
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 熊野町商工会（法人番号：６２４０００５０１０１２２） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

1 熊野町の基幹産業である『筆』を中心として、組合、団体、行政等との連携

のもと筆産業を活性化する。これにより周辺事業も活性化する。 

2 小規模業業者(筆産業)の持続的発展を目指し伴走型支援により、安定的に利

益を上げられる事業を創出する。 

3 小規模事業者の経営の安定を通じ、明るい将来展望を描けるようにする。 

4 持続的発展のため、安定した地域内雇用を実現する。 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の推進 
１ ＜地域の経済動向調査に関すること＞ 【指針③】 

・基幹産業である『筆』を中心とした地域内経済動向を把握すると共に公的な統計情

報などを活用し地域商工業者の事業計画策定に資する情報を収集し、巡回指導、定

期的な調査結果の情報を発信する。 

２ ＜経営状況の分析に関すること＞ 【指針①】 

・経営分析により個社の事業実態を明らかにし、個社自身が事業の課題に気付くこと

で、課題を解決することの必要性を認識することを推進する。 

 ３ ＜事業計画策定支援に関すること＞ 【指針②】 

・経営分析により課題を解決する必要性を認識し、事業計画策定を推進する。 

・持続的発展のための経営計画、経営革新計画等、個別の計画策定支援を実施する。

・筆産業の事業計画には・ジャパンブランドの活用・商品力の向上・若者層・海外展

開をキーワードとし、事業者代表及び事業実施者とともに計画策定する。事業計画

策定に際しては、必要に応じ専門家派遣を実施する。 

４ ＜事業計画策定後の実施支援に関すること＞ 【指針②】 

 各事業者(筆産業)の経営課題解決のための事業計画遂行に際し、 

・経済動向、需要動向情報の発信事業 

・人材育成支援事業、人材マッチング事業 

・商品力向上支援 

・若者マーケット開拓支援 

・海外マーケット開拓支援 

・補助金獲得支援、資金調達支援 

   ・高齢事業者の技能承継等の支援 

   ・ジャパンブランドの活用支援 

   ・専門家を活用した事業計画策定 

 ５ ＜需要動向調査に関すること＞ 【指針③】 

  基幹産業である『筆』を中心とした地域内外の需要動向調査および、収集した情報

の発信。小規模事業者(筆産業)の需要拡大を目指した需要動向調査 

 ６ ＜新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること＞ 【指針④】 

・商談会や展示イベントへの参加の促進と商談成立支援、売上高向上支援。 

・需要開拓に特化した専門家派遣 

・筆に関する催事を活用しながら筆文化を醸成し、筆文化を普及する取組の実施。 

Ⅱ 地域経済活性化事業 
・「筆に親しむ人」創出事業協議会（仮称）、筆まつり実行検討会等による『筆』文化

醸成支援事業 

連絡先 
熊野町商工会 〒731-4213 広島県安芸郡熊野町中溝四丁目 17-13 

電話 082-854-0216 FAX082-854-6458 Email:kumano@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 熊野町の歴史と概要 

１＜熊野町の歴史＞ 

□ 筆とともに発展した熊野町 □ 

江戸末期、主となる産業がなかった熊野では、吉野・紀州方面への出稼ぎにより生計を立てて 

いた。彼らは出稼ぎの帰途に奈良・大阪・有馬で筆や墨を仕入れ、それらを行商しながら熊野へ帰

るということを常としており、これがきっかけとなり「熊野」と「筆」の結びつきが生まれた。 

時を経て、熊野の先人は奈良等で筆づくりを学び、熊野の人達に筆づくりを伝え広めていった。

これが、熊野が筆づくりの産地となった所以である。 

熊野に伝わった筆づくりが飛躍的に発展した理由として、 

（１）明治 05 年 学校制度が出来、学校に行く子供たちが増えたこと。 

（２）明治 10 年 第一回内国勧業博覧会において熊野筆が入賞し、「熊野筆ブランド」の始まりが 

出来たこと。 

（３）明治 33 年 義務教育が 4年制となり、学校に通う子供が更に増加したこと。 

などがあげられ、販路拡大、生産品の増加に繋がっていった。 

その後、戦後の混乱の中、筆づくりは一時期低迷するものの終戦後は学校教育等を柱として再 

び活性化、今日では、筆の分野(書筆/画筆/化粧筆)で国内の 80％の占有率を持っており、熊野 

町行政においても「筆の都」としての発信を進めている。 

 

２＜熊野町の概要＞ 

□ 熊野町の地理・人口 □ 

熊野町は広島県西部に位置し、広島市中心部から東南 

へ約 12 キロメートルの地点にある。熊野町は呉市、東広 

島市黒瀬町、広島市安芸区、安芸郡海田町に隣接してお 

り、町域面積は 33.76 ㎢、東西 7.4 ㎞、南北 8.4 ㎞とな 

っている。昭和 40 年代、熊野町では住宅造成が盛んに行 

われ、昭和 42 年の県営団地の造成を契機に広島市のベッ

ドタウンとして急激な宅地化が進み、転入者が急増、昭和

40～50 年の 10 年間に人口は２倍以上に増加、都市化が急

速に進展した。 

現在、熊野町の人口は 24,750 人(H27.3.31)であるが、 

全国的な高齢化の現状と同様に、高齢者割合が 32.7％と 

なっており、今後も確実に高齢化は進むというデータが 

示されている。また、ベットタウンという観点から、昼間

人口／夜間人口をみると、平成 22 年数値で 79.3％となっている。（（表 1)参照） 

交通事情は、平成 2年に広島熊野道路や海田大橋の開通により、広島市街地がより近くなった。

その後も周辺の道路網が整備された結果広島市北部、山陽道との距離も短縮され、地域が持つ総合

的な価値は上がった。 

 
（表 1) 熊野町の近年の人口動態                 （総務省統計局資料より） 
抽出 

年度 
人口 世帯数 

高齢化(65 以上) 
昼間人口 

昼間   

/人口高齢者 高齢化率 %

H07 年 24,953 8,269 3,222 12.9％ 18,248 73.1％

H12 年 25,380 8,985 3,924 15.4％ 19,043 71.9％

H17 年 25,103 9,211 5,041 20.0％ 19,358 75.9％

H22 年 24,533 9,291 6,534 26.6％ 19,469 79.3％
 

「日本の地域別将来設計推計人口」国立社会保険・人口問題研究所資料 

熊野町人口予測    平成 52 年 17,651 人 高齢化率 38.9％ 
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３＜熊野町の商工業者と基幹産業の現状＞ 

□ 商工業者の現状 □ 
（表 2）管内商工業者数 ･･･経済センサス Ｈ21/Ｈ24/H26  総務省 統計局資料より 

 平成 21年 
構成率 

平成 24年 
構成率 

平成 26年 
構成率 

平成 21-26 
増減／変動率 

小規模 
事業者数 
Ｈ26広島県

農林漁業 1 0.1％ 0 0 1 0.1％ 0 0 1
建設業 81 9.8％ 68 8.8％ 61 7.8％ －20 －25％ 60
製造業 173 21.0% 163 21.2％ 171 22.0％ －2 －1％ 146
 筆事業者(商工会員 (102)  (98) (95) (－7) －6.8％ (95)
電気ガス水道業 2 0.2％ 1 0.1％ 1 0.1％ －1 －50％ 1
情報通信業 1 0.1％ 3 0.4％ 2 0.2％ ＋1 +100％ 2
運輸郵便業 13 1.6％ 18 2.3％ 18 2.3％ ＋5 +39％ 11
卸小売業 214 25.9％ 196 25.5％ 181 23.3％ －33 －15％ 124
金融保険業 11 1.3％ 10 1.3％ 11 1.4％ 0 0 11
不動産業 15 1.8％ 12 1.6％ 14 1.8％ －1 －7％ 14
宿泊・飲食業 72 8.7％ 74 9.6％ 66 8.5％ －6 －8％ 50
サービス業 176 21.3％ 165 21.4％ 159 20.4％ －17 －10％ 133
医療関連業 58 7.0％ 60 7.8％ 73 9.4％ ＋15 +26％ － 
公務 9 1.1％ － － 20 2.6％ ＋11 +122％ － 
商工業者数合計 826 770 778 －48 －5.8％ － 
商工業者数 
広島県調整後 736 704 677 －59 －8.0％ － 

小規模事業者数 
広島県資料 595 589 553 －42 －7.0％ 553

(表 3) 管内就労者Ｈ17 及びＨ22 の推移（熊野町ＨＰ） 

 建設業 製造業 卸小売
飲食 

宿泊業

サービ

ス業 
その他 合計 

学校・医療 

商工業外 
合計 

Ｈ17 年 

就労者 
1,022 3,915 ←  2,428  → 3,078 1,646 12,089 456 12,545

Ｈ22 年 

就労者 
826 3,176 ←  1,761 → 3,378 1,491 10,632 666 11,298

 

熊野町の商工業者数の状況は、経済センサスによると平成 21 年 826 事業所が、5年経過後の平成

26 年に 778 事業所となり減少している。（表 2） 

業種別の減数は、卸小売業が 33、建設業 20、製造業 2 となっているが、製造業のうち基幹産業

である筆についての減数は 7となっている。(表 2) 

また、他業種においても業績の低迷が続いており、同時に人口動態(前頁：表 1)と同様に事業主

の高齢化が進んでおり事業継続に不安がある。商工業者の多くは小規模事業者であり、昔乍らの経

営手法をひたすらに継続している事業者は多く存在する。小規模事業者の現状として、 

①熊野町の基幹産業である筆産業、特に書筆画筆の景況が縮小気味であることが、地域小規模事業

者に潜在的な影響を与えている。 

②小規模事業者は地域経済の変化に対応できず、国の支援メニューを十分に活用していない。 

③小規模事業者は自身に影響を及ぼす様々な経済動向と地域の実態が把握できておらず、事業計画

に取り組むうえで実行ベクトルの方向性の判断が付きにくい。 

④小規模事業者は自身の問題点に気づきにくい。 

⑤小規模事業者の多くは自身の課題を解決する際の相談先や具体的な支援先が不明確で、潜在的 

な課題はもちろんのこと、顕在化した課題も解決できていない。 

 ⑥高齢者比率と昼間人口(前頁：表 1)から、昼間人口から見る労働力の流出は増加傾向にあるが、

高齢者比率の高まりはそれ以上に顕著であり、慢性的な労働力不足の現実がある。  
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□ 基幹産業（筆産業）の現状 □ 

 これまでの筆産業の書筆画筆の推移に目を向けると、連綿と受け継がれている高い技術により 

高品質を維持し続けている熊野筆であるにもかかわらず、その業績は縮小傾向にある。 

ＩＴ化の急速な進歩、趣味が多様化している現状において、全国的に「筆離れ、毛筆離れ」が 

顕著となっている。そのような状況を打開すべく、平成 16 年ジャパンブランド【「ＦＵＤＥ」世 

界的ブームの創出】という大型補助事業が国に採択されたことを契機に、書筆画筆においては「絵

手紙」を題材に世界的なブランドの確立を目指した。政府閣僚の交代式のサインに熊野筆が使わ 

れるなどの一定の成果はあったものの、現在もなお、書筆画筆の業績は縮小傾向がみられ関係事 

業者の危機感は払拭されない。 

 

一方、化粧筆においては昭和 60 年頃から、美容研究家が化粧筆に着目したことから徐々にその 

付加価値を高めていたが、決定的になったのが平成 16 年の書筆画筆の【「ＦＵＤＥ」世界的ブー 

ムの創出】の取組みが「熊野品質」自体を世に知らしめたことである。化粧筆はそれまでも地道 

な努力を重ねていたが、国内が女子サッカー「なでしこジャパン」に沸いていた時、女子サッカ 

ーの国民栄誉賞受賞の副賞に熊野筆が使われた事、また、ハリウッド有名女優が熊野化粧筆の愛 

用者であったことなどメディアに取り上げられパブリシティ効果が格段の功を奏し、一躍、熊野 

化粧筆の世界的ブランドが確立された。現在、化粧筆は化粧品メーカー等のＯＥＭも含め、好調 

に推移している。 

 

現在では、人口の約１割にあたる約 2,500 人が筆関連の仕事に携わっており、筆づくりにおいて

は高度な伝統的技術や技法、必要な知識を身につけた筆司として認定された 22 名の熊野筆伝統工 

芸士が活躍し、また、後継者の育成にも力を入れている。 
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４＜ 熊野町の小規模事業者の課題 ＞ 

 

熊野町の基幹産業である筆産業の振興が熊野町の小規模事業者の振興の源泉となることを踏ま

えると、平成 16 年ジャパンブランド【「ＦＵＤＥ」世界的ブームの創出】に採択された以後、ジャ

パンブランドの名を有効に活用する積極的な取組みが実施されていない。 

書筆では、経済動向・需要動向も年々変化している中、学校教育制度の見直しによる書道課程の

短縮による直接的な減収のほか、見直しによる「筆を使わない世代」が将来的にも増加する。また

「筆に親しんできた世代」も高齢化等により減少する一方となり、益々厳しい景況が予測される。

画筆においては、ジャパンブランドを追い風として絵手紙を世界に拡散しようという試みを発

信、国内ではＮＨＫ教育番組や民放の俳優の地井武男さんの絵手紙番組「ちい散歩」、日本各地で

の絵手紙教室など画筆には追い風となっているが、高齢者や高齢者予備軍の年齢層の趣味となって

おり、今後の展開を危機感を持って見守る必要がある。 

化粧筆においては、女性が社会で活躍することに比例して顕著な伸長をみせており、品質におい

ても世界的に高い評価を得るなど、高い水準で業績を維持している。 

 

 課題  筆産業が活性化することで小規模事業者を活性化すること。 

  １．＜筆・画筆＞の課題 

  1)書筆・画筆を「若い世代に普及浸透させる」戦略を構築し、書筆・画筆の業績を上げる。

  2)書筆・画筆を「海外に普及浸透させる」戦略を構築し、書筆・画筆の業績を上げる。 

２．＜化粧筆＞の課題 

   1)海外マーケットへの戦略を観光立国日本・広島県に追随した戦略を構築し、海外訴求力

を高める。 

外国人観光客国内ランキング(表４)２位広島平和記念資料館：３位厳島神社の足を

熊野町に結ぶ仕掛けづくり。 
(表４)外外国人観光客国内ランキング （2014 日本銀行広島支店資料抜粋） 

1 伏見稲荷大社 京都 6 高野山奥之院 和歌山

2 広島平和記念資料館 広島 7 清水寺 京都 

3 厳島神社 広島 8 新宿御苑 東京 

4 金閣寺 京都 9 箱根彫刻の森美術館 神奈川

5 東大寺 奈良 10 新勝寺（成田山） 千葉 

３．＜筆産業を支える作り手の確保＞ 

   1）名人・巧の高齢化・内職作業者の減少を食い止め、生産量を保つ。 
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５＜熊野町行政の取組み＞ 

□ 熊野町総合計画 2011 年⇒2020 年 商工観光部門 抜粋 □ 

 熊野町行政の取組みは、「ひと まち 育む 筆の都 熊野」を将来像として掲げ、「地域力の強化」

「快適暮らしの創造」「筆の都の活性化」の３つを基本的視点として政策展開を推し進めている。

 また、熊野町総合計画の商工観光部門の政策目標は下記のとおりとなっており、熊野町商工会の

経営発達支援計画は町行政に連動したものとする。 

 

第５次 熊野町総合計画 

2011 年 ⇒ 2020 年（概要版） 抜粋 
 

熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略 施策概要 

               ～筆で彩る７色のブランド戦略～ 

戦略目標１ 「筆都ひと」筆の都の未来を考え、支える人材・心を育む 

戦略目標２ 「筆都健活」筆の都の特質を活かした健康づくりをする 

戦略目標３ 「筆都連携」筆の都を市町連携により開かれた都市空間にする 

戦略目標４ 「筆都安心」筆の都に「住んでよし」の魅力的なまちにする         

戦略目標５ 「筆都文化」筆と人が織りなす文化・歴史を発信するまちにする 

       重点施策１ 「筆文化発信のまち くまの」 

筆に関するイベントの開催 

重点施策２ 「伝統と文化が息づくまち くまの」 

      まちの魅力を広く発信 

戦略目標６ 「筆都探訪」筆の都のお招きの心を高めるまちにする 

       重点施策１ 「出会いと交流のまち くまの」 

             観光資源を魅力アップ 

       重点施策２ 「おもてなしのまち くまの」 

             地域をあげた受け入れ体制の強化 

戦略目標７ 「筆都しごと」筆の都が活性化する産業が育つまちにする 

重点施策１ 「日本一の筆のまち くまの」 

      熊野筆ブランドの発信 

重点施策２ 「活力あるまち くまの」 

      雇用創出の推進 

重点施策３ 「農業を育むまち くまの」 

      まちの特性を活かした農業の振興 

 

上記、行政の戦略目標のうち熊野町商工会が協働する戦略目標は以下のとおり 

戦略目標５ 「筆都文化」筆と人が織りなす文化・歴史を発信するまちにする。 

戦略目標６ 「筆都探訪」筆の都のお招きの心を高めるまちにする。 

戦略目標７ 「筆都しごと」筆の都が活性化する産業が育つまちにする。  
＜熊野町商工会役職員が参画している熊野町との協働事業＞   
〇熊野町総合基本計画審議会委員      … 会 長    

〇熊野町観光連絡協議会          … 役職員    

〇魅力ある観光地づくり事業        … 役職員    

〇熊野町まちづくり協働推進事業選考委員会 … 役職員   

〇地域包括ケアワーキンググループ     … 役職員 

           ＜熊野町商工会が地域各種団体と取り組んでいる事業＞  

〇就職ガイダンス             … 役職員 
〇筆まつり実行委員会           … 役職員 

〇グルメ開発委員会            … 役職員 
〇婚活事業                … 役職員 
〇民泊事業                … 役職員 
〇筆の里工房運営委員会          … 役職員 
〇全国書画展覧会運営委員会        … 役職員 

〇筆の日実行委員会            … 役職員 
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Ⅱ 経営発達支援計画の目標 
 

   熊野町の地域の特性及び課題を踏まえ、熊野町内の小規模事業者の中長期の振興のあり方、 

本経営発達支援計画の目標を以下のとおり定める。 

 

 １＜中長期的地域内小規模事業者振興のあり方＞   

   熊野町の基幹産業は「筆」であるが、減収傾向ある書筆・画筆においての振興策と、増収傾向

にある化粧筆の振興策はその戦略を区分することが必須である。また、地域内の小規模企業者の

振興は筆産業の振興が源であることから、基幹産業である「筆産業」の持続的発展を振興策の基

本とする。    

 （１）熊野町の基幹産業である『筆』を中心として、組合、団体、行政等との連携のもと筆産業 

を活性化する。これにより周辺事業も活性化する。 

（２）基幹産業である筆産業の活性化においては、書筆・画筆・化粧筆の特性を踏まえ、それぞ 

れに適した活性化事業を実行する。 

○書筆・画筆の振興を図る。 

  1) 若い世代に普及浸透させる取組み 

  2) 海外に普及浸透させる取組み 

○化粧筆の振興を図る。 

   1) 外国人観光客国内ランキング２位広島平和記念資料館：３位厳島神社の足を熊野町に

結び、熊野町で直接購入する仕組みづくり 

（３）小規模事業者の持続的発展を伴走型支援により実施、安定的に利益を上げられる事業を創出

する。 

（４）小規模事業者の経営の安定・発展を通じ、地域経済に明るい将来展望を描ける状況を作る。

（５）持続的発展のため、安定した地域内雇用を実現する。 

○書筆・画筆・化粧筆の振興を推進するための人材確保を図る。（筆の作り手の確保） 

   1） 名人・巧の高齢化を補うための技能後継者の育成とその仕組みづくり 

2)  内職作業者の減少を食い止め、増やす仕組みづくり 

   

 ２＜経営発達支援計画の目標＞       

ジャパンブランドを活かした書筆・画筆・化粧筆、それぞれの戦略を再構築し、売上高の向

上を実現する。 

また、筆を切り口とした仕掛けにより熊野町への交流人口を増加させ、筆産業の活性化を図

ると共に、地域小規模事業者の経営発達へ貢献する。 

  年々増加する高齢事業者については円滑な事業継承等を進捗させ、同時に技能後継者等の育

成など筆産業の人材確保を図る。 

（１）地域小規模事業者の持続的発展。 

 （２）地域小規模事業者の付加価値額向上。 

 （３）ジャパンブランドを活かした戦略の再構築 

（４）熊野町への交流人口の増加と滞留時間の伸長。 

（５）事業承継の円滑な促進。 

   

３＜目標達成に向けた方針＞ 

基幹産業である「筆産業」を地域活性化の牽引役とし、書筆・画筆・化粧筆のそれぞれの特 

性を活かした支援を実施する。 

  本経営発達支援計画では、個社支援を基本とし、個社の状況の詳細な把握などを含め事業者 

に寄り添った伴走型支援により実施する。また、持続的発展可能な状況を作りながら事業者の 

自立を図り今後においても自力で経営改善・持続的発展を図れる体制の構築目指す。 

 また、伴走型支援では商工会内で不足している機能を補うため、他の支援機関との連携・専 

門家などを積極的に活用し、成果に焦点をあてた取組みとする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 （平成 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 経営発達支援計画の内容 

（１） 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

＜現状＞ 小規模事業者は、自身の地域経済の立ち位置や目まぐるしく変わる地域経済動向を把 

握できておらず、効果的な事業展開が出来ない。 

＜目標＞ 地域経済動向情報を収集した情報は商工会職員間で共有し、小規模事業者支援に有効活

用するとともに、小規模事業者向けに有用な情報整理を行ったうえで情報発信することで、個々

の事業者が、何時でも自身で経営判断ができる環境を整備する。 

＜内容＞ 

□ 既存データ等の調査・整理  

（内容） 

 …情報収集… 

①情報収集項目 

・ＤＩ調査により大きな傾向把握         ― 日銀広島支店ＨＰなど 

・町内・県内経済規模(人口数・世帯数)推移 

・町内・県内消費（項目別消費動向） 

・町内労働生産性                ― 日本統計センター 

・町内企業規模動向 

・町内・県内人口予測 

 ・新商品・流行の傾向把握            ― 日経ＭＪ新聞など 

 ・経営指標（業種別）              ― 日本政策金融公庫ＨＰなど 

 町内経済動向を大きな経済動向を参考にしながら把握する。 

…情報整理…  

②収集した情報の整理 

   ・商圏別 

   ・業種別     

   ・規模別 

  …情報発信… 

   ・四半期に 1回 

   ・情報収集項目を一覧表にし、分かりやすく見やすい判断しやすい工夫、発信する。 

（効果・活用） 

◉ 事業者に地域経済動向が発進できることで、事業者自身が効果的な事業戦略・事業戦術の機 

を得た実施が可能となり、持続的発展への可能性を高めことができる。 

◉ 商工会員、地域商工業者に向け経済動向調査結果を発信し、経営判断の資料とする。 

 ◉ 情報発信は商工会員向けには「商工会だより」、地域商工業者向けには「商工会ホームページ」

に掲載し情報を入手しやすい環境を整備する。 

◉ 経済情報の報告会や活用方法などのセミナーを実施し、個社の効果的な情報活用に繋げる。 

 

◇定量目標◇ 

   ・情報収集 ― 1／4 半期ごと 6 月・9月.12 月・3月 

 ・情報発信 ―   〃     7 月・10 月・1月・4月 

 

□ 管内商工業者（小規模事業者含む）実態調査  

（内容） …情報収集… 

①情報収集項目 … 隔年収集 

・調査先    管内商工業者 Ｈ26 年経済センサス管内商工業者数 677 社  

・実態調査項目 ○基礎情報 業種、会社名、代表者名、所在地、資本金、後継者等 

○経営情報 財務諸表等 

          ○個別情報 売上先・仕入先情報、商品・サービスの特徴、ノウハウ 

小規模事業者が経営判断に利用しやすい情報の整理 
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          ○経営資源 

○経営者視点の問題点の把握（問いかけ）ボトルネック 

○人材不足に関する調査 

          ○売上動向調査 ・売上の増減傾向・売上ランキングの変動・客層の変動  

・実施手段   ○地域商工業者へ調査（アンケート）表を郵送、回収する 

○不足情報は巡回・聴き取りにより収集する。 

      …情報整理… 

②実態調査情報の整理 

   ・商圏別(地域)    

   ・業種別     →  

   ・規模別 

  ③情報発信 … 隔年発信 

   ・管内実態調査による情報発信 … 業種構成比の変動、業種ごと従業員規模変動  

管内ＤＩなど、個人情報に留意した発信とする。 

（効果・活用） 

◉ 入手した実態調査情報は経営カルテの整備に利用し、経営指導の資料とする。 

 ◉ 業種別に熊野町の商圏に応じた情報収集が可能となり、より適切な経営判断に繋がる。 

◉ 近隣外部環境を把握、分析するための資料が整い個社の経営判断の資料となる。 

◉ 商工会員に年間 4回の経済動向調査結果が手元に届けることで、経営状況の改善・向上の 

資料となる。 

◉ 巡回指導やセミナー開催時の参考資料とする。 

◉ 実態調査で把握した情報は経営カルテに反映させる。 

 

 定量目標一覧（地域動向調査に関すること） 

事業概要 現状 
29 

年度

30 

年度

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度

経済動向   
四半期ごと収集 

未 

実施

4 4 4 4 4 

四半期ごと発信 4 4 4 4 4 

地域事業者の実態調査 

（ｱﾝｹｰﾄ調査） 

現状：商工業者 677 件 

目標 

未 

実施

30％  40％  50％

回収率を補う巡回 70  70  70 

隔年収集 / 隔年発信 

収集

と 

発信

 

収集 

と 

発信 

 

収集

と 

発信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域商工業者が経営判断に利用しやすい情報の整理 
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（２） 経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜現状＞ 小規模事業者の多くは自らの経営状況を的確に把握しているとは考えにくく、自らの 

事業実態を知らないまま従来の経営手法を継続している。 

＜目標＞ 個社が個社自身で経営状況を正しく理解し、自社の経営資源やボトルネックを明らか 

にすることで、事業意欲を成長させ、個社の事業計画策定、事業計画実行の意欲へと繋げ、持 

続的発展、付加価値額の向上を図る。 

＜内容＞  

□ 管内商工業者実態調査を基礎資料とした経営分析する  

（内容） 

①…実態調査項目を活用した経営分析…  

・実態調査項目○基礎情報 業種、会社名、代表者名、所在地、資本金、後継者等 

○経営情報 財務諸表等 

         ○個別情報 売上先・仕入先情報、商品・サービスの特徴、ノウハウ 

○経営資源 

         ○経営者視点の問題点の把握（問いかけ）ボトルネック 

         ○人材不足に関する調査 

         ○売上動向調査 売上の増減・売上ランキングの変動・客層の変動 

・実施手段  ○地域商工業者へ調査表を郵送、回収する 

○不足情報は巡回等、聴き取りにより収集する。  

    ②…経営分析時の資料提供ほか…               

・同業他社等、比較資料を提供する   

・経営指標（業種別）等を活用する。 

  ・経営分析活用セミナーを実施し、経営分析の必要性を伝える、今後の本格的改善に繋げる。 

   ・実態調査の結果等を踏まえ、巡回により経営分析を推進する。 

・経営分析の利点・活用法などを広く伝え、事業者に経営分析を身近ものへ定着させる。 

 

◇定量目標◇ 

経営分析 ― 経営指導員 2 名 

        年間 24 回以上  中期目標：年間 24 回×5年 ＝ 120 回 

  

（効果・活用） 

◉ 経営分析は事業計画策定・事業計画実施への糸口として活用する。 

◉ 持続的発展のきっかけ、足掛かりとする。 

◉ 事業の経営資源やボトルネック等が具体化され、経営意欲の成長が期待される。 

◉ 個社が自身の実態を把握できることで、課題の発見に繋がり、改善の必要性等が認識され、 

持続的発展にむけての取組みの開始に繋がる。 

◉ 経営分析等で課題が明らかになることで改善意欲が高まり、事業計画実施の効果の期待値が 

上がる。 

◉ マンネリ経営から脱却し、経営者の事業意欲の向上を促進する。 

 

    定量目標一覧（経営状況の分析に関すること） 

事業概要 現状
29 

年度

30 

年度

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度

経営分析 

分析件数 12 24 24 24 24 24 

(内) 高齢事業者の 

 分析件数 

未 

実施
（2） （2） （2） （2） （2）

巡回フォローアップ 48 96 98 103 104 108 
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 （３） 事業計画策定支援に関すること【指針②】                

□ 事業計画策定支援  

（現状）融資・補助金(持続化補助金等)の申請時・経営革新・創業などの案件に対して実施して 

いる。 

（目標）小規模事業者の持続的発展実現のため、経営計画策定を推進する。 

（内容） 

・持続的発展、伴走型支援を旨とし、経営者或いは従業員等と一体となって十分なヒアリン 

グによって策定する。 

 ・経営者においても従業員においても経営意欲の向上と当該事業所が一丸となって取り組め 

る素地を作ることに留意する。 

 

①経営計画を策定する   

 ・書筆・画筆・化粧筆それぞれに特化した事業計画となる。 

 ・ジャパンブランドを活用することを模索しながら事業計画を策定する。 

  

  手順一例  

              経営理念（ビジョン） 

 個社の経営計画の基本…  目指す目標と手段 

                役割の明確化    

     経営資源の有効活用 … ＳＷＯＴ分析 

     （強み・弱み・機会・脅威）    ↓ 

     課題の発見 … 特性要因図等の作成による問題点の特定 

                   ↓                

   経済動向・需要動向 … 戦略の決定  

短期目標・中期目標を検討（ＰＤＣＡ）  
                

②経営計画策定のための、熊野ビジネススクール実施 

 ・将来展望を描きやすくする。～成功者の話～こんな事業者、事業発展をしたい～  

③高齢事業者の経営分析を受け、経営計画策定支援を実施する。 

④巡回により、実態調査等の結果を踏まえ経営計画策定（経営分析）の必要性を伝える。 

（効果・活用） 

◉ 経営理念は個社の価値を認識でき、経営者の事業意欲向上が期待できる 

◉ 経営分析から更に深堀した経営状況を把握することができ、成果に繋がる戦術、戦略の構築 

が可能となる。 

◉ 個社の構成者が各々の役割を持ち、経営計画に参画することで仕事に対するモチベーション 

の向上が期待できる。 

◇定量目標◇ 

  経営計画策定     ― （ 経営指導員 2 名 ） 

年間 24 回以上 中期目標：24 回×5年＝120 回 

              内高齢事業者 年間 2回以上 中期目標：2回×5回＝10 回 

   

□ 経営革新計画策定支援  

（現状）指導員年間１件を目標としている。設備投資等の融資の申し込みがあるなど受動的な経 

営革新案件の発掘に止まっている。 

（目標）現状のような融資申し込み時の経営革新計画のほか、経営分析による個社の経営資源の 

活用やボトルネックの改善の必要性を経営計画策定時に経営革新計画に相応し、経営革新計画 

ならではの有利な点の活用を図る。 

（内容）経営計画策定に当たっては必要に応じ経営革新計画承認を目指す。 

①経営計画策定時の聴き取りの中で革新性の有無について判断する。 

②各種補助金の申請時や融資案件の内容など、経営革新性の有無を判断する。 

③実用新案や特許等の案件発生時での経営革新計画を策定する。 

④巡回等による経営革新性の発見に努める。 
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（効果・活用） 

◉ 経営革新計画承認は対外的な信用が得られる。 

◉ 設備投資等融資での利息(利率)の低減が受けられる。 

◉ 経営革新計画承認事業者向けの支援策が用意されている。 

◉ 事務局経営発達支援会議を開催しＯＪＴの場として活用する。   

後述 経営指導員等の資質向上等に関すること、に記載 
 

◇定量目標◇ 

  経営革新計画承認 ― 年間 2件以上 中期目標：2回×5年＝10 回（100％承認） 
  

定量目標一覧（経営計画策定支援に関すること） 

事業概要 
現状

目標

29 

年度

30 

年度

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度

経営計画策定支援 
計画策定数 15 24 24 24 24 24 

内 高齢事業者計画 （2） （2） （2） （2） （2） （2）

経営革新計画 

策定支援 

計画策定数 2 3 4 4 4 4 

承認件数 １ 3 4 4 4 4 

小規模事業者への 

巡回 
事業計画・経営革新 

目標

100 
96 98 103 104 108 
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（４） 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

  □ 現状  

商工会は今までも個社支援をして来たが、その成果については継続的な支援の結果得られる個 

社の経営力における成長ではなく、融資や補助金申請など短期的な事業計画書き上げ支援に止ま 

っているケースが多い。 

私たち商工会組織は、個社に対して伴走型支援ができる一番身近な機関であることを踏まえ、

巡回を基本とした伴走型支援を実施する必要がある。 

□ 課題  

  事業計画策定事業所に対して、商工会が持っている様々なメニューを用いながら伴走型支援を継

続的に実施し、個社が個社自身の経営力を持ち、経営基盤を強化し自力で持続的発展が可能となる

まで支援する。 

□ 内容  

事業計画策定事業者２４社に向けて、事業計画実現に特化した個社むけの支援を実施する。 

  主として、経営指導員 2 名が支援する。 

   ・四半期に一度の巡回による個社支援（事業計画策定事業者２４社） 

   ・支援機関・支援制度の活用 

      専門家派遣の活用 

      よろず支援拠点の活用  

      ひろしま産業振興機構 

中小企業基盤整備機構 

 

□ 巡回による支援  

                 

・事業計画実施          

 ・個社内の計画実施にかかる役割の明確化 

  ↓ 

・進捗度 個社内での確認  

 ↓ 

・成果予想  

 ↓ 

   ・終了期予想（目標）   

  

   

 

 

  筆事業者への必須支援内容 

           □筆産業の重要課題 

            書筆・画筆        化粧筆  

            ○売上向上支援      ○海外むけの売上支援 

            ・若年層への普及浸透       ・商品力の向上 
・海外への普及浸透        ・メディア活用支援 

                  ↓         ↓ 

                 ブランド力向上支援・商品力向上支援           

 

定量目標一覧（経営計画策定支援に関すること） 

事業概要 現状
29 

年度

30 

年度

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度

事業計画策定事業者

への計画実施支援 

巡回  12 96 96 96 96 96 

内 高齢事業者巡回 （3） （8） （8） （8） （8） （8）

 

ＰＤＣＡを個社内の全員で出来る仕組みを作る 

 
・情報提供支援 
・人材育成/人材マッチング支援 
・補助金獲得支援 
・融資支援 
・ブランド力強化支援 
・専門家支援      
など 全方位からの支援 

商工会支援メニュー 
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（５） 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 筆産業を活性化させることを目的として需要動向調査を実施する。 

 

 ＜現状＞ 化粧筆と書筆・画筆の景況には大きく差があるが、現状を数値把握できていない。 

＜目標＞ 小規模事業者が抱える最も大きな課題は売上の停滞・減少である。その課題の調査を、 

小規模事業者の実態と経済動向や商圏分析をすり合わせることで究明し、個社それぞれに応じ 

た対策を講じ、売上高を向上させ持続的発展を目指す。また、海外も含めたインターネット調査、

市場（店頭）調査、原料供給動向調査を実施する。 

＜内容＞ 個社の置かれている環境は、取り扱い品目に対応した情報を収集・分析して活用する。

個社のおかれている地域の状況、取り扱い品目の客層の性別年齢層や用途(仕事・趣味など)今 

後の売上戦略に必要な調査を行う。 

 

 □筆産業のための調査 

  目的 筆の需要を増やすための調査としては、顕在化している筆の需要の調査と同時に、潜在的

な筆の需要がどこにあるのかを調査することが不可欠である。 

     このことから、筆の潜在的な需要調査を国内向け、海外向けに実施し、新たな領域の特定

と今までの事業領域を拡大できる 

領域を探す。これらの情報を筆事業者に提供することで新たな販路や商品が開発される糸

口となる。 

 

  ①国内向けドメイン調査 

   ◉ 全国区インターネット調査 … サンプル数合計(5,000) 

・書筆・画筆 → 仕事で筆を使う人（書道家・染物・焼き物・漆・漫画制作と関わる人など）

→ 趣味で筆を使う人への調査（書道愛好家・絵画教室・高校生・美大生など）

→ 若者層(20～30 代)の筆に対する意識調査 

・化粧筆   → 働く女性 

大学生への調査 

舞台など仕事で化粧する男性への調査 

 

②海外向けドメイン調査 … サンプル数合計(3,000)  

◉ 海外マーケット（アメリカ・欧州・アジア）のインターネット調査（海外向け商品開発）  

・書筆・画筆 → 仕事で筆を使う人：ディズニーや諸外国の漫画制作に関わる人調査 

       → 趣味で筆を使う人：筆文字・絵手紙に特化した調査 

       → 海外美大生への調査 

・化粧筆   → 働く女性 

大学生への調査 

 ③市場調査 

  ◉ 熊野筆コーナー・販売がある店舗で実施 

東京銀座ＴＡＵ     

筆の里工房       

ひろしま夢ぷらざ    

おりづるタワー     

     調査項目 … 下記のカテゴリ別に調査する 

化粧筆   …年代・購入の動機・購入の際に重視した点  

書筆・画筆 …年代・購入の動機・趣味/仕事・購入の際に重視した点 

材料(毛)  …それぞれのジャンルでの好まれる毛の調査 

その他   …デザインや包装の嗜好調査 

 

＜参考＞おりづるタワー 

Ｈ２８年９月グランドオープン。原爆ドームに隣接した、 

平和を願う折鶴と広島県内の特産品に特化した平和公園が一望できる新名所。 
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  ④原料供給動向調査 

   ・調査対象 … 熊野筆事業協同組合 →（筆産業の材料仕入を共同で行っている。） 

          ・原料となる毛は、筆事業者が「熊野筆事業協同組合」を通して毛の仕入を  

しているため、原料となる毛の種類(下記)を調査することで、生産されて 

           いる筆(売れている筆)の情報から、市場の売れ筋、高級志向であるか等が  

推測できる。 

            書筆・画筆の毛 ＞ 馬・羊・狸・イタチ・猫等 

化粧筆の毛   ＞ 山羊・リス・イタチ・馬・狸・鹿 
需要動向調査一覧 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                                              

 

 

 

 

 

※若者への調査→筆を使う様々なジャンルの興味について 

 ＜効果・活用＞ 

  ◉ 売れ筋が把握できる。 

  ◉ 原料供給ベースからの売れ筋が把握できる。 

◉ 個社の事業計画の売上高の改善策がより具体的になる。 

◉ 個社の事業計画の売上高における成果予想ができる。 

◉ 商品開発や販路開拓へのアプローチの糸口になる。 

◉ 海外展開が身近になる。 

   

定量目標一覧（需要動向調査に関すること） 

事業概要 現状
29 

年度

30 

年度

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度

インターネット調査  隔年 
未 

実施
1 

調査項

目検討
1 

調査項

目検討 
1 

市場調査 年 1 回 
未 

実施
1 1 1 1 1 

原料供給動向調査 年 2回 
未 

実施
2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査方法 インターネット 市場アンケート 

分類 調査対象 数 合計 数 合計 

国

内 

書筆 

・ 

画筆 

仕事(書道家・漫画スタ

ジオ・染物・漆) 
1,000

5,000

500

1,500 

趣味(書道・絵画・美大) 1,000 500
※若者(20 代) 500 ― 

化粧

筆 

働く女性 1,000

500女子大学生 500
仕事（舞台・男性） 500

海

外 

書筆 

・ 

画筆 

仕事(ディズニーなど) 1,000

3,000 ― 

 
趣味(絵手紙同好会) 500  
美大生 500  

化粧

筆 

働く女性 500  

女子大学生 500  

調査項目 
・性別/年齢 

・筆を使っている 

ジャンル 

・その筆の選択理由 

・筆の困っている点 

・こんな筆が欲しい 

・筆の使用時に同時

に使っている物 

・１日の筆使用時間 

・その他販路開拓や

商品開発に関する

事 
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（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】 

 

筆産業を活性化させることを目的として需要の開拓を図る。 

 

 １ 各種商談会や展示会等への参加支援  

 ＜現状＞筆販売事業者は、個別で販促催事に出展し需要開拓に努めているが、変化を求めず、同

じイベントの繰り返しになっている可能性がある。 

＜目標＞事業計画策定事業者２４社に対して、全国連や各種支援機関の企画する出展イベントへ

の参加支援をする。販路開拓のほか、事業計画策定事業者が持っている技術、ノウハウ

等が新たなマッチングに繋がり、連携などで売上先を開拓する。 

海外においては、現地開催(海外)での販路開拓イベントへの参加は、国や県の主催する

ものを中心に参加支援する。 

出展事業者、年間延べ６社を目指す。… 新たなイベントへの参加による売上の向上。

＜内容＞需要動向調査により求めた訴求力のある商品郡や新たなドメインに対して、販路開拓支

援をする。 

全国連や各種支援機関の商談会・展示イベントの開催を積極的に伝達し、出展事業者に

対しては成約に結べる具体的支援を実施する。 

    □個別の fax 送信での催事等の伝達を実施。参加手順の支援・参加品目の検討の支援 

    □夢ぷらざの出展の支援 

    □各種マッチングイベント・商品出展等の販売促進イベントへの参加支援 

 ①マッチング支援 … 事業計画策定事業者＜24 社＞への支援 

    ＜支援催事＞ 

・ビジネスフェア /広島県/広島市/中四国/金融機関  

・販路拡大支援商談会事業 

・国や広島県の開催する海外でのビジネスフェア  

・その他の催事 

＜出展のメリット＞ 

ＢtoＢ 販路開拓 

        新商品開発等でのマッチング 

        想定外のマッチングの依頼の可能性 

        トレンド情報の把握 

        新商品開発のヒントの取得 

参加支援社数 年間 3 社  中期目標 15 社 3 社×5年

成約件数 年間 １件  中期目標 5 件 １件×5年

売上高向上    中期目標 5 年後  5％増 

 

②販路開拓支援 … 事業計画策定事業者＜24 社＞への支援 

＜支援催事＞ 

・ニッポンセレクト.com 

 ・ギフトショー 

 ・４７ＣＬＵＢ 

 ・全国で開催される書道展や絵画展の催事出展 

・国や広島県の開催する海外でのビジネスフェア 

 ・その他の催事 

 ＜出展のメリット＞    

ＢtoＣ 幅広い層、地域の顧客開拓 

   出展事業者間での商品連携への可能性 

   トレンド情報の把握 

   海外向け催事への出展による海外のトレンドや新商品開発のヒント取得 
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◇定量目標◇ 

参加支援社数 年間 3 社 中期目標 15 社 3 社×5年 

成約件数 年間 1 件 中期目標 5 件 １回×5年 

売上高向上   中期目標 5 年後  5％増 

  

③専門家を活用したイベント参加支援  

     ・商談成約に特化したプレゼンテーション支援(資料やノウハウ) 

・効果の高いＰＯＰやパンフレットの作成支援 

・魅力あるブースづくり等の支援 

＜効果・活用＞ 

◉ 新たな販路開拓の実現。 

 ◉ 継続性の高い販路開拓。 

 ◉ 想定外の技術活用の発見。 

 ◉ イベント参加事業者との情報交換で他の販路開拓の可能性も期待できる。 

         

２ 専門家による個社への個別需要開拓支援  

＜現状＞筆事業者の多くは製造を本来の仕事としているため、筆を小売りする体制ではない店舗

ファザードになっている。熊野への来訪者の目線で「筆の都」らしい店舗が必要である。

＜目標＞訴求力を高める取組みを個別に支援し、来店者数・売上高の伸長を図る。 

専門家による訴求力工場支援は年間 5社を目標とする。 

＜内容＞ 

 ①需要開拓の課題解決 

    商品（サービス）の高付加価値化への追求 

    店舗ファザード等の改善 

    ＰＯＰ指導 

    メニュー（飲食）改善 

 ②商談会への参加支援 

    申し込み → よく分かる効果的な資料作成 → プレゼンテーション支援 など 

＜効果＞   

◉ 来客数のアップ 

◉ 売上高のアップ 

◉ 個社の個別に支援が受けられ、成果が得られやすい。 

◉ □指導が明確に得られやすく、効果が継続して得られる。 

 

◇定量目標◇ 
専門家派遣  年間 6 回 中期目標 30 回 6 回×5年 

売上高目標 専門家支援先   中期目標 5 年後  5％増 

    

定量目標一覧（新たな需要に寄与する調査に関すること） 

事業概要 現状 
29 

年度

30 

年度

31 

年度

32 

年度 

33 

年度 

売上

伸長

マッチング支援  
（ビジネスフェア等） 

参加支援社数 
未 

実施 
3 3 3 3 3 

5％ 

成約件数 
未 

実施 
1 1 1 1 1 

販路開拓支援 

(ギフトショー等) 

参加支援社数 
未 

実施 
3 3 3 3 3 

5％ 

成約件数 
未 

実施 
1 1 1 1 1 

専門家による個社支援 
未 

実施 
5 5 5 5 5 5％ 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組  

熊野町経営発達支援計画を推進していくうえでは、熊野町行政の総合計画（2011-2020） 

に連動し、具体的な地域活性化事業を実施する。 

実施においては、熊野町行政のほか、各種団体組織とのコンセンサスを図りながら実施 

する。          （実施していく上での組織体系は下記のとおり。） 

１ 熊野町の地域活性化事業の取組み 体系図  

     

 
戦略目標５ 「筆都文化」筆と人が織りなす文化・歴史を発信するまちにする。 

戦略目標６ 「筆都探訪」筆の都のお招きの心を高めるまちにする。 

戦略目標７ 「筆都しごと」筆の都が活性化する産業が育つまちにする。 

 

 

            

 

 

 
・筆まつり事業 

                 ・筆の日実行委員会 

                 ・観光を考える会 

                 ・婚活事業 

                ・民泊事業 

                 ・熊野町グルメ開発 

                                  ・就職ガイダンス 

・書道展 

全国書画展覧会 

                   ふれあい書道展             

 

                
町     催事 担当 商工会役割 支援・後援

戦

略

目

標

５ 

筆まつり 
集客５万人規模 

筆の市が立つほか伝統的な祭事が実 

施される。 

熊野町商工会 

（筆まつり実行委員会） 
主催 

熊野町 

広島県 

書道展 
全国書画展覧会 

全国から書画 15 万点出展/表彰 

ふれあい書道展 

年２回実施。書道作品 3万点出展/表彰 

全国書画展覧会 

熊野筆事業協同組合 
共同参画 ― 

筆の日 
筆を使うことを町内に発信する 

熊野筆事業協同組合 共同参画 熊野町 

戦

略

目

標

６ 

観光を考える会 
現在は花に特化した取組みを実施 

熊野町商工会 主催 熊野町 

婚活事業 
熊野町の人口増を狙った事業 

熊野町商工会女性部 熊野町商工会女性部 熊野町 

民泊事業 
筆に関わる学生を町内に招き筆を学 

ぶ。筆事業者宅へ民泊 
熊野町商工会 共同参画 熊野町 

熊野町グルメ開発 
熊野町の新グルメ開発、食を起爆剤 

として活性化を図る目的 
熊野町商工会 主催 熊野町 

戦

略

目

標

７ 

就職ガイダンス 
人材マッチング事業 

熊野町商工会 主催 
熊野町 

広島県 

熊野筆事業協同組合 全国書画展覧会

熊野町商工観光課 熊野町商工会 

熊野町商工会経営発達支援計画 2017－2021

地域包括ケアワーキンググループ
グルメ開発委員会 

熊野町総合基本計画審議委員会 

熊野町観光連絡協議会 

魅力ある観光地づくり事業 

青年部 

女性部 

筆部会

商業部会 

建設工業部会 

筆まつり実行委員会 

熊野町総合計画２０１１－２０２０ 
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 ２ 熊野町の筆文化の普及に資する取り組み  

 

（１） 「筆に親しむ人」創出事業協議会（仮称）への協力  

＜内容＞ 

筆の生産地である熊野町においては、「筆文化の縮小＝筆生産の縮小」との考えから、筆文化の 

縮小傾向への歯止め講じる。 

「筆に親しむ人」創出事業協議会（仮称） … 開催頻度 年４回  

＜目標＞ それぞれの筆文化縮小傾向に対して講じてきた事業を同じテーブルに並べ、課題を見 

出し、対策を検討する。具体的な改善策を協議し、更なる「筆に親しむ人創出事業」を構築、 

実施する。 
 

 全国書画展覧会 応募点数 5 年後 200,000 点  （平成 27 年 186,382 点） 
 

□筆に親しむ人創出協議会（仮称） … 協議会は主として下記の代表者による。 

・熊野筆事業協同組合  ・全国書画展覧会  ・筆まつり実行委員会  

・熊野町      ・熊野町商工会   

「熊野筆事業協同組合」… 原料の共同購入や、生産者の技術向上などの目的に加え、後継者の

確保・育成等、伝統的工芸品産業の振興に寄与している。また、平成 20 年に熊野町により制定
された春分の日を「筆の日」とし、筆による賑わい創出事業にも取り組んでいるが、筆文化の縮

小傾向に影響され、成果としても縮小傾向にある。  
「一般社団法人全国書画展覧会」… 年 3 回の書画のコンテストを主催し、全国から年間約 20

万件の応募があるが、その応募点数も次第に縮小傾向がみられる。表彰式には、沖縄から北海道

までの千人を超える人が訪れる。全国にネットワークを持っている。 

「筆まつり実行委員会」… 毎年、秋分の日に「筆のまつり」を開催している。一日に約５万人

が訪れ、筆供養、書家による大書、高校生の書道パフォーマンス、筆の販売、書道作品の展示、

伝統工芸士の筆づくり実演が行われている。開催内容に工夫を加えながら、来場者は横ばいとな

っており、最近では諸外国からの来場者もみられ、にわか書道家を楽しんでいる。当日の筆の販

売額が縮小傾向にあることに危惧を抱いている。 

       

（２）  筆まつり実行検討会（仮称）への協力  

＜内容＞ 82 年前から開催されている「筆まつり」は、関係者が 300 人を超える中、長きに渡り 

培われた地場手法等により継続されている。その長きの間に時代は変わり「筆まつりの目的」 

は何であるかが「確かなもの」ではなくなっている。本検討会では、筆まつりの目的を明確に 

し、筆まつりの再構築の基本とする。また、諸外国からの来訪者が年々増加する中、現在及び 

未来に備えた仕組みづくりの検討も必要となっている。 
  

筆まつり再構築検討会（仮称） … 開催頻度 年４回 
 

＜目標＞ 時代に即した「筆まつり開催の目的」を検討協議し、決定する。祭りに関わる人数の 

多さから、決定した「筆まつり開催の目的」は全員の共通認識とする。また、諸外国からの来 

訪者が増えてきたことで筆まつりの再構築が必須な状況となっている。 

  5 年後に 諸外国からの来訪者の受け入れ体制の完了 

   諸外国対応のパンフレット製作の完了 

   祭り会場の諸外国来訪者対応の表示 
 

□筆まつり実行検討会（仮称） … 協議会は主として下記の代表者が予想される。 

・筆まつり実行委員会の各セクション代表者  

  ・筆供養代表 ・大作席書代表 ・競書大会代表 ・ステージ代表 ・屋台村代表 

  ・交通安全代表 ・前夜祭代表 ・女性部代表 等  

・熊野町 ・全国書画展覧会 ・熊野筆事業協同組合 ・熊野町商工会 
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Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 １ 他の支援機関との連携を通じた支援、支援ノウハウ等の情報交換に関すること  

(1) 現状 安芸郡に属する熊野町商工会では、様々の支援施策を活用し小規模事業者支援を実施

してきた。また、安芸郡域、呉域の近隣商工会との研修会、意見交換会等を行い、地域状況の 

違い、支援ノウハウの情報収集や情報交換を実施、加えて広島県商工会連合会が実施する県下 

一斉の研修会等でも、短い時間を活用し指導員相互等の情報交換に努めている。しかしながら、

商工会以外の支援先との関係については、日本政策金融公庫とのマル経融資利用促進を目的と 

した広島支店管内商工会との「マル経協議会」での情報交換、小地域ごとの同「マル経協議会」

に参加しているほかには特段に情報交換は実施していない。 

(2) 課題 今後の小規模事業者支援においては、相談内容が多様化することが予想され、他の支

援機関との連携を密にし、支援事業や支援ノウハウを共有し、各支援先との連携を含めた商工 

会の支援能力を強化することが必須である。また、商工会窓口では、専門的な相談内容も「ワ 

ンストップ対応」での支援により、スムースな支援が可能な状況を備えておくことが必要とな 

っている。 

(3) 内容 

□商工会組織間の連携、情報交換   

当町が属する安芸郡周辺商工会（広島安芸、広島東、府中町、呉広域商工会）との情報交換は 

年 1回開催しており、支援ノウハウ等の情報交換には努めている。 

この度の経営発達支援計画を遂行するにあたり、様々な支援ノウハウの情報交換の必要性が予 

想される中、商工会間の情報交換の必要性は更に高まる。今まで通りの内容に加え、経営発達 

支援計画を見据えた様々なテーマを検討し開催する。 

□金融機関との連携、情報交換 

  〇日本政策金融公庫広島支店（広島支店域・小地域、各年１回以上開催） 

日本政策金融公庫とのマル経融資利用促進を目的とした広島支店管内商工会との「マル経協議 

会」での情報交換、小地域ごとの同「マル経協議会」を、今後も開催する。 

□地域内金融機関（年１回以上開催） 

 地域内金融機関は、商工会と同じく地域の繁栄を願っている組織であり、共に情報を共有しな 

がら、持続的発展に取り組む。金融機関の融資に対するノウハウは私たち商工会も学ぶべきで 

あり、金融機関が関与している経営計画策定事業者の支援にはアドバイスを求める等して、支 

援を実施することも視野にいれると、金融機関との関係性も構築する必要がある。 

  □その他の支援機関 

  近隣商工会との研修会(意見交換会含)の開催時に、下記支援機関から担当者を招き、課題解決 

のノウハウ等の情報交換を行うと共に、随時、必要に応じて課題解決等の情報交換を行う。 

中小企業基盤整備機構、ひろしま産業振興機構(よろず支援拠点)、広島事業引継ぎ支援 

センター（広島商工会議所内）、広島県中小企業団体中央会（広島商工会議所内）、広島 

市産業振興センター など 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること  

（１） 講習会、研修会等への積極参加  

広島県商工会連合会が企画する必須の研修会への参加のみで、他の支援機関からの案内があっ 

ても見送ることが多かったが、経営指導員等をはじめとする職員が、様々な研修への積極的な 

参加により、支援能力を向上させる必要がある。広島県商工会連合会・中小企業大学校の必須 

研修会のほか、経営発達支援計画を推し進める中で、具体的に必要となった知識やスキルを補 

うための研修も必須となる。また、中小企業庁(経済局)、ひろしま産業振興機構、金融機関の 

企画研修会等、それぞれの研修会等への参加は、小規模事業者支援を実施する上で支援能力向 

上になるほか、参加することで、幅広い参加者との交流を心掛けることで様々な人脈の構築に 

繋がることも期待でき、更なる支援能力の向上に繋がる。 

 例 ： 経営分析、事業計画、需要開拓、グルメ観光等への研修に職員を派遣する。 

  （２） 専門家派遣での専門家への帯同  

専門家派遣においては、もとより経営指導員等が帯同しＯＪＴの場として活用、支援能力を高 

めることとなっているが、ただ単に帯同するのみではなく、積極的なかかわり方によって支援 
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能力向上を目指す。 

例：専門家との役割分担で事業所を支援する。  

  専門家及び事業者と共に、当該課題を解決している事業所への見学の提案 

  専門家と共に、当該事業所への課題解決会議への参加と発言 

   専門家と共に、補助金（ものづくり等）申請で、工場内での質問の聴き取り 

（３） 実践、経験値での支援能力向上  

巡回等の支援により経験を積み実践的な支援能力の高揚に努める。 

また、その都度の案件を経営指導員と同席し聴き取りすることでＯＪＴの場として活用する。 

   例：補助金申請による個社への聴き取り 創業相談時の事業計画策定 

     経営革新計画書策定 融資案件 全国展開事業 

     トラブル相談（例：建築施工トラブルのトラブル回避できる契約書内容等） 

  （４） 事務局経営発達支援会議ＯＪＴ活用による事業者支援  

経営発達支援計画はもとより経営改善普及事業を日常的に推進するのは経営指導員中心となる 

が、この経営発達支援計画は事務局全員体制で挑むことで達成できるものとの考えから、事務 

所内ＯＪＴの場として、「事務局経営発達支援会議」を開催する。 

「事務局経営発達支援会議」は事務局全員参加とし、支援先事業所の実数を用い各自の理解や 

能力を高めるなどの成果を狙う。 

 

「事務局経営発達支援会議」 … 年間 6回以上開催 2 ケ月に１回以上の開催 

  支援開始            支援経過       支援終了 

・支援先             ・事業計画実施    ・成果 

・支援目標        →   ・進捗度   →  ・終了期  

・支援期間（目標達成日）     ・成果予想     ・その後の支援 

・経営分析            ・終了期予想 

○財務諸表による分析 

必要に応じて ＳＷＯＴ分析 ＡＢＣ分析 特性要因図等実施 

   

（５） 蓄積データの活用によるＯＪＴ  

 これまでの経営指導員等の経営支援のデータは商工会の財産である。カルテ入力のほか、こ 

れらのデータを個々の経営指導員等の職員が個別に持つのではなく「職員共有クラウドデータ 

フォルダー」に体系だてて保管する。 

また、経営支援の経過ごとに作成される書類は、共通フォーマットを構築し、記入作成する。

これにより将来において各職制の職員全員に事業所支援の参考データになるばかりではなく、 

人事異動にも対応し組織としての継続した支援が可能となる。 

 

   経営分析    事業計画の進捗把握    チェック 
 

 

 

            事業計画共通フォーマット 
 

              ・確定申告書/決算書データ 

・事業計画書 

               ・経営革新計画 

               ・持続化補助金申請書 

               ・ものづくり補助金申請書 

               ・融資推薦書 

               ・創業計画書       など 
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 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  

 

□経営発達支援事業評価委員会の設置 

本委員会は、行政、中小企業診断士など外部専門家と商工会執行部等で構成し、経営発達支 

援計画の進捗度や進捗させて行く上での様々な問題点を抽出し、計画の改善を図り、更なる本 

計画の成果を目指す評価機関とする。 

□経営発達支援事業評価委員会の開催 

・６ケ月に１回の開催とする。 

・計画の進捗度並びに成果について報告し、計画の改善等の意見聴取の場とする。 

 ○期待していた成果が得られているか（支援件数及び支援先の成果） 

 ○進捗度について妥当か  ○無理な計画は無かったか 

 ○クレーム等は無かったか   …など 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

□経営発達支援事業の報告 

  ・通常総会において報告し、承認を得る。 

  ・通常総会で承認をされた事業を総括的に、ＨＰで公開、広く報告する。  

 

＜経営発達支援事業評価委員会の構成＞予定 

  
 組織 検討委員 人数 参加合計

 熊野町商工会執行部 

評

価

委

員

会長（委員長）・副会長 ３名 

１0名 

外部委員 熊野町  行政 商工観光課長 １名 

 筆まつり実行委員会 委員長 １名 

 全国書画展覧会 理事長 １名 

 熊野筆事業協同組合 理事長 １名 

 熊野町商工会筆部会 筆部会長 １名 

 熊野町商工会商業部会 商業部会長 １名 

外部委員 専門家（中小企業診断士） 有識者として参画 １名 

事務局側 
広島県商工会連合会  経営発達支援計画支援チーム ２名 

5 名 
熊野町商工会事務局 事務局長・課長・課長補佐 ３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＯ 
実行 

ＰＬＡＮ 
計画 

ＡＣＴＩＯＮ 
改善 

ＣＨＥＣＫ 
評価 

スタート 
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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 

（１） 組織体制 
平成 28 年 4月 1 日現在 

 

職名 人員数 

総勢 

５名体制 

事務局長 １名 

経営指導員 ２名 

補助員 １名 

臨時職員 １名 

                 
事務局長 

事務局内統括 

 

 

経営革新課  総 務 

経営改善普及事業 

認定支援機関業務 

講習会等事業立案実施 

総合振興事業 

労働保険業務部会 

委員会運営 

 

総会・理事会・三役会運営 

対外均衡 

会計・人事等に関する業務 

 

 

 

 

 

課長 
経営 

指導員

課の統括 
 

事務局長 

総務系統括  

経営革新課業務 

総務系業務 
課長補佐 

経営 

指導員
経営革新課業務 

 

     

主事 補助員 経理事務・経営革新課業務・記帳業務・庶務 

臨時職員 労働保険業務・記帳業務・経営革新課業務・庶務 

 

＜経営発達支援事業評価委員会の構成＞予定 
組織 

検

討

委

員 

検討委員 人数 参加合計 

熊野町商工会執行部 会長・副会長 ３名 

１５名 

熊野町  商工観光課長 １名 

筆まつり実行委員会 委員長 １名 

全国書画展覧会 代表 １名 

熊野町筆事業協同組合 代表 １名 

熊野町商工会筆部会 筆部会長 １名 

熊野町商工会商業部会 商業部会長 １名 

専門家 有識者として参画 １名 

広島県商工会連合会  経営発達支援計画支援チーム ２名 

熊野町商工会事務局 事務局長・課長・課長補佐 ３名 
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（２）実施体制 

 
担当事業 職務・役割 責任者 主担当者 担当 

経営発達 

支援事業 

 

〇地域の経済動向調査 

〇地域小規模事業者の実態調査 

〇経営分析 

○事業計画策定 

〇経営革新計画策定支援 

○事業計画実施支援 

・経済動向調査提供支援 

・需要動向提供支援 

・人材育成支援 

・人材マッチング支援 

・高齢事業者支援 

・経営力向上支援 

 （講習会、研修会、専門家派遣）

・創業・第二創業支援 

・マル経融資支援 

・経済情報活用支援 

〇需要動向活用支援 

○需要促進支援 

〇税務支援 

○労働保険支援 

課長 
課長 

課長補佐 

経営指導員 

補助員 

臨時職員 

地域の 

活性化に 

資する事業 

〇筆に親しむ人創出事業協議会 

（仮称） 
事業協力 

〇筆まつり再構築検討会議  

（仮称） 
事業協力 

支援実施協

力組織 
〇経営発達支援計画実施 

広島県 熊野町  

広島県商工会連合会（ひろしま夢ぷらざ） 

全国商工会連合会 中国経済産業局  

ひろしま産業振興機構  

中小企業基盤整備機構 中小企業大学校  

日本政策金融公庫 ミラサポ  

全国書画展覧会 熊野町筆事業協同組合  

広島県観光連盟 呉広域観光連盟  

管内金融機関（広島銀行・もみじ銀行・呉信

用金庫・広島県信用組合） 

評価見直し（ＰＤＣＡ） 
経営発達支援事業 

評価委員会 
検討委員８名 

行政１名（専門家１名）
委員長 1名 委員 7名 

 
（３）連絡先 

   熊野町商工会    担当 （課長：木原弘香 /  課長補佐：合野忠敬） 
    所在地   〒731-4214 広島県安芸郡熊野町中溝四丁目 17－13 

    電話番号  ＴＥＬ 082-854-0216  ＦＡＸ 082-854-6854 

    E-mail   代表 kumano@hint.or.jo  
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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 7,000 4,750 6,200 3,950 6,200

 

＜経営発達支援事業＞ 5,900 3,650 5,900 3,650 5,900

地域経済動向調査事業費   600 600 600 600 600

管内事業者経営状況調査事業費 550 550 550 550 550

事業計画策定事業費 400 400 400 400 400

事業計画推進事業費 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

需要動向調査 2,250 2,250  2,250

支援力向上事業費 200 200 200 200 200

総合的発生経費 250 250 250 250 250

 

＜地域経済 

活性化事業＞ 
1,100 1,100 300 300 300

グルメ開発 

賑わい創出事業 
1,000 1,000 200 200 200

筆まつり実行検討会 50 50 50 50 50

筆に親しむ人創出協議会 50 50 50 50 50

（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 

商工会自己財源、国補助金、広島県補助金、熊野町補助金、賦課金 

（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 

Ⅰ 経営発達支援事業 
   経営計画策定支援・実施支援 

連携団体  連携事業 

広島県 ⇒ 人材マッチング支援・経営革新・創業 

熊野町 

⇒ 経営改善普及事業・総合振興事業・管理事業（熊野

町補助事業）・補助率 30％での支援 

就職ガイダンス（人材マッチング事業） 

広島県商工会連合会 

⇒ 経営力向上 

・専門家派遣事業 

  事業者むけ課題解決支援 

・エキスパート派遣事業支援 

  事業者むけ課題解決支援 

・消費税転嫁対策事業支援 

  事業者むけ課題解決支援 

・事業者向け研修会支援 

  講習会等参加による経営力強化支援 

・ネット環境整備支援 

  総合的支援 

・ネット de 記帳事業支援 

  サポート及び研修会支援 

・アクティブ広島掲載支援 

  広報支援 

・ひろしま夢ぷらざ事業支援 

  個社販促支援 

・全国連販路拡大支援 

  各販路拡大催事支援 

研修事業 

・事務局長（管理者）養成研修会・課長養成研修会

・経営指導員スキルアップ研修会・指導職員スキル

アップ研修会 

全国商工会連合会 

⇒ 各種国補助金申請支援 

タブッレト業務支援 

各種販路拡大支援 

広報支援 

ふるさとサービス支援 

日本政策金融公庫 

⇒ 融資支援 

・マル経融資 

・普通貸付 

・シニア、女性起業支援 ほか 

ひろしま産業振興機構 

⇒ 各種補助金支援 

・創業補助金支援 

事業マッチング支援 

中小企業基盤整備機構 中国本部 
⇒ よろず支援拠点 

専門家相談支援事業 

管内金融機関 

⇒ 融資支援 

融資連携支援 

各種補助金支援 

中小企業大学校ほか ⇒ 個社の人材育成支援 

 



２６ 
 

Ⅱ 地域経済活性化事業 

 

連携団体  連携事業 

熊野町 ⇒ 

筆まつり 

就職ガイダンス 

グルメ開発委員会 

筆に親しむ人創出事業協議会（仮称） 

筆まつり再構築検討会（仮称） 

女性部婚活事業 

民泊事業 

全国書画展覧会 ⇒ 

全国書画展覧会（年１回） 

ふれあい書道展（年２回） 

筆に親しむ人創出事業協議会（仮称） 

筆まつり再構築検討会（仮称） 

熊野町筆事業協同組合 ⇒ 

筆の日 

筆に親しむ人創出事業協議会（仮称） 

筆まつり再構築検討会（仮称） 

筆まつり実行委員会 ⇒ 
筆に親しむ人創出事業協議会（仮称） 

筆まつり再構築検討会（仮称） 

熊野町の観光を考える会 ⇒ 新たな観光資源創造のための植栽事業 

広島県観光連盟 ⇒ 
熊野町ＰＲ 

ふで娘を活用した熊野町ＰＲ・ふで娘資質向上支援

呉地域観光連絡協議会 ⇒ 
熊野町ＰＲ 

ふで娘を活用した熊野町ＰＲ 

 

 
参考＜ふで娘＞ 

ふで娘：30年前から「ふで娘」を設置、2年の任期としている。未婚既婚には拘らず、熊野 

町在住、もしくは勤務先が熊野町であることが条件で 2名募集する。募集するのは「筆まつ 

り実行委員会」で、選考委員会により選考決定される。現在 16 代筆娘が活躍中。 
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連携者及びその役割 

    

 連携者一覧                  （平成 28 年 1 月 31 日現在） 
連携者 代表者名 所在地 電話番号 

広島県商工労働局 

経営革新課・雇用労働政策課 

湯崎英彦 中区基町 10-52 082-513-3425 

〇経営革新・人材マッチング支援 082-513-3370 

広島東公共職業安定所 

ﾛｰﾜｰｸ広島東） 

畑岡陽子 東区光が丘 13-7 082-264-8609 

〇人材マッチング支援 

熊野町 
三村裕史 熊野町中溝 1-1-1 082-820-5602 

〇経営発達支援事業遂行支援・地域活性化事業支援 

全国商工会連合会 
石澤義文 東京都千代田区有楽町 1-7-1 03-6268-0088 

〇経営発達支援事業遂行支援 

広島県商工会連合会 

熊高一雄 中区大手町 3-27-4 082-247-0221 

〇経営発達支援事業遂行支援 ミラサポ/エキスパートバンク/ビジネスフ

ェア/職員の支援力向上研修会/ひろしま夢ぷらざ需要拡大支援 

ひろしま産業振興機構 
深山英樹 中区千田町 3-4-47 082-240-7715 

〇補助金申請支援・事業マッチング支援・新商品等開発支援 

中小企業基盤整備機構中国本部

（よろず支援拠点） 

井上秀生 中区八丁堀 5-7 082-502-6300 

〇経営計画策定支援・新商品等開発支援 

日本政策金融公庫広島支店 
岸本英司 中区紙屋町 1-2-22 082-244-2231 

〇経営資金融資・事業マッチング支援・情報共有 

広島銀行熊野支店 
古本健次朗 熊野町出来庭 9-9-3 082-854-5151 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

もみじ銀行熊野支店 
山出俊宏 熊野町出来庭 6-2-13 082-854-6143 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

呉信用金庫熊野支店 
中脇正学 熊野町貴船 1-21 082-854-4111 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

広島県信用組合熊野支店 
林 武志 熊野町中溝 4-17-12 082-854-1141 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

広島県信用組合西熊野支店 
林 武志 熊野町東山 4-1 082-854-3151 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

広島県信用組合東熊野支店 
林 武志 熊野町萩原 8-9-11 082-855-1040 

〇金融支援・地元金融機関との情報共有 

全国書画展覧会 
宗盛勝則 熊野町中溝 4-6-5 082-854-5555 

〇筆に親しむ人創出支援事業の協働支援者 

熊野筆事業協同組合 
本迫 修 熊野町中溝 3-13-19 082-854-0074 

〇筆に親しむ人創出支援事業の協働支援者 

呉地域観光連絡協議会 
小村和利 呉市中央 6-2-9 0823-25-3311 

〇熊野町観光アピール支援 

広島県観光連盟 
深山英樹 中区基町 5-44 会議所ビル 8F 082-221-6516 

〇熊野町観光アピール支援・ふで娘資質向上支援 

中小企業大学校広島校 
岡田 俊 西区草津新町 1-21-5 082-278-4955 

〇人材育成支援 

熊野町経営発達支援事業評価会議 
岡崎磊造 熊野町中溝 4-17-13 082-854-0216 

〇経営発達支援計画 ＰＤＣＡ検討組織 
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連携体制図等 

 

Ⅰ 経営計画策定支援事業・実施支援、経営改善普及事業・実施支援 

 

 

地域小規模事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関係連携先＞ 
 

＜外部連携先＞ 

中国経済産業局 

広島県 

熊野町 

全国商工会連合会 

広島県商工会連合会 

中国経済産業局 

日本政策金融公庫 

管内金融機関 

中小企業基盤整備機構 

ひろしま産業振興機構 

中小企業大学校 

管内金融機関 

ミラサポ 

広島市産業振興支援センター

 
 
 

＜行政＞ 

広島県     熊野町 

広島県観光協会 

呉広域観光協会 

 

 

 

 

 

熊野町商工会 



 
 

 


