
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「江田島市商工会（法人番号 7240005006689）」 

実施期間 平成 29 年４月 1日～平成 34 年３月 31 日 

目標 

江田島市は少子高齢化と人口減少が続く中、小規模事業者の取り巻く環境は一段

と厳しさを増している。そのような中、域内経済の活性化をさせるために、江田島

市商工会では、豊かな地域産業資源を活用した特産品等開発事業者及び販路開拓事

業者等の関連事業者の伴走型支援を通じて特産品等の開発と大消費地への販路開拓

への取り組みを行政等関連団体と連携しながら支援する。 

また、観光関連産業を支援することにより、特産品等の開発とともに、販売場所

を整備し、江田島市の観光消費額を上げる。 

地域経済の活性化の取り組みとして、買い物弱者支援対策、効果的なイベント情

報の発信を関連団体と連携しながら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 

   江田島市の地域経済動向調査及び観光客データの調査を実施し、それぞれをレ 

  ポートとして取りまとめ、結果を広く周知し、提供する。 

２．経営状況の分析に関すること 

  特産品等開発事業者及び関連事業者、観光関連事業者を重点支援先と定め、経

営状況の分析を実施する。 

  また、巡回訪問時のヒアリングや創業、第二創業等の事業者に対しても一般支

援先と定め、経営状況の分析を実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  経営計画策定セミナー、創業塾の開催により、事業計画策定の重要性を広く啓

蒙するとともに、経営状況の分析で得られたデータをもとに、重点支援先、一

般支援先に対して経営指導員１人あたり 12 事業者の事業計画策定を実施する。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画策定した事業者に対しては、重点支援先は年に６回以上の巡回訪問、

一般支援先には年に４回以上の巡回訪問を実施し、必要に応じて専門家等と連

携しながらフォローを実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

  本調査の重点支援先として牡蠣加工品事業者と定め、消費者モニタリング調査、

バイヤーモニタリング調査を実施する。得られた結果については、重点支援先

の商品開発、商品改良、販路開拓等へ活用を図る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  大消費地への展示会、商談会、イベント等の出展を支援するとともに、出展に

あたり必要と思われる商談方法等について専門家とも連携しながら支援する。 

  また、IT を活用した情報発信、通販サイトの出店支援を諮る。 

７．地域経済活性化への取り組み 

  江田島市のブランディングの強化を図るため、行政、観光協会、漁協、農協、

専門家等を交えた会議を開催し、ブランディングの強化を図るとともに、各種

イベントについても連携しながら、交流人口の増大を図る。 

  買い物弱者支援対策として、実証実験を実施しているが、本格運用への展開を

関連団体と連携しながら支援する。 

連絡先 
〒737-2121 広島県江田島市江田島町小用 2丁目 17 番１ 

江田島市商工会 本所 松本 博之 TEL:0823-42-0168  FAX:0823-42-2853 

メール matsumoto-h@hint.or.jp  ホームページ http://etajima.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．江田島市の概況〈江田島市の機会と脅威〉 

 
広島県広島市の約 20km 南方の島嶼部である江田島市は平成 16 年 11 月に安芸郡江田島町、佐伯郡

能美町、沖美町、大柿町の 4町が合併した市域である。人口は 24,752 人、世帯数 12,879 世帯（平成

28 年８月 31 日現在）であり、高齢化率は約 40％にのぼり、広島県内で最も少子高齢化が進んでいる

地域のひとつである。合併後の翌年（平成 17 年）の人口が 29,939 人であることから、約 10 年で約

15％も減少している。（人口のデータは国勢調査による） 

就業者は全就業者数の総数の割合から、第１次産業が約 12％を占め、これは広島県の平均が１%な

ので、約 12 倍となっている。第２次産業は約 20％であり、広島県の平均と同等である。第３次産業

は広島県の平均が約 52％に対し、江田島市が約 48％なので、広島県の平均より若干低い。（いずれも

平成 22 年の国勢調査より）国勢調査の結果から見ると、江田島市は第１次産業が高い市である。 

 次に、小規模事業者数であるが、平成 26 年は 957 事業所（平成 26 年経済センサスより）となって

おり、当会の会員事業所も４町が合併して誕生した平成 20 年４月１日は 924 事業所であったが、現

在は 692 事業所となり、減少の一途をたどっている。 

 近年、人口減少と高齢化、産業構造の変化により、かつては江田島市内で「自給自足」できるほど

豊かな島であったが、人口の流出と事業者の廃業が相次いでいる。 

 一方で、体験型修学旅行の誘致により、行政が交流促進に力を入れ、民泊で来島する修学旅行生の

増加している。また、他都市からの移住者の増加により、移住者から見た江田島の良さの PR を発信

するケースも出てきている。さらには、大型病院の建設、政令指定都市である広島市内から高速船を

使って約 30 分で通勤が可能であり、広島市内の一戸建て住宅の約半分の価格で広い住宅が手に入る

など少しずつではあるが、住環境の良さをアピールしているところである。 

 

   

江田島市の地図 
北に広島市 
右側に呉市。呉市南方から江田島市の

南方に橋で陸続きになっている。 
左上側の島は世界遺産の宮島 
江田島市は瀬戸内海で４番目に大き

な島である。 
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２．江田島市の地域産業資源〈江田島市の強み〉 
  

江田島市は豊かな自然に恵まれた島嶼部という条件を活かし、江戸時代より牡蠣をはじめとする水

産業がさかんである。特に江田島産の牡蠣は全国的にも認知度が高く、牡蠣のむき身の生産量は近年

まで日本一であった。（現在は呉市の合併により２位である）牡蠣以外もカタクチイワシを初めとす

る水産加工品は高品質で全国に出荷している。 

 水産業以外にも、江田島市がオリーブの栽培を推奨し、六次化事業化を実現している。また、昔か

ら柑橘類、花、キュウリ、メロン、サツマイモなど農産物の栽培もさかんであり、いずれも「広島県

産」として、首都圏や近畿地区まで出荷している。 

 観光資源として、世界三大兵学校のひとつであった旧海軍兵学校・現海上自衛隊第１術科学校があ

り、広島市、呉市等の戦争遺産（原爆ドーム、大和ミュージアム等）と一緒に見学に訪れる観光客も

多い。平成 27 年の観光客数は年間約 54 万人（広島県調べ 平成 27 年現在）である。近年はサイク

リングロードやマップが整備しつつあり、サイクリストが島内を一周する姿も頻繁に見るようになっ

た。特に平成 25 年に台湾の著名な自転車メーカーの社長が江田島市を訪問してから急速にサイクリ

ストが増えている。 

 

 

 

３．江田島市の産業構造〈江田島市の弱み〉 

 
 江田島市は上記２で示したような第１次産業を中心とする地域産業資源に恵まれた地域である。従

って広島県平均と比べても第１次産業が占める割合が高い。 

 下記の表のデータは、「平成 26 年経済センサス」から引用しているが、江田島市の第１次産業にお

ける漁業者の数は牡蠣事業者だけで、59 事業者あり（江田島市水産物等販売協議会調べ）、実際には

もっと第１次産業に占める割合が多いと思われる。 

 また、雇用の占める割合も、就業者数の総数の約 12%が第１次産業に従事しており、特に牡蠣の打

ち子と呼ばれる牡蠣殻から身を採る作業は日本人では対応できず、外国人研修生が中心となってい

る。 

 サービス業については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に当たらない飲食

店の数が平成 28 年の当会の調査により 60 店舗営業していることが分かっている。これらの飲食店は

観光客向け施設というよりも、江田島市民のための飲食店という側面が強い。特に海上自衛隊第 1術

科学校周辺の飲食店は来客数の大半が海上自衛隊隊員であり、店主の経営方針やメニュー構成も観光

客よりも海上自衛隊隊員をターゲットにしている。 

 尚、江田島市内に観光客を主要顧客層とした飲食店は、上記の当会の調査により、８店舗程度しか

なく、そのうち３店舗は比較的分かりやすい位置にあるが、残りはカーナビゲーションシステムを使

わないと分からないほど辺鄙な場所にある。 

 小売業については、地元資本の大手スーパーが４店舗あり、これらが江田島市内に進出した時に地

元の小売業の廃業が相次いだ。 

 平成 28 年、大手コンビニエンスストアが江田島市内に相次いで進出し、４店舗から９店舗に急増

した。江田島市民にとっては利便性が向上し、市民からも好評ではあるが、大型店との競争に耐えて

きた地元商店が事業主の高齢化と後継者がいないことから、今後は廃業が相次ぐことが懸念される。

 宿泊施設は、平成 28 年度末を以て市内随一の大型宿泊施設である国民宿舎能美海上ロッジが休館

することが決定しており、市内の宿泊施設は研修型宿泊施設、ペンション及び民宿のみになる。当会

で平成 28 年に宿泊施設について調査したところ、現状 124 室ではあるが、同施設が休館することに

より、宿泊室数が 96 室になり、そのうち 36 室は研修を目的とした施設である「国立江田島青少年の

家」であり、観光客用途ではないので、今後ますます宿泊型の観光客の減少が予想される。 
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【江田島市における産業別の事業者数及び割合】 

産業別の割合 第１次産業 建設業 製造業 
小売・ 

卸売 

飲食・ 

宿泊 
その他

江田島市 
事業者数 1,212 35 136 103 329 114 495 

割合   3% 11% 8% 49% 9% 41% 

広島県 
事業者数 130,789 825 11,833 10,884 34,332 15,811 57,104

割合   1% 9% 8% 26% 12% 44% 

 

（出典：平成 26 年経済センサス・公務を除く） 

 

 

 

４．江田島市の課題 

 
 上記のような地域産業資源に恵まれながら、江田島市が人口減少及び近隣地区と比較した観光客数

の少なさ、産業構造の急激な変化に対応する等の江田島市の課題を浮き彫りにするため、当会では平

成 26 年に会員事業所調査や住民買い物ニーズ調査を行った。平成 28 年には観光グルメガイドの作成

にあたり、市内の飲食店の実態調査を行った。 

 行政も市民ワークショップを元に、第２次江田島市総合計画を平成 27 年３月に策定するとともに、

江田島市まちづくりアンケート調査を実施し、公表している。 

 これらのデータから江田島市の直面する課題は以下の通りである。 

 

（１）情報発信がうまく出来ていない 

江田島市が行った平成 26 年の市民ワークショップから、観光、特産品開発、地域資源活用に関

する意見が多数述べられている。また、平成 27 年度の江田島市市民満足度調査結果によると、分

野別の重要度、満足度ポイントとして、「産業・観光分野」が 50.3 ポイントと重要度ポイント（71.7

ポイント）から 21.4 ポイント乖離し、他の分野「教育・文化」「福祉・保険」等の総平均ポイント

の乖離ポイント（17.5 ポイント）よりも高くなっている。 

観光客が前述のように約 54 万人であり、観光消費額が約 1,426 円（平成 27 年度広島県観光調査）

であること。また、広島市をはじめとする近隣都市では江田島市の名前こそ知っているものの、

江田島市の情報に触れる機会は年に 1～２回が一番多く（約４割）江田島の魅力がうまく情報発

信出来ていない。 

（調査は江田島市が平成 28 年に実施した広島市、呉市の市民に対するアンケートに基づく） 

 

（２）特産品を製造・販売する事業者が少ない 

 

  ①海産物の課題 

    牡蠣をはじめとする海産物は、広島県産あるいは瀬戸内産として認知度が高いものの、近 

隣海域である「音戸」「大野」「宮島」等が地域産ブランドとして認知度を高めていることに対

し、「江田島産」はほぼ同じ海域で獲れるにも関わらずブランディングが遅れている。 

    従って、「牡蠣」「カタクチイワシ」といった江田島の有力な地域産業資源は、他の地域と比

べても高品質と評価されているにもかかわらず、仕入単価を安く抑えられ、事業者の利益が低

い傾向にある。 
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②農産物の課題 

  農産物も同様で、ほとんどが農協経由であり、広島県内での一部を除き、「江田島産」とし 

て出荷している農産物はキュウリと柑橘類程度である。どちらも高品質な農産物であるも「江

田島産」としての付加価値は低く、広島県のホームページにも温州みかんや瀬戸田みかんは 

掲載されているが、江田島産の農産物は掲載されていない。 

また、後継者がおらず、耕作放棄地は大きな課題となっている。 

 

③二次加工品の課題 

   上記①および②で示した海産物、農産物ともに二次加工事業者が少ない。カタクチイワシが

ちりめん、煮干しいりこ等に加工されているが、ブランド化はされておらず、前述のように「下

請け」に甘んじている。従って、「江田島の特産品」として比較的著名なものが牡蠣、一部の

農産物以外になく、それらも一次産品として流通はしているものの、二次加工品（牡蠣のオイ

ル漬け等）の生産量はほとんど無い。 

いわゆる「B 級品」は本来二次加工品として、利益率を高くするために、二次加工すること

が本筋ではあるが、A級品も B級品も販路が限定されており、高付加価値化がされていない。

 

④流通経路の課題 

  上記の課題から、江田島の一次産品は販路が固定化されており、消費者志向の変化に柔軟に

対応できないケースが多い。特に利益率の高い首都圏や近畿圏等の巨大消費地への販路開拓が

不足している他、飲食店や二次加工品への販路が極めて限定されており、卸売事業者や市場価

格に価格決定権を持たれている。 

  また、観光客はおろか地元住民が江田島の一次産品を購入あるいは食事をしようと思っても

販売している小売業や飲食業が少なく、直接漁業関係者に買い付けにいくか、たまに開催して

いる産直市で入手する以外方法が少ない。 

 

（３）観光客需要の取り組みの遅れ 

   有数の観光資源である旧海軍兵学校、現海上自衛隊第１術科学校は世界三大兵学校のひとつで

あり、著名な観光向けの Web サイトにおいて「2014 年行ってよかった無料観光地ベスト３」にも

選ばればれる等知名度が高い。 

反面、江田島市を訪れる観光客は平成 17 年度の 70 万人をピークに減少しており、現在では、

約 54 万人となっている。さらに観光消費額は 1 人当たり 1,426 円であり、これは広島県の 1 人

当たりの平均観光消費額が 5,840 円と比較するとわずか 4分の 1であり、ほとんど島内で消費し

ていないことが分かる（いずれの観光消費額も平成 27 年度広島県観光調査による） 

   第２次江田島市総合計画（江田島市公表 平成 27 年３月）によれば、平成 36 年度に観光客誘

致を 100 万人に掲げ、10 年間のマイルストーンで前半部分は地域産業資源を活かして観光客を誘

致し、ピーク時であった平成 17 年度の 70 万人を平成 31 年度に達成する目標にしている。 

 

 

 

５．当会での取り組み 

 
 当会では、以上のような現状を鑑み、広島県の商工会マネジメントシート事業評価システムに基づ

き、平成 25 年に５ヶ年計画で行政、関係団体、事業者が一体となって魅力ある江田島市を創出すべ

く、「江田島市地域資源活用委員会」を設置し、各機関と有機的に連携し、協力し合いながら江田島

市を活性化すべく、これまで以下のような活動を行ってきた。 
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【江田島市地域資源活用委員会の事業実績】 

年度 事業名 内容 連携先 

平成 25 年度 

 

江田島市地域資源活

用委員会の設置 

「特産品等開発・BUY えたじま検

討部会」 

→えたじまブランドの認定、販路

開拓支援、特産品開発支援の検討

等 

江田島市 

江田島市観光協会 

漁協・農協・株式会社

休暇村サービス 

事業者 

「宅配・移動販売検討部会」 

→移動販売車による買い物弱者

対策支援の検討等 

江田島市 

社会福祉協議会 

事業者 

平成 26 年度 

 

 

 

 

 

 

買い物ニーズ調査 江田島市内約 3,000 名の市民に

対し、買い物ニーズに対する調査

 

事業者調査 事業者に対する実態・要望調査  

えたじまブランド制

定への準備 

ゆるキャラ「えたぼう」の公募と

作成 

中国新聞社 

産経新聞社 

公募ガイド社 

えたじまブランドのロゴの公募

と作成 

中国新聞社 

産経新聞社 

公募ガイド社 

地域資源活用委員会の活動を PR

するためのホームページ開設 

※各関係機関にリンク

バナーを設置 

えたじまブランドを認定するた

めの特産品の募集 

江田島市 

江田島市観光協会 

漁協・農協 

移動販売の実証実験 江田島市江田島町秋月地区で実

験的移動販売の実証実験 

江田島市 

社会福祉協議会 

秋月地区自治会 

参画事業者 

江田島市首都圏販路

開拓支援事業 

東京・銀座にある広島県の首都圏

アンテナショップ「TAU」で商談

会及び「江田島フェア」の開催 

広島県 

江田島市 

江田島市観光協会 

中小企業診断士 

会員参画事業者 

 

平成 27 年度 えたじまブランドの

認定 

18 事業者 34 品目の認定 

 

広島県 

江田島市 

江田島市観光協会 

有識者 

参画事業者 
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販路開拓支援事業 

（展示会、各種イベント） 

えたじまブランドカタログ作成 

ふるさと納税・体験型修学旅行

（民泊）のお土産物カタログ掲載

広島県 

江田島市 

江田島市観光協会 

参画事業者 

移動販売の実証実験

の拡大 

移動販売車の新規導入 

実証実験運用地区の拡大 

（４箇所） 

江田島市 

社会福祉協議会 

各自治会 

参画事業者 

平成 28 年度 えたじまブランドの

認定者に対する支援 

事業計画の策定 

販路開拓支援 

（江田島市内及び市外への販路

開拓支援） 

小規模事業者持続化補助金の申

請及び採択 

ものづくり・商業・サービス新展

開支援補助金の申請及び採択 

特産品開発支援 

江田島市 

江田島市観光協会 

農協・漁協 

専門家 

各事業者 

 

江田島の認知度向上

のための事業 

「江田島観光グルメガイド」を

12,000 部作成・広島県内外へ設

置 

 

江田島観光プロモーション動画

「えたぼう＆カープ女子」の作成

広島県 

広島県観光連盟 

広島市 

呉市 

江田島市 

江田島市観光協会 

海上自衛隊 

江田島市内観光施設 

 

移動販売車の実証実

験の拡大 

実証実験運用地区の拡大 

（６箇所） 

開催日の増加 

江田島市 

江田島市社会福祉協議

会 

各自治会 

参画事業者 
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（ゆるキャラえたぼうとカープ女子会のコラボ動画） （江田島市観光グルメガイド）

 

 

 

 

６．事業の目標 

 

（１）江田島市商工会の役割 
 当会では、「広島県の実施する商工会マネジメントシート事業評価システム」に基づき、上記の事
業を実施してきた。これらの事業及び事業者への支援を実施していく過程で、「小規模企業振興基本

法」の制定及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」が一部改正される

とともに、当会に寄せられる江田島市内の事業者のニーズ、行政をはじめとする関係団体から当会へ

のニーズが従来から持つ商工会の経営改善普及事業である税務・労務・金融とした支援から、事業計

画策定、販路開拓支援、特産品開発等と大きく変化してきている。 

 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、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。 

 

 

（２）中長期的な地域内事業者の振興のあり方 
 江田島市は事業者数の約 87％が小規模事業者であり、江田島市の経済、雇用を支えているのは小規
模事業者である。しかしながら、高齢化及び後継者不足による事業者数の減少は、地域経済の根幹を

揺るがし、人口減少や購買力の流出など大きな課題に結びついている。これらの課題を解決するため

には、小規模事業者の持続的発展が必要不可欠である。 

 ５の「当会での取り組み」で前述した江田島市地域資源活用委員会では、江田島市内の消費購買力

が外部に流出しており、人口減少がすすむ中、特産品等の開発と販路開拓、観光客の増加及び観光消

費額の増加を図り、外貨を獲得して域内経済の活性化を図ることを取り組んでいる。 
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【江田島市における中長期にわたる小規模事業者振興のあり方】 

①地域産業資源を用いた特産品の開発及び販路開拓 
 前述のように、豊かな地域産業資源に恵まれた江田島市は、一次産業が豊かなゆえに特産品の開発

が少なく、販路開拓が進んでいない。当会は中長期的に渡り、特産品開発の事業者を増やすととも

に、販路開拓を支援していく。そのために、六次産業化、農商工連携等を支援していく。 

 

 【10 年後の目標設定】六次化産業・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定事業者及び農商工 

 等連携促進法による 

 認定事業者 10 事業者 （現状 六次化事業計画認定事業者３事業者） 

 

②江田島市の観光産業の活性化 

 市内の特産品販売事業者、観光施設、観光関連事業者等を支援することにより、江田島市内での 1

人当たりの観光消費額の増加を支援する。 

 

 【10 年後の目標設定】 3,500 円 （現状 1,426 円） 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標・方針 

 

 【目標】 

A:特産品等開発事業者及び関連事業者の支援 

 平成 33 年度までに、特産品等の開発を５年後までに 10 品目開発する。 

 重点支援先として、特産品等開発事業者、特産品等販路開拓事業者とする。 

 

B:江田島市の観光関連産業の活性化 

 平成 33 年度の観光消費額の目標を約 3,000 円する。 

重点支援先として、「観光関連施設（宿泊施設、体験型観光施設等）」及び「観光客に利便性を

提供する事業者（地域産業資源を活かした飲食店、ガソリンスタンド、市内特産品販売事業者

等）」とする。 

 

 【方針】 

  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には、江田島市に多い従来型の経

営手法から、地域内外の環境に適応した事業計画を策定する必要がある。そのために伴走型支援を

通じて自社の経営状況の分析はもちろん、需要動向調査、地域経済調査等各種調査を実施し、小規

模事業者に適切に情報を提供するとともに、新たな需要の調査、販路開拓支援、一次生産者につい

ては六次産業化及び農商工連携等が必要になってくる。同時に、江田島市が掲げる観光客数のアッ

プに応じて、１人当たりの観光消費額の増加を図り、観光関連事業者の支援を実施する。 

  そのために、当会は経営指導員 1 人当たり年間 12 事業者の事業計画策定を目標とし、重点事業

者を選定して伴走型支援を充実させる仕組みづくりをする。 

  さらには地域経済の活性化に資する取り組みとして、既存のイベントだけではなく、交流人口を

増やすことを目標とする江田島市の取り組みと連携しながら、「江田島のブランディング」として

地域産業資源等を活用し、情報発信力を江田島市観光協会とも連携しながら増加させることも必要

である。 

  同様に従前より江田島市、江田島市社会福祉協議会、自治会、参画事業者と連携しながら進めて

いる「買い物弱者支援対策」についても現在の実証実験から本格的運用に発展する必要がある。 
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経営発達支援計画の内容及び実施機関 

（１）経営発達支援事業の実施期間 ５年  

（平成 29 年４月１日～ 平成 34 年３月 31 日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること・・・指針③  （経営発達支援計画の目標全てについて）

 

 （１）江田島市経済動向調査・・・【新規事業】 目標全般 

   江田島市の事業所に対して経済動向調査を実施する。また、江田島市の人口・世帯データや購

買データ、消費者支出等の地域特性を株式会社日本統計センターが運営する市場情報評価ナビ 

「MieNa（ミーナ）」を活用するとともに、「中小企業景況調査」など各種統計調査データから分

析し、市内の動向を分析し、各事業所に対する事業計画作成の参考とする。 

 

  ①調査項目 

   ア）人口数 イ）世帯数 ウ）高齢者数 エ）転入者数 オ）転出者数 カ）事業者数 キ）

開業者数 ク）廃業者数 ケ）業種別事業所数 コ）景況感の前年比較 サ）商圏人口 他 

 

  ②調査方法 

   ・「MieNa」等各種統計調査による分析・・・・・・毎年２回実施 

   

  ③公開方法 

   ・当会ホームページ及び当会会報にて調査結果を公開する。 

   ・巡回訪問時において、参考情報を提供する。 

  

  ④活用方法 

   ・調査結果は当会ホームページ及び会報、地域資源活用委員会にて地域経済の動向調査を提供

し、広く周知するとともに、行政、関連団体、事業者と情報共有する。 

   

  ⑤目標   情報提供回数  年２回 

 

 （２）江田島市観光客データ調査・・・【新規事業】目標 Bについて 

   観光客の動向を把握することは、本事業における地域経済動向調査において大変重要なことで

ある。しかしながら、広島県観光客数調査等の定量的なデータはあるものの、実際の観光客の属

性、平均購買額、購買商品等を調査したデータは無い。 

   当会では、江田島市、江田島市観光協会、市内観光施設、交通機関運営事業者等とも連携し、

  観光客の経済動向について調査する。 

 

   ①調査項目 

   ア）年代 イ）性別 ウ）グループ属性 エ）観光目的 オ）滞在日数 カ）宿泊場所 

   キ）観光に立ち寄った場所 ク）飲食をした場所 他 

 

②調査方法 

    ・観光客に対して江田島市観光協会、専門家との連携によるアンケート調査・・毎年２回実施
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   ③公開方法 

    ・当会ホームページ及び会報にて公表する。 

    ・巡回訪問時、セミナー等による情報提供 

 

 ④活用方法 

   ・調査結果は、①と同様に当会ホームページ及び会報などにより広く周知する。 

   ・江田島市、江田島市観光協会との定例会議及び地域資源活用委員会にて、情報を共有し、観

光関連施設にも情報提供を図り、観光関連事業者への周知を徹底する。 

    

   ⑤目標  情報提供回数  ２回/年  

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること・・・指針①（経営発達支援計画目標全てについて） 

 

  江田島市の事業者はほとんどが小規模事業者な上に、従来型の事業スタイルがほとんどであり、

これからも続く少子高齢化や大手コンビニエンスストアの競合、消費者のライフスタイルの変化に

対応出来ていないことが現状である。今後は、小規模事業者ならではの機動力で有力な地域産業資

源の活用による特産品等の開発及び販路開拓、交流人口の拡大も通じて域外の外貨を取り込むこと

が必要である。 

  そのためには自社の経営資源と経営状況を正しく理解することが必要である。 

  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して分析し、適正な支援

をしなければ効果的な支援事業にはなり得ない。 

  これまでの商工会の経営分析は金融機関に提示するための数値目標であったり、補助金目的のた

めの経営分析に過ぎなかった面がある。経営発達支援計画を機に効果的な支援になり、小規模事業

者の持続的発展につながる支援になるように改めて見直しを行う必要がある。 

 

 （１）経営状況の分析・・・【新規事業】 

   現状及び将来分析に関してアンケートを作成し、ヒアリング調査を実施する。必要に応じて専

門家、よろず支援拠点とも連携し、詳細な経営分析を実施する。 

 

  ①調査項目 

   ア）従業員数 イ）売上高 ウ）付加価値額 エ）設備導入状況 オ）商品開発状況  

カ）販路先状況(顧客層状況) キ）仕入（収穫高）状況 ク）売れ筋商品状況 ケ）借入残高  

ケ）現状の課題 コ）今後の目標 他 

 

  ②調査内容 

   ア）財務分析（安全性・収益性・生産性） イ）ABC 分析 ウ）SWOT 分析 他 

 

  ③調査方法 

   ・経営指導員等による巡回訪問時のヒアリング 

   ・経営指導員による経営状況の分析 

   ・より高度な支援が必要な場合は専門家派遣やよろず支援拠点との連携による詳細な経営分析 

 

  ④活用方法 

   経営状況の分析結果は商工会内に蓄積し、データベース化及び定例会議にて職員全員で共有す

るとともに、経営課題を事業計画策定に結びつけ、策定後の実施支援に繋げる。 
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 【支援先の選定方法】 

  重点事業者については、特産品等開発事業者、特産品等販路開拓事業者及び観光関連事業者 

  （事業目標 A及び Bに基づく） 

  江田島市内の事業者については、巡回訪問時に必要と思われる事業者、創業、第二創業、事業承

継等の事業者について実施 

 

  ⑤目標 

重点支援先の経営状況の分析・・・・・・・30 事業者/年（経営指導員 1人当たり６事業者） 

江田島市内事業者の経営状況の分析・・・・30 事業者/年（経営指導員 1人当たり６事業者） 

計 60 事業者/年 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること・・・指針② （経営発達支援計画の目標全て） 

  

 【現状と課題】 

  当地域の小規模事業者の大きな課題として、恵まれた地域産業資源があるにも関わらず、十分に

活かしきれていない海産物等の生産事業者、大手コンビニエンスストア及び生活協同組合等他地域

からの相次ぐ進出の脅威があるにも関わらず、具体的な事業計画を立てず、これまでの経験や勘の

みで事業を行っている状況がある。 

  そのような小規模事業者に、上記１で記載した地域経済状況、需要動向の状況の提供を通じて事

業計画策定の意義や必要性を認識してもらい、個々の事業者に応じた事業計画の策定を通じて小規

模事業者が事業を実行していく事で持続的な発展を支援することが商工会の役割である。 

  しかしながら、当会では、従前より経営計画策定セミナー、経営革新計画等を通じて事業計画策

定を実施してきたが、市内の事業所数からみると極めて少数である。 

  そこで当会では、まず事業計画策定の母数を増やすため、以下の方法にて事業計画策定をできる

事業者を選定する。 

  

 （１）事業者の巡回訪問時のヒアリング（事業目標全て） 

   従前より巡回訪問は当会が重要視するところであるが、個々の事業者の実情に応じて巡回時に

課題点をヒアリングし、課題に応じた事業計画の策定を支援する。 

   高度な経営課題については、「ミラサポ」「広島県よろず支援拠点」とも連携し、専門家派遣を

通じて支援を実施する。 

 

 （２）重点支援先の事業計画策定 

   事業目標 Aと Bに定めた重点支援先について、「２.経営状況の分析に関する事」で取得した調

査結果を踏まえ、事業計画の策定を実施する。高度な経営計画の策定については、専門家とも連

携し、持続的な成長を促す事業計画の策定を支援する。 

 

 （３）一般支援先の事業計画策定 

   「２.経営状況の分析に関する事」で取得した調査結果、事業計画策定セミナー、創業塾等の

各種セミナーを開催し、参加者、巡回訪問時のヒアリングにより必要と思われる事業者に対して

事業計画の策定を実施する。（２）と同様、高度な経営計画の策定については、専門家とも連携

して、持続的な成長を促す事業計画の策定を支援する。 

 

 

 【効果】 

  事業計画策定を実施することにより、事業者の目標の明確化と課題を浮き彫りにすることができ
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る。引いては伴走型支援を通じて事業者の持続的な発展を支援し、江田島市内の経済活性化を図

る。 

 

【目標】※年あたり 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営計画策定 

セミナー 

参加者数 

本年度未実施 12 12 12 12 12 

創業塾参加者数 19 20 20 20 20 20 

重点事業計画 

策定者数 

10 30 30 30 30 30 

一般事業計画 

策定者数 

15 30 30 30 30  30  

事業計画策定 

合計数 

25  60 60  60  60 60 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること・・・指針②（経営発達支援計画目標全て） 

 

  ３で策定した事業計画については、伴走型の支援を充実させるために、事業計画を策定した重点

支援先は６回/年以上、１指導員あたり２ヶ月に１度巡回訪問。一般支援先については４回/年以上、

１指導員あたり４ヶ月に１度巡回訪問をして計画の進捗状況について確認する。 

  事業計画が進捗していない事業者に対しては経営指導員がフォローするとともに、必要に応じて

各種専門家を派遣し、資金面、人材面、販路開拓面など多方面に渡る適切なフォローを実施する。

   

 【事業内容】 

  事業計画策定事業者については、進捗具合を確認するとともに、個々の事業者に応じた支援をき

め細かくフォローしていく。そのため、フォロー時に未達成な部分については、経営指導員や専

門家を活用した支援を実施する。 

 

【目標】※１事業所あたりのフォロー回数 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

重点支援先 

巡回数 

６ 

 

６ 

 

６ 

 

６ ６ ６ 

一般支援先 

巡回数 

２ ４ ４ ４ ４ ４ 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること・・・指針③ （目標 A及び Bについて） 

 

 【現状と課題】 

  江田島市は昔から自給自足できるほど地域産業資源に恵まれた地域の上に、長年「作れば作れる

だけ売れる」状態が近年まで続いていた。しかしながら、近隣地区の音戸地区が地域ブランドの確

立に成功し、同じ海域で獲れる江田島産の魚介類が音戸産に比べて低く取引されるようになり、牡
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蠣をはじめとする一次産業の加工事業者が需要動向について意識を持つようになってきている。 

また、当会の支援も特産品開発や販路開拓に関する支援が多くなってきており、事業者のみなら

ず、行政、漁協等からも六次化事業、農商工連携等を当会に相談されるケースが増加している。 

さらに、江田島市に訪れる観光客からは、特産品である牡蠣を購入し持ち帰りたいが、賞味期限

が短いこと、冷蔵が必須なことから、土産物として購入しづらい状況にあり、江田島の牡蠣を使っ

た加工品の問い合わせが増えている。 

このような状況の中、事業者からは、多様化する消費者に対して牡蠣の加工品に対してどのよう

な需要があるのか分からないという意見が当会にも寄せられている。 

  しかしながら、当会においては明確な需要動向調査の資料は無く、また、商談会、展示会等にお

けるアンケート調査では収集する時間が短すぎ、精度の高い需要動向調査は不可能に近い。 

  これに対応するため、当会は広島県、江田島市、専門家等の関係団体と協力し、江田島市の小規

模事業者の中で特に求められている「牡蠣加工品」の需要動向調査について調査し、加工品開発、

商品の改良、販路開拓の参考資料として活用する。 

 

【需要動向調査の対象事業者】 

江田島産牡蠣の加工事業者について選定する 

 

 【需要動向調査の方法】 

 

 （１）消費者モニタリング調査（事業目標 A及び B） 

 

  ①調査項目 

   ア）モニタリング対象者属性（年齢、性別、家族構成、等） イ）好きな水産関係の加工品 ウ）

水産関係の加工品を食べるシーン エ）江田島産牡蠣のイメージ オ）牡蠣の加工品のイメー

ジ カ）牡蠣の加工品食べるシーン キ）牡蠣を食べるときの好きな調理方法 ク）味覚評価

ケ）適切と思われる購入金額  コ）適切と思われる牡蠣加工品の容量 サ）適切と思われる

牡蠣加工品の容器形状 シ）牡蠣加工品を購入する場所 ス）牡蠣加工品を購入する際重視す

る点  セ）牡蠣加工品の改良点 他 

 

  ②調査方法 

  ・消費者に対して直接対象となる商品を試食会もしくはアンケートによりヒアリングする。 

実施地区は首都圏、近畿圏、広島県とする。 

 

  ③公開方法 

   重点支援先への直接提供、セミナー等による情報提供、当会ホームページで公開 

 

  ④活用方法 

   対象事業者に対して新商品の開発、商品改良、販路開拓、土産物の開発へ情報を提供し、活用

してもらう。 

 

  ⑤目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

需要動向調査 

実施回数 

未実施 １ １ １ １ １ 

需要動向調査 

提供事業者数 

未実施 10 15 20 20 20 
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（２）バイヤーや料理人へのモニタリング調査（事業目標 A） 

 

  ①調査項目 

   ア）モニタリング対象者が所属する業種・業態（百貨店、高級スーパー、レストラン等） イ）

モニタリング対象者の仕入ルート ウ）好まれる水産加工品 エ）モニタリング対象者の想定

する顧客層 オ）江田島産牡蠣イメージ カ）モニタリング対象者が重視する点（味、ブラン

ド、パッケージ、価格、生産者との付き合い等） キ）牡蠣加工品の嗜好評価 ク）パッケー

ジデザインの評価 ケ）パッケージデザインの改良点 コ）牡蠣加工品の容器形状 サ）牡蠣

加工品の賞味期限 シ）牡蠣加工品の値頃感 ス）地方産品の情報の入手方法 他 

 

  ②調査方法 

  ・バイヤー及び料理人に対して、直接対象となる商品に対して試食会を開催し、ヒアリングを実

施する。 

 

  ③公開方法 

   重点支援先への直接提供、セミナー等による情報提供、当会ホームページで公開 

 

  ④活用方法 

   （１）と同様に新商品の開発、商品改良、販路開拓等の情報を提供し、活用してもらう。 

 

  ⑤目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

需要動向調査 

実施回数 

未実施 １ １ １ １ １ 

需要動向調査 

提供事業者数 

未実施 10 15 20 20 20 

 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること・・・指針④ （目標 A・Bについて） 

 

【現状と課題】 

当会に寄せられる支援が従来の経営改善普及事業による税務、労務、記帳から販路開拓、特産品

開発等に大きくシフトしているのは前述した通りである。特に江田島市の小規模事業者は商品開発

についてはある程度出来るものの、マーケティング、販路開拓に長けた人材が不足しており、これ

らを強力に支援していく必要がある。 

 

（１）大消費地への展示会・商談会の支援（目標 Aについて）・・・【新規事業】 

 

 ①開催目的 

   大消費地と言われる首都圏、近畿圏に自社の生産物について販路拡大をしたいという事業者の

相談が増えている。背景には前述した通りこれまでの下請け的構造から脱却し、自社ブランドと

して消費者に届けたい事業者のニーズがある。しかしながら、単独で事業者が首都圏や近畿圏等

の展示会や商談会に出展することは、資金面、人材面からも困難である。当会は、そのような小

規模事業者の販路開拓を以下の方法で支援する。 
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  ②実施方法 

   ・首都圏や近畿圏で実施されるバイヤーもしくは消費者向け展示会へ当会がブースを出展し、

    事業者の販路開拓を支援する。 

   ・広島県東京銀座アンテナショップ「TAU」、全国商工会連合会が運営する「むらからまちから

館」への出展やイベントの開催 

   ・広島県商工会連合会が運営する広島市内にある「ひろしま夢ぷらざ」への出品及びイベント

の開催 

    

  ③支援対象 

   目標 Aで掲げた特産品等開発事業者及び特産品等販路開拓事業者 

 

  ④訴求対象 

   大消費地への消費者及び百貨店等のバイヤー 

 

  ⑤効果的な支援を実施するための方策 

   展示会や商談会等にただ出展するだけではなく、効果的な支援になるよう、展示会事前セミ 

ナーの開催、ひろしま産業振興機構が開催している販売戦略塾の参加、現地で専門家や経営指 

導員による商談方法について支援する。 

  

【目標】 

支援内容  現状 29 年度 

 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

支援対象者数 ５ 10 15 15 15 20 

商談会・ 

展示会成約数 

３ 20 25 30 30 35 

 

【目標の調査方法】 

 経営指導員による実地調査 

 

（２）IT を通じた情報発信の強化やインターネット通販サイトの活用及び市内の観光関連事業者の

支援（目標 A及び Bについて）・・・【継続事業】 

 

【現状と課題】 

  江田島市の事業者は、光回線の普及の遅れ（平成 25 年に光回線を敷設）から、他地域と比べて 

IT の活用が遅れており、自社のホームページ、ソーシャルネットワーキングサービス、インターネ

ット通販を実施している事業者は少数である。 

また、江田島市内で特産品等を購入できる場所、地域産業資源を活用したメニュー等を観光客向

けに提供している飲食店は前述のように８店舗である。当会においても IT を活用した情報発信及

びインターネット通販サイトの活用、観光関連事業者の支援は重要になっている。 

 

①実施目的 

  IT の活用について「どうしたら効果的にホームページやソーシャルネットワーキングサービス

を活用したらいいのか分からない」こと、及び「インターネット通販サイト」を開設したい事業

者の相談が増加している。同様に特産品等の販売場所が少ないことも観光客から寄せられている

とともに、生産事業者からも要望が寄せられている。 

しかしながら、小規模事業者が効果的な情報発信をしてインターネット通販サイトを開設する
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には、（１）と同じく資金面、人材面で負担が多い。当会では、特産品等の販売場所の増加や IT

を活用した販路開拓を支援する。 

 

 ②実施方法 

  ・当会独自もしくは全国商工会連合会が運営するインターネット通販サイト「ニッポンセレク

ト.com」への出店 

  ・既にインターネット通販サイトを開設している事業者に対しては、当会のホームページに 

   リンクするとともに、専門家派遣による効果的な通販サイトの運用を支援 

  ・当会にて特産品等を紹介した「えたじまブランド」のホームページやソーシャルネットワー

キングサービスの活用 

  ・江田島観光グルメガイドの作成及び首都圏や近畿圏での配布、観光グルメガイドのホームペ

ージの作成、ソーシャルネットワーキングサービスの活用 

  ・影響力がある有名観光サイトを運営している民間企業への取材依頼及び投稿 

  ・江田島市内の販売事業者及び観光関連事業者への専門家や経営指導員による支援 

  ・道の駅の誘致の検討 

 

 ③支援対象 

  目標 A及び Bで掲げた特産品等開発事業者、特産品等販路開拓事業者、観光関連事業者 

 

 ④訴求対象 

   首都圏、近畿圏及び近隣地区の消費者及び観光客 

 

  ⑤効果的な支援を実施するための方策 

    情報発信をするだけでは効果が薄いので、江田島市、江田島市観光協会とも連携しながら専

門家を交えて IT を活用した情報発信やインターネット通販サイトの活用を図り支援する。 

    江田島市内の販売事業者の増加については、道の駅の誘致の検討を実施するとともに、江田

島市内の特産品等を販売したい事業者については、専門家を交えて支援する。 

    

 

  ⑥目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

通販サイト

による 

売上高 

未実施 1,000 万円 1,500 万円 3,000 万円 4,000 万円 5,000 万円

１人あたり

の平均観光

消費額 

1,426 円 

（平成 27 

年度） 

1,600 円 2,000 円 2,300 円 2,500 円 3,000 円 

   

 【目標の調査手段】 

  ・通販サイトによる売上高・・・・・・・・実測及び事業者からのヒアリング 

・１人あたりの平均観光消費額・・・・・・広島県観光調査 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．地域経済活性化事業 

（１）江田島市のブランディング力の強化 

Ⅰで示したように、当会では既に地域資源活用委員会を起ち上げ、江田島市の特産品開発、販路

開拓を実施しているところである。今後は、江田島市の特産品開発、販路開拓に加えて、江田島市

の観光情報のインターネット、SNS、カタログ、動画等を用いた情報発信、観光施設の整備を通じ

て行政や各団体と連携しながら、ブランディングの強化を推進していく。 

また、面的な支援を強化し、事業の成果を地域内の事業者に満遍なく行き渡るようにするため、

地域資源活用委員会のオブザーバーとして、市内金融機関、旅行業等経験者、地域ブランドの専門

家等も招いて情報の共有化、情報発信力の強化、交流人口の促進、域内経済の活性化について 

検討する。 

  特に、有力な観光資源である旧海軍兵学校、現海上自衛隊第１術科学校を活用した観光客の増 

 加を検討し、江田島市に改正中小企業地域資源活用促進法に基づく「ふるさと名物応援宣言」の宣

言を働きかけ、対象事業者との連携も図りながら江田島のブランディング力の強化を図る。  

 

【地域資源活用委員会の組織体制】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

尚、地域資源活用委員会の連携者の名簿については別表４の商工会及び商工会議所以外の物と連 

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に記載している。 

 

（２）宅配・移動販売について 

  当会では、地域経済の活性化を図るため、地域資源活用委員会の事業の部会「宅配・移動販売検

討部会」を設置し、江田島市、江田島市社会福祉協議会、各自治会、参画事業者、有識者と連携し

て、移動販売事業の実証実験を実施している。 

  江田島市は高齢化率が４割を超え、今後も高齢化が進展することが予想されるとともに、中山間
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地域特有の集落の点在、人口減少による地元の食料品店の廃業、高齢化に伴う自動車運転免許の自

主的返上により、買い物弱者支援対策の取り組みが求められている。 

 

【宅配・移動販売部会の取り組み】 

年度 事業名 内容 連携先 

平成25年度 江田島市地域資

源活用委員会に 

「宅配・移動販売

検討部会」を設置 

行政、社会福祉協議会、有識者が集ま

り、宅配・移動販売についての意見交

換、先進地区の視察等 

江田島市 

社会福祉協議会 

参画事業者 

平成26年度 移動販売車の実

証実験 

既存の移動販売車を用いて、江田島町

秋月地区での実証実験 

江田島市 

社会福祉協議会 

秋月地区自治会 

参画事業者 

平成27年度 新規移動販売車

の導入 

江田島市社会福祉協議会の補助金を受

けて保冷設備を持つ移動販売車を新規

導入し、参画事業者に貸与 

取扱商品に生鮮食品を追加するととも

に実証実験地区を４ヵ所に拡大 

江田島市 

社会福祉協議会 

各自治会 

参画事業者 

平成28年度 移動販売車の実

証実験の拡大 

前年度の結果及び民生委員によるヒア

リング結果を基に、実証実験運用箇所

を６ヵ所に拡大及び運用日の拡大 

江田島市 

社会福祉協議会 

各自治会 

参画事業者 

 

  平成 28 年度までは実証実験であるが、江田島市社会福祉協議会による住民への調査や自治会

の意見を集約すると好評であることから、今後も江田島市、社会福祉協議会、各自治会、参画事

業者とも連携しながら、本格運用及び参画事業者の増加を図り、支援していく。 

 

 

（３）江田島市の地域活性イベントについて 

   江田島市においては、行政、海上自衛隊、観光協会、農協、漁協、それに地元の有志の団体が

中心となり、それぞれ実行委員会を起ち上げることで、これまでイベントを中心として地域経済

の活性化に取り組んできた。 

当会からも実行委員会に役職員、青年部員、女性部員を派遣し、実行委員会の中でイベントの

中身について検討し、運営を実施しているところである。 

  今後とも、関係機関と連携しながら、江田島市の地域産業資源である「かき祭り（毎年２月開催）」

  や観光資源である海上自衛隊第１術科学校を会場とした「サマーフェスタ江田島（毎年８月開

催）」等の参画や情報発信の強化により、江田島市民のみならず、市外からも観光客を誘致し、

地域経済の活性化を図る。 
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Ⅲ．経営支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取り組み 

 

（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江田島市地域資源活用委員会の開催（前述） 

  江田島市地域資源活用委員会の委員長には、県立広島大学の教授、副委員長には実績のある中小

企業診断士を迎えており、委員会上で情報発信、経営支援、マーケティングのノウハウを経営指

導員に教示している。（３か月に 1回開催） 

 ②江田島市金融懇談会の開催 

   江田島市、日本政策金融公庫、認定支援機関である広島銀行、もみじ銀行、呉信用金庫、広島

県信用保証協会、江田島市商工会が、市内の経済情勢、貸出の状況、創業・経営支援の事例など

を情報共有する（年 1回開催） 

 ③他地域との商工会の交流 

  芸南地域を中心とした経営指導員同士の交流に加え、事業者のマッチング、経営支援の情報共有

等を行うとともに、専門家を交えた支援能力の向上を実施する。（年２回） 

 ④国の支援機関との連携 

中小機構、よろず支援コーディネーターと交流を図り、高度な専門的課題の解決のノウハウを

経営指導員も OJT 等を通じて身につける。（年 20 回 OJT 1 人当たり５回） 

 

（２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

  現状、当会の経営指導員は 10 年以上のベテランが２名、中堅が２名、若手が１名在籍している。

経験が浅い指導員がいるものの、民間企業で身につけたノウハウを会員事業所の指導に活かすとと

もに、先輩指導員による OJT により、能力向上を図っているところである。 

  今後、当経営発達支援計画でより高度な専門的分野が求められるが、経営指導員として自己研鑽

を図るとともに、組織内で共有し、小規模事業者の持続的発展を図るために、以下の能力向上につ

いての事業を行う。 

  ・広島県商工会連合会が開催する研修に参加し、経営支援力の向上を図る 

  ・平成 29 年度に中小企業大学校が開催する研修に経営指導員 1名を派遣し、経営支援力の向上 

を図る。 

  ・当会の経営指導員は、中小企業診断士、情報処理検定２級、簿記検定２級等優れた資格を持つ

経営指導員が在籍している。これらの知識を OJT や事例発表等を通じて共有するとともに、そ

れぞれが専門分野を持つことにより、プロ集団としての商工会を目指す。 

  ・ヒアリング能力向上、マーケティング能力の向上のため、ベテラン指導員が若手指導員にチー

ム型巡回支援への同行、OJT を実施するとともに、ロールプレイングを実施し、支援能力の向

上と共有を図る。 

  ・経営指導員が自らファイナンシャルプランナー、販売士、中小企業診断士等の資格取得を目指

す。 

  ・月に 1度、経営能力資質向上研修を実施し、各種専門家を招いた研修、経営指導員、補助員同

士が自己の持つ支援ノウハウを公表し、共有する仕組みを実施する。 

  ・他地域の商工会が行っている経営指導員の自己研鑽セミナーに積極的に参加し、自己研鑽と他

地域との情報共有を図る。 

  ・全国商工会連合会が運営する支援カルテは共有データベース化を図り、職員で共有するととも

に、成功事例だけでなく失敗事例などについても職員間で議論し、資質向上を図る。 

 

（３）事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

  当事業について、下記の内容で進捗状況・成果・評価を毎年度行い、必要な場合は事業内容の見

 直し及び変更を行う。 

    

  ・江田島市経営発達支援計画事業評価委員会及び広島県商工会連合会による事業評価 
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  江田島市経営発達支援計画事業評価委員会（仮称）にて当事業についての事業の進捗状況、成果

評価、見直しについて分析する。改善点については、次年度以降の計画策定に活用する。 

  評価については、広島県商工会連合会も加わり、PDCA サイクルを確立する。 

  （毎年 8月、1月に経過報告、4月に評価） 

 ・毎年事業終了後に、中国経済産業局、広島県、江田島市に報告する。 

  （総代会終了後 5 月末） 

 ・事業の進捗状況、成果については、商工ニュースで会員に周知するとともに、江田島市商工会 

えたじまブランド.com のホームページにて公表する。 

  （進捗状況 8月、1月、成果報告 6 月） 

 ・当事業に関する意見、質問等については、江田島市商工会及びえたじまブランド.com のホーム 

ページ・電話・FAX・メールにて意見を受け付ける。 

 

【経営発達支援計画事業評価委員会】 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
【想定される委員会のメンバー】 

 ・広島県商工会連合会 

 ・江田島市 

 ・専門家（中小企業診断士、フードコーディネーター等） 
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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 11 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 
 

 

 

【経営発達支援計画の組織体制】 

区分 人員 業務担当内容 

会長 １名 経営発達支援計画の最高責任者 

副会長（２名）筆頭理事 ３名 会長を補佐する 

役員 24 名 経営発達支援計画の承認、意見等を役員会で審議

役員合計 28 名  

 

区分 人員 業務担当内容 

事務局長 １名 全体の管理者 

経営指導員 ５名 経営発達支援事業 

補助員 ３名 経営指導員の補佐、調査分析 

記帳指導職員 ６名 記帳指導を通じた経営指導員への分析状況提供 

職員数合計 15 名  
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（２）連絡先 

江田島市商工会 

 本所    〒737-2121 

  広島県江田島市江田島町小用２丁目 17－１ 

  電話番号 0823-42-0168  FAX 0823-42-2853  メール etajima@hint.or.jp 

 能美支所 〒737-2301 

  広島県江田島市能美町中町 4940 

  電話番号 0823-45-2425 FAX 0823-45-5186 

  沖美支所 〒737-2316 

  広島県江田島市沖美町三吉 2776 

  電話番号 0823-40-0420 FAX 0823-47-0083 

 大柿支所 〒737-2213 

  広島県江田島市大柿町大原 1118-2 

  電話番号 0823-57-2243  FAX  0823-57-6964 

   

ホームページ 

  江田島市商工会 http://www.etajima.jp 

   江田島市地域資源活用委員会ホームページ「えたじまブランド.com」 

http://etajima-brand.com 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

  29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

必要な資金の額 9,000 10,500 10,500 10,600 10,600

小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金 

・創業塾、講習会開催費 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500

・販路開拓支援事業 

（展示会、専門家謝金） 
1,500 2,000 2,000 2,000 2,000

・特産品開発事業 500 500 500 500 500

・情報発信事業 

（ホームページ・カタログ） 
1,500 2,000 2,000 2,100 2,100

・調査研究費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

・買い物弱者支援対策事業者運営等

補助金 
500 500 500 500 500

 

 

 

（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・事業費 人件費】 

②江田島市補助金→【江田島市補助金交付規則により支給】 

③会費収入→【毎年 6月ごろ金融機関による口座振替及び窓口支払】 

④手数料収入→【各種事業等】 

⑤国補助金収入→経営発達支援計画認定後の補助金収入 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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 

当会の経営発達支援計画に関する全体の連携者及び評価・助言に関すること 

（江田島市地域資源活用委員会） 

事業全般の連携者・評価・助言・指導 

連携者及びその役割 

 

【江田島市地域資源活用委員会】  

役職 氏名 所属 宅配・移動販売部会 特産品等開発・   

BUY えたじま検討部会 

委員長 

 

市村 匠 県立広島大学教授 

地域連携センター長 

○ 

（部会長） 

○ 

（副部会長） 

副委員

長 

松浦 由浩 松浦中小企業診断士

事務所 代表 

 ○ 

（部会長） 

副委員

長 

井上 雅夫 江田島市商工会  

副会長 

○ 

（副部会長） 

○ 

（副部会長） 

 鍵本 秋夫 江田島市産業部 

農林水産課 課長 

 ○ 

 畑河内 真 江田島市企画部企画

振興課 課長 

○  

 福岡 洋 江田島市産業部商工

観光課 課長 

○ ○ 

 堂野崎 平 江田島市社会福祉協

議会 事務局長 

○  

 川端 絵梨 江田島市観光協会 

事務局長代理 

 ○ 

 川野 耕治 呉農業協同組合経済

部 営農センター長 

 ○ 

 樋口 元武 深江漁協協同組合 

代表理事組合長 

 ○ 

 柳川 政憲 江田島市水産物等 

販売協議会 会長 

 ○ 

 濵西 光 江田島市食品衛生協

会会長（㈱一光） 

○  

 下野 元晴 ポーク＆チキン  

江田島 代表 

○ ○ 

 竹岡 剛吉 江田島市商工会理事

㈲竹岡仕出し店 

 ○ 

 加島 俊一 江田島市商工会監事

㈱加島商店 

○  

 住岡 光男 江田島市商工会理事

江田島銘醸㈱ 

 ○ 
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 山本 郁男 江田島市商工会理事

能美運輸㈱ 

○  

 三王 英治 江田島市商工会筆頭

理事 セーブストア 

○  

 重長 英司 江田島市商工会理事

重長商店 

○  

 野村 哲夫 江田島市商工会理事

㈲テツマル海産 

 ○ 

 沖山 努 沖山工房 

代表 

 ○ 

 平田 圭司 江田島市商工会 

会長（オブザーバー）

○ ○ 

 津川 賢二 江田島市商工会 

事務局長 

○ ○ 

 栗林 徹 江田島市商工会 

経営支援課 課長 

○ ○ 

（担当） 

 松本 博之 江田島市商工会 

経営支援課 

○ 

 

○ 

（主担当） 

 宇根川 剛 江田島市商工会 

総務グループ 

○ 

（主担当） 

○ 

 

 横田 牧 江田島市商工会 

総務グループ 

○ 

（担当） 

○ 

 

 田部 智史 江田島市商工会 

経営支援課 

○ ○ 

（担当） 

 

 

連携体制図等 
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（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 

全般目標：事業計画策定に係る支援 

事業計画を策定し、支援するために、広島県商工会連合会・独立行政法人中小企業基盤整備機構・公益

財団法人ひろしま産業振興機構等と連携しながら小規模事業者の事業計画策定を支援する。 

連携者及びその役割 

広島県商工会連合会   

代表者：会長 熊高 一雄 

 住  所：広島県広島市中区大手町３丁目３番 27 号 大手町マンション２階 

 電話番号：082-247-0221 

役  割：広島県商工会連合会が斡旋する専門家の紹介、経営革新計画策定の指導 

 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

代表者：本部長 井上 秀生 

 住  所：広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島 KS ビル３階 

 電話番号：082-502-6300 

 役  割：ミラサポによる専門家の紹介 各種補助金の情報提供  

 

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） 

代表者：理事長 深山 英樹 

 住  所：広島県広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ 

 電話番号：082-240-7715 

 役  割：当会では対応しきれない高度な事業計画策定についてのアドバイス 

 

日本政策金融公庫 呉支店 

代表者：支店長 伊藤 浩司 

 住  所：広島県呉市本通４丁目７-１-201 

 電話番号：0823-24-2600 

 役  割：マル経融資等融資案件に関する事業計画策定のアドバイス 
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連携体制図等 
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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 

目標 A.特産品等開発及び関連事業者の支援 

 江田島市の特産品開発を円滑に進め、当会では対応しきれない高度な問題について、連携者と分担し

ながら目標を達成する。 

連携者及びその役割 

広島県商工会連合会  

代表者：会長 熊高 一雄 

 住  所：広島県広島市中区大手町３丁目３番 27 号 大手町マンション２階 

 電話番号：082-247-0221 

役  割：商工会が運営するアンテナショップへの出店、マッチングフェアの開催 

 

広島県 

代表者：知事 湯﨑 英彦  

 住  所：広島県広島市中区基町 10 番 52 

 電話番号：082-228-2111 

役  割：ザ・広島ブランドとの協力、広島県ブランドショップ「TAU」への出展 

 

江田島市 

代表者：市長 田中 達美  

 住  所：広島県江田島市能美町中町 4859 番地９ 

 電話番号：0823-40-2211 

 役  割：えたじまブランドの推進協力、ふるさと名物応援宣言の活用、創業塾の共催 

 

一般社団法人 広島県観光連盟 

代表者：代表理事会長 深山 英樹 

 住  所：広島県広島市中区基町５-44 広島商工会議所ビル８階 

 電話番号：082-221-6516 

 役  割：広島県内の特産品等の情報共有及び発信 

 

江田島市観光協会 

代表者：会長 伊藤 富美雄 

 住  所：広島県江田島市江田島町中央１-３-10 

 電話番号：0823-42-4871 

 役  割：江田島市の特産品の情報提供、情報発信 

 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

代表者：本部長 井上 秀生 

 住  所：広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島 KS ビル３階 

 電話番号：082-502-6300 

 役  割：ミラサポによる専門家の紹介 地域産業資源やふるさと名物応援事業等の情報提供 

      販路開拓支援  
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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） 

代表者：理事長 深山 英樹 

 住  所：広島県広島市中区千田町３-７-47 広島県情報プラザ 

 電話番号：082-240-7715 

 役  割：当会では対応しきれない高度な商品開発や販路開拓についてのアドバイス 

      起業・創業支援、同機構が実施する専門家派遣の活用 

 

日本政策金融公庫 呉支店 

代表者：支店長 伊藤 浩司 

 住  所：広島県呉市本通４丁目７-１-201 

 電話番号：0823-24-2600 

 役  割：創業融資等の協力 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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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 

目標 B.江田島市の観光産業の活性化の支援 

連携者及びその役割 

広島県商工会連合会  

代表者：会長 熊高 一雄 

 住  所：広島県広島市中区大手町３丁目３番 27 号 大手町マンション２階 

 電話番号：082-247-0221 

役  割：他地域の先進地区視察の紹介 

 

広島県 

代表者：知事 湯﨑 英彦  

 住  所：広島県広島市中区基町 10 番 52 

 電話番号：082-228-2111 

役  割：観光客数データの提供、交流人口拡大の協力、情報発信 

 

江田島市 

代表者：市長 田中 達美  

 住  所：広島県江田島市能美町中町 4859 番地９ 

 電話番号：0823-40-2211 

 役  割：情報調査の協力、観光施設、宿泊施設の情報提供、連携促進、道の駅の誘致促進 

 

一般社団法人 広島県観光連盟 

代表者：代表理事会長 深山 英樹 

 住  所：広島県広島市中区基町５-44 広島商工会議所ビル８階 

 電話番号：082-221-6516 

 役  割：広島県内の観光情報等の情報共有及び発信 

 

江田島市観光協会 

代表者：会長 伊藤 富美雄 

 住  所：広島県江田島市江田島町中央１-３-10 

 電話番号：0823-42-4871 

 役  割：観光情報の提供、調査協力、情報発信 

 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

代表者：本部長 井上 秀生 

 住  所：広島県広島市中区八丁堀 5番 7号 広島 KS ビル３階 

 電話番号：082-502-6300 

 役  割：ミラサポによる専門家の紹介 地域資源やふるさと名物応援事業等の情報提供 

      販路開拓支援  
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連携体制図等 
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（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 

地域経済の活性化に資する取り組み 「宅配・移動販売」 

 買い物弱者支援対策は既に実証実験が開始しているが、より市民や事業者に受け入れられやすくする

ため、連携の促進を図る。 

連携者及びその役割 

広島県商工会連合会  

代表者：会長 熊高 一雄 

 住  所：広島県広島市中区大手町３丁目３番 27 号 大手町マンション２階 

 電話番号：082-247-0221 

役  割：専門家の斡旋、他地域の先進地区視察の紹介 

 

江田島市 

代表者：市長 田中 達美  

 住  所：広島県江田島市能美町中町 4859 番地９ 

 電話番号：0823-40-2211 

 役  割：情報調査の協力、買い物弱者支援の地域設定の協力、 

 

江田島市社会福祉協議会 

代表者：会長 中村 博政 

 住  所：広島県江田島市能美町鹿川 2060 

 電話番号：0823-45-3492 

 役  割：買い物弱者に対する見守り支援、実証実験への協力 

連携体制図等 

 

 


