡調整並びにバイヤーやショップ店員から収集したデー

タや意見を取りまとめ出展事業者に提供する。 

支援効果 

（展示会共通） 

①新たな販路開拓に結び付く可能性が高まる。 

②取扱商品の改良・改善に結び付く可能性が高まる。 

③小規模事業者の出展ノウハウや商談能力の向上が期待できる。 

④競合相手や商品・業界動向を把握しターゲット市場の明確化に

繋げることが期待できる。 

⑤商品名、事業所名の認知度の向上に繋がる。 

＊支援事業者の意向に沿って、上記以外の展示会等に参加することで、新たな販路の獲得

や商品の改良・改善に繋げるとともに、出展ノウハウの獲得や商談交渉力の向上を図る。 

 

  ≪目標≫ 

項目/年度 現状 30 年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 
ファッションワールド
東京への出展事業者数 

未実施 
3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

商談件数 90 件 90 件 90 件 90 件 90 件 
成約件数 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

ビジネスフェア中四国
への出展事業者数 

未実施 
3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

商談件数 90 件 90 件 90 件 90 件 90 件 
成約件数 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み  

 

管内における労働力人口の確保に向け、「働き方改革推進事業」と「企業視察・職場体験推進

事業」の二つの取り組みを中心に、地域経済の活性化を目指す。この取り組みは、福山市が主導

する産・学・金・労・言・官が経済、教育、福祉など幅広い分野で連携し、地域社会の発展を支

える目的で創設された「福山市総合戦略推進会議」と連携し事業実施する。 

 

 

【福山市総合戦略推進会議】年間２回～３回開催 

≪構成メンバー≫  

【産】：福山商工会議所、沼隈内海商工会、神辺町商工会、福山北商工会、 

福山あしな商工会、公益財団法人ひろしま産業振興機構、福山市農業協同組

合、公益財団法人福山観光コンベンション協会 

     【学】：福山大学、福山平成大学、福山市立大学、福山職業能力開発短期大学校 

     【金】：㈱広島銀行福山営業本部、㈱中国銀行福山支店、㈱もみじ銀行福山支店、 

㈱日本政策金融公庫福山支店、㈱商工組合中央金庫 

     【労】：連合福山地域協議会 

     【言】：㈱中国新聞社 

     【官】：福山市                             （別表４記載） 
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   ≪事業推進に当たっての連携先及び協力機関≫    

事業名 連携先及び協力機関 連携及び協力内容 

働き方改革推進事業 

・広島県 

・広島県商工会連合会 

・「広島働き方改革実践企業」認

定に向けての指導及び助言 

・福山労働基準監督署 ・就業規則作成にあたっての指

導及び助言 

・ミラサポ 

・よろず支援拠点 

・社会保険労務士等の専門家派

遣 

企業視察・職場体験推

進事業 

・福山市総合戦略推進会議

構成メンバー 

 

・当事業に対する指導及び助言 

・福山大学、福山平成大学 

 福山市立大学、福山職業能

力開発短期大学校 

・当事業に対する支援及び企業

視察に対する学生への協力

要請 

 

・㈱中国新聞社を始めとし

た各種マスメディア 

・当事業の周知活動支援 

 

≪目的≫ 

   当管内おける労働力の流出に歯止めをかけ、労働力を地域に呼び込むことで、人手不足の解

消と地域経済の活性化を図る。 

 

≪現状と課題≫ 

現状、当管内においては、人口は増加傾向にあるものの、労働力人口は減少傾向にある。当

管内から流出する労働力に歯止めをかけ、労働力を呼び込むためには、雇用の場を創出する管

内の事業所が、経営戦略として働き方改革に取り組み、意欲ある多様な人材が活躍できる職場

環境づくりを推進していく必要がある。 

又、当管内の特に製造業者においては、小規模でも技術力の高い将来有望な会社が数多く存

在するが、市内の大学や短大、専門学校等の学生に対し、それらの存在が積極的に周知されて

いなかった。将来有望な人材を大手企業に独占されることなく、地元企業が確保するためには、

雇用環境の整備に併せ、先ずは、地元企業を訪問し職場体験により市内大学生等に浸透を図り

興味を持ってもらうことで、就職に繋げていく取り組みが必要となる。 

 

  

１．働き方改革推進事業 

 

≪事業目的≫ 

働き方改革により管内小規模事業者の雇用環境のレベルアップを図り、管内に労働力を

呼び込むことで、人手不足の解消による地域経済の活性化を目指す。 

 

   ≪事業内容≫ 

  （１）「広島県働き方改革実践企業」認定制度を利用した管内小規模事業者における従業

者の職場環境改善に、県連の指導及び専門家の活用により取り組み、管内小規模事業

者の雇用環境のレベルアップを図る。 
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 （２）管内の小規模事業者に対し、働く側から見た企業イメージの向上を図るため、専門

家を活用し、就業規則の整備及び作成を中心とした雇用環境の改善に取り組む。法的

作成義務のない従業者１０名未満の事業所についても、会社と社員を守るための就業

規則の作成を積極的に推進する。 

 （３）福山市総合戦略推進会議において、当事業の成果及び取り組み状況についての報告

を行い、認定企業については、その周知を促す。 

    

【広島県働き方改革実践企業認定制度】 

     広島県の協力のもと、広島県商工会連合会が推進する認定制度で、働き方改革の幅

広い取り組みについて、取り組み過程（仕組み・行動）を踏んで、ＰＤＣＡを回しな

がら自律的に取り組み、一定の実績・成果や他社の規範となる独自の取り組みによる

成果が認められる企業を、「広島県働き方改革実践企業」として認定するもの。 

 

≪期待できる効果≫ 

（１）働き方改革を実践している企業であることを、福山市総合戦略推進会議を含め内外

にアピールすることで、企業価値の向上に繋がる。 

 （２）「広島県働き方改革実践企業」の認定企業が増えることにより、管内の企業イメー

ジが向上し、管内ヘの労働力の呼び込みに繋がる。 

  （３）働き方改革の取り組みを実践することで、業務の効率化や従業者の満足度の向上に

繋がる。 

 

≪目標≫ 

実施項目 現状 30年度 31 年度 32年度 33年度 34 年度 

就業規則の整備及び作成に

よる雇用環境改善事業者数 
未実施 3者 3者 3者 3者 3 者 

 

 

２．企業視察・職場体験推進事業 

 

≪事業内容≫ 

管内小規模事業者の企業視察・職場体験事業を、関係機関と連携し実施することで、市

内の大学や専門学校の学生に対し、地元企業への就職を促す。 

   

 （１）管内で企業視察・職場体験を実施する小規模事業者を選定し、会社の今後の経営方

針や事業内容など参加者との対話形式の視察研修・職場体験を実施する。なお、事前

に、福山市内の大学（福山大学・福山平成大学・福山市立大学・福山職業能力短期大

学校・広島県立高等技術専門校）、外部関連機関へ事業の説明を実施しており、協力

体制は構築できている。 

また、「福山市総合戦略推進会議」において、当事業の成果及び取り組み状況につ

いての報告を行い、当会議を構成する各機関からの当事業に対する意見や指導及び

協力を求め、管内の労働力人口確保に向け、一致協力して取り組む。  

  

（２）商工会職員が同行し、視察研修・職場体験状況を参加した学生ごとに記録すると共

に、アンケートを実施し、仕事に対する学生の思いや要望を調査し、取りまとめ、企

業側が学生を受け入れるにあたっての環境整備や採用時の参考資料として提供する。 
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（３）事業内容をプロのカメラマンを活用し撮影後、撮影した映像を受け入れ先企業へ提

供する。 

 

（４）視察研修・職場体験を各種マスメディアと連携してＰＲする。また、当商工会のＨ

Ｐでも併せて事業内容を情報発信する。 

 

≪期待できる効果≫ 

（１）視察受け入れ先企業と市内の学生等が意見交換する場を設ける事で雇用の際のミス

マッチが軽減でき雇用の促進に繋がる。 

 

（２）事業内容の映像を受入れ先企業へ提供する事で、自社ＰＲの新たな情報発信の道具

として活用できるため、雇用の誘発に繋がる。 

 

（３）各種マスメディアを活用した視察研修・職場体験を実施する事で、視察受け入れ先

企業の認知度向上に繋がる。 

 

（４）福山市総合戦略推進会議において、当事業の精査を行うことで、労働力人口の確保

に向けたより具体的な取り組みが関係機関の協力のもと可能となる。 

 

≪目標≫ 

実施項目 現状 30年度 31 年度 32年度 33年度 34 年度 

企業視察・職場体験事業所

数 
未実施 

関係機関 

との調整 
3者 3者 3者 3 者 

 

 

 

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り組み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

≪事業内容≫ 

（１）経営指導員は、中小企業診断士等の外部専門家と連携して、専門家派遣時の同行支援

を実施しているが、支援実施内容については各自口頭での報告に留まり、情報共有が

不十分である。 

今後は、支援情報サイトである『ミラサポ』、『よろず支援拠点』を活用した専門家派

遣の同行支援終了後に報告書を作成し、当商工会内で回覧する事で支援ノウハウの蓄

積に繋げ、職員の経営支援能力の向上を図る。 

 

（２）近隣の商工会と年間で１回の勉強会を開催する等、支援ノウハウ等を情報交換する場

を持っている。 

今後も引き続き、近隣の商工会との勉強会を年間１回開催するとともに、商工会の職

員同士が連携できる場を積極的に持つ事で、販路開拓支援などの経営支援能力の向上

に繋げる。 
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（３）日本政策金融公庫等の金融機関と連携し、年間で１回以上担当者と当商工会職員との

情報交換会を実施する。情報交換会では、金融動向や融資斡旋の際に確認すべきポイ

ント等、金融機関の保有する知識やノウハウの習得に努める。 

 

≪期待できる効果≫ 

（１）個社・業界の抱える課題等の情報だけでなく、外部専門家の持つ支援ノウハウを見え

る化できるため、職員の異動があった際にも支援ノウハウを共有でき効果的な継続支

援体制が構築できる。 

 

（２）近隣地域の商工会との連携を強化する事で、支援ノウハウの共有だけでなく関連地域

全体で経営支援を実施する体制が構築でき、経営発達支援事業の円滑な実施に向けた

支援力向上に繋がる。 

 

（３）公益財団法人ひろしま産業振興機構等の外部機関と連携を強化する事で、経営支援力

の向上や経営発達支援事業の円滑な実施が期待できる。 

 

(４) 職員の財務分析力が向上し、円滑な融資斡旋の実施が可能となる。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

≪現状と課題≫ 

事業者の抱える課題は多岐に渡っており、業種毎に専門性も求められている。個社支援を

円滑に実施するためには、事業者より求められる資質の向上が不可欠である。 

今後は、職員の経営支援力の要となる課題解決能力やコミュニケーション能力、プレゼン

テーション能力の向上を図り、支援情報サイトである『ミラサポ』の施策マップ等を積極的

に活用して、国・行政の中小企業施策への知識を深めていく必要がある。 

 

≪事業内容≫ 

（１）個社の支援ニーズに応じて広島県商工会連合会や中小企業大学校等で開催される経営

支援力の向上に寄与する各種研修会・講習会や、施策説明会に積極的に参加する。 

 

（２）巡回指導に支援情報サイトである『ミラサポ』、『よろず支援拠点』を活用して外部

専門家に同行してもらい、外部専門家より実地にて経営支援ノウハウについてＯＪＴ

による助言を受ける。 

今後は、外部専門家より受けた助言について、報告書として見える化して職員間で情

報を共有する。また、毎月１回の職員全員による経営支援内容報告会や勉強会等を開

催し、支援ノウハウについて情報共有する場を設ける。 

 

（３）事業計画策定時や巡回指導時などに収集したデータや、分析した地域の経済動向・需

要動向の情報は、広島県商工会連合会のサーバー上で保管し職員間で共有が図れるよ

うにする。また、収集したデータや情報の保管にあたっては、データ管理責任者を選

定すると共に保管ルールを策定し、ルールに基づいた管理を行う。 

 

（４）経営支援ノウハウは、広島県商工会連合会のグループウェアの一部である経営カルテ
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を活用し、データベース化して情報を蓄積する事で、誰でも随時情報が閲覧できるよ

うにする。 

 

≪期待できる効果≫ 

（１）経営支援力の向上に寄与する知識を深め、施策情報を随時入手できるため、効果的な

経営支援が可能となる。 

 

（２）専門家が所有している経営支援ノウハウを学び、当商工会職員の経営支援力向上に活

用する。また、同行した当商工会職員が得た経営支援ノウハウを職員間で共有する事

で、他の職員も同様の経営支援ノウハウを得るため、職員の資質向上に繋がる。 

 

（３）他の商工会と連携して経営支援ノウハウを共有する事で、当商工会だけでなく県下の

商工会職員の経営支援力が向上する。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

下記の内容で当計画のＰＤＣＡサイクルを実施する。当計画の成果・評価・見直しについ

ての結果は、当商工会のＨＰ等で情報を公開する。 

 

≪事業内容≫ 

（１）年２回（４月と 10月）、広島県商工会連合会・行政・金融機関等の外部有識者（別表

４記載）と商工会役職員を交えて、事業評価委員会を開催する。10月は上半期の進捗

状況について報告、4月は 1年間の事業の実施状況・成果・評価・見直しについて報

告し、承認を受ける。 

 

（２）４月の事業評価委員会にて承認を受けた事業計画は、役員会・総代会で報告する。 

 

（３）毎年６月以降に当計画の成果・評価・見直しについては結果を行政や県連合会等の外

部関連機関に対して報告する。 

 

（４）当計画の成果・評価・見直しについての結果は、当商工会のＨＰや商工会報等を用い

て公表する。 （福山北商工会ＨＰ http://fukuyamakita.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fukuyamakita.jp/
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

  （平成 29年 10月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

当計画については、事務局長１名・経営指導員４名・補助員２名・記帳指導職員１名 合計８

名の職員全員と中小企業診断士等の外部有識者とともに取り組んでいく。 

 

 

（２）連絡先 

①福山北商工会 本所 

 【〒720-1132 広島県福山市駅家町倉光 417 TEL:（084）976-3111 FAX:（084）976-3211】  

  事業推進責任者：事務局長 赤澤準次 

本所担当者：経営指導員 課長 荒川雅和・主任主事 黒田大樹・主任主事 小笠原匡志 

        補 助 員 主任主事 南夕佳里・記帳指導職員 西まり子 

  

②福山北商工会 加茂支所 

 【〒720-2418 広島県福山市加茂町中野 1-3-2 TEL:（084）972-3008 FAX:（084）972-4270】 

  支所担当者：経営指導員 主任主事 吉村昇司   

補 助 員 主任主事 三島絵里子 

 

 

 

                    HP：http://fukuyamakita.jp/          

Facebook：https://ja-jp.facebook.com/fukuyamakita  
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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） 

 30年度 

( 4 月以降) 
31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 

各種調査費用 

働き方改革推進事業 

経営分析・事業計画策定 
企業視察・職場体験事業 

展示会等への出展費用 

300 

300 

300 

0 

2,100 

300 

300 

500 

800 

2,100 

300 

300 

500 

800 

2,100 

300 

300 

500 

800 

2,100 

300 

300 

500 

800 

2,100  

（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 

国、県補助金と受託料、当商工会の自主財源により調達する。  

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

(別表１)の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】 

全国連の中小企業景況調査の実施。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

個社の経営状況の分析を目的とした集団講習会の開催。 

３．事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定個別相談会の実施。 

②事業計画策定集団講習会の実施。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  専門的知識を必要とする案件について、事業計画策定後の実施支援。 

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『広島県下請取引商談会』において、新規取引先の獲得に繋がる発注企業の情報収集・受

注企業の提案の方法等について連携して支援する。 

②展示会等への出展の機会を効果的にするために、呼び込みチラシ・アンケート用紙・簡易

提案書の作成・商品サンプルの準備等、実践的な出展ノウハウを参加事業者に提供する。 

 

(別表１)のⅡ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．働き方改革推進事業 

働き方改革推進事業において、「広島県働き方改革実践企業」の認定制度の推進及び管内

小規模事業者の雇用環境のレベルアップを図る。 

２．企業視察・職場体験推進事業 

市内の大学等の地元学生に対し、労働力人口の確保を図ため管内企業への就職を促し、職

場体験参加者との対話形式の研修等、特長ある視察研修・職場体験を実施する。 
 

(別表１)の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り組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

①ミラサポ・よろず支援拠点等の専門家に同行し支援ノウハウを習得する。 

②金融動向や融資斡旋について、情報交換会を実施する。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

①経営支援力の向上に寄与する各種研修会・講習会や施策説明会に積極的に参加する。 

②巡回指導時に、実地にて経営支援ノウハウについてＯＪＴによる助言を受ける。 

③事業計画策定時や巡回指導時などに収集したデータ、地域経済動向・需要動向の情報等、 

サーバーに保管し職員間で共有することが可能。 

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 

  年 2回（4月と 10月）事業評価委員会を実施する。10月は上半期の進捗状況、4月は 1年

間の事業の実施状況・成果・評価・見直しについて報告し承認を受ける。 
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連携者及びその役割 

（連携者は、P29・P30・P31へ記載） 

 
(別表１)の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】 

（役割）景況調査の実施に関するノウハウの提供。 

（効果）景況調査に関するノウハウがあり、スムーズに実施できる。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（役割）集団講習会における専門家の指導・支援。 

（効果）経営課題に対し適切かつ迅速に対応できる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（役割）個別相談会及集団講習会における専門家の指導・支援。 

（効果）経営課題に対し適切かつ迅速に対応できる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（役割）専門的知識を必要とする案件について、実施支援における専門家の指導・支援。     

（効果）経営課題に対し適切かつ迅速に対応できる。 

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（役割）『広島県下請取引商談会』において、新規取引先の獲得へ繋がるための事前指導。 

（効果) 公的機関の主催による販路開拓であり、発注企業の確保から面談の準備まで支援

があり成約率向上に繋がる。 

②（役割）展示会等への出展の機会を効果的にするため、出展準備に当たり専門家等の指 

導・支援。 

（効果）出展に当たり、準備物・心構え等について、適切かつ専門的な支援が成約に繋が 

る。 
 

(別表１)のⅡ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．働き方改革推進事業 

（役割）広島県の協力のもとに「広島県働き方改革企業認定制度」の推進により、管内事業

所の職場環境改善を図る。 

（効果）連携しなければできない事業であり、認定されれば、当事業所だけでなく社会一般

に対してアピールできる。 

２．企業視察・職場体験推進事業 

（役割）地元学生に、管内事業所へ企業視察・職場体験の推進を行う。 

（効果）市内大学等との連携により本事業の実施が可能、福山市総合戦略推進会議と連携

し、当事業内容及びその活動を精査し、ＰＤＣＡサイクルを回すことで、労働力人

口確保に向けた効果的な事業に繋がる。 
 

(別表１)の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り組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

①（役割）専門家派遣等で、ミラサポ・よろず支援拠点等の専門家の支援・指導。 

（効果）支援能力の向上に繋がる情報提供の入手が可能。 

②（役割）金融動向や融資斡旋について、融資斡旋のポイント、融資斡旋ノウハウの習得。 

（効果）金融支援能力の向上に繋がる。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

①（役割）個社の支援ニーズに対応した、効果的な経営支援能力の習得。 

（効果）各種施策の提供、セミナー・説明会等の受講機会の提供。 
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①（役割）商工会職員等が同行し、ＯＪＴにより専門家が有する経営支援ノウハウの習得。 

（効果）専門家の経営支援の手法等を習得することが可能。 

②（役割）各種経営に関するデータ及び情報は、広島県商工会連合会のサーバーに保管し職 

員間で共有を可能とする。 

（効果）蓄積した情報は職員で有効に活用することが可能。 

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 

  （役割）年 2 回（4 月と 10 月）事業評価委員会を実施する。10 月は上半期の進捗状況、4

月は 1年間の事業の実施状況・成果・評価・見直しについて意見を述べる。 

  （効果）経営発達支援計画の実施について必要不可欠な機関であり、商工会内外に対して 
      公平な評価として受け入れられる。 

 

 

連携先 役 割 

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 

℡:082-247-0221 

・専門家の派遣による経営指導と助言の提供 

・販路開拓 

・新商品開発 

・事業評価委員会 

・広島県働き方改革実践企業認定制度の推進 

福山大学 

学長 松田 文子 

福山市学園町 1番地三蔵 

℡:084-936-2111 

福山平成大学 

学長 坪井  始 

福山市御幸町上岩成 117-1 

℡:084-972-5001 

福山市立大学 

学長 田丸 敏髙 

広島県福山市港町 2-19-1 

℡:084-999-1111 

福山職業能力開発短期大学校 

校長 矢野 昇平 

広島県福山市北本庄 4-8-48 

℡:084-923-6391 

広島県立福山高等技術専門校 

校長 上條 康弘 

福山市山手町 6-30-1 

℡:084-951-0260 

・企業情報発信 

・事業視察、職場体験推進事業 

・福山市総合戦略推進会議 

福山市  

市長 枝広 直幹 

福山市東桜町 3-5 

℡:084-921-2111 

・施策に関する情報提供と情報共有 

・事業評価委員会 

・福山市総合戦略推進会議 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 

代表者 深山 英樹 

広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ 

℡:082-240-7715 
 

・専門家の派遣による経営指導と助言の提供 

・施策に関する情報提供と情報共有 

・販路開拓 

・新商品開発 

・福山市総合戦略推進会議 
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日本政策金融公庫 福山支店 

支店長 林  武志 

福山市光南町 2-2-7 

℡：084-922-6550 

中国銀行 駅家支店 

支店長 山根 裕敬 

福山市駅家町万能倉 1282-3 

℡：084-976-8882 

ＪＡ福山市 駅家支店 

支店長 赤尾 和俊 

広島県福山市駅家町倉光 58 

℡：084-976-1161 

両備信用組合 駅家支店 

支店長 楳田 幹夫 

福山市駅家町倉光 19-1 

℡：084-976-2323 

しまなみ信用金庫 駅家支店 

支店長 横山 浩之 

福山市駅家町万能倉 1251-1 

℡：084-977-0557 

広島銀行 駅家支店 

支店長 横山 和史 

福山市駅家町近田 369 

℡：084-976-5351 

もみじ銀行 駅家支店 

支店長 石野 高行 

福山市駅家町万能倉 1279-1 

℡：084-955-0280 

備後信用組合 駅家支店 

支店長 奥田 賢司 

福山市駅家町江良 105 

℡：084-976-0327 

・事業実施にかかる資金的支援 

・事業評価委員会 

・福山市総合戦略推進会議 

ひろしま夢ぷらざ 

所長 倉岡 達志 

広島市中区本通 8-28 

℡:082-544-1122 

広島ブランドショップ ＴＡＵ 

東京都中央区銀座 1-6-10  

銀座上一ビルディング 

℡:03-5579-9952 

むらからまちから館 

東京都千代田区有楽町 2-10-1 

東京交通会館 

℡:03-5208-1521 

・販路開拓 

・認知度向上 

西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱

中四国支社 事業部 

岡山営業所長  柴﨑 泰司 

岡山県岡山市北区駅元町 15-1 

・販路開拓 

・物産展等への出展支援 
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℡:086-214-3718 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

本部長 村松 清孝 

広島市中区八丁堀 5-7 広島 KS ビル３F 

℡:082-502-6300 

・販路開拓・地域資源活用 

・専門家の派遣による経営指導と助言の提供 

・職員の資質向上 

一般社団法人広島県中小企業診断協会  

代表理事 岸本 実 

広島市中区千田町 3-7-47 

℡:082-569-7338 

・職員の資質向上 

・当計画に係る評価、見直しに関する指導助言 
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連携体制図等 

 

≪経営発達支援計画の連携体制≫ 

 

行政や外部関係機関、外部有識者等と連携した「オール福山北」により、経営発達支援計画の

長期目標実現に向け取り組む。 

また、実施した計画及び次年度計画については、『事業評価委員会』を中心に、『福山市総合戦

略推進会議』等からも意見を聴取し、様々な視点から評価・検討・見直しを行い、ＰＤＣＡサイ

クルを回すことで個々の小規模事業者の持続的発展と、地域経済の活性化を目指す。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

•広島県商工会連合会

•県内他商工会、商工会議
所

•事業評価委員会

•福山市総合戦略推進会議

•広島県中小企業診断協会

•中小企業基盤整備機構

•管内金融機関

•広島県商工会連合会

•ひろしま産業振興機構

•中小企業診断士等の専門家

•福山市及び市内各大学等

•中小企業基盤整備機構

•広島県商工会連合会

ＰＬＡＮ

経営発達支援計
画策定・更新

ＤＯ

経営発達支援
計画の実行

ＣＨＥＣＫ

進捗状況及び数
値目標の確認

ＡＣＴＩＯＮ

実施事業の検証・
改善及び職員の資
質向上

オール福山北 
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