
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
北広島町商工会（法人番号 6240005004561） 

実施期間 自 平成２８年４月１日  至 平成３３年３月３１日 

目標 

地域内小規模事業者が抱える課題と北広島町の取組方針に基づき、以下を本事業の

目標として掲げ、活力のある「まちづくり」に取組む。 

１．消費者ニーズにあった「店づくり」など地域内小規模事業者の魅力を創出するた

め、積極的に事業計画の策定・実施を継続して支援し、売上維持・拡大を図る。

２．空き店舗の活用を含む新規創業者支援や若手経営者・後継者の第二創業（経営革

新含む）及び事業承継、地域内小規模事業者のビジネスマッチングやＭ＆Ａ等を

支援することで地域経済の維持を図る。 

３．町内での消費を促進するため、魅力ある商品開発支援と観光客の町内滞在時間を

増加させる取組みを行政、観光協会と連携して行い、地域内小規模事業者の売上

向上に繋げる。 

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】 

行政の統計調査データの分析や小規模事業者を対象としたアンケート調査を行

い、地域の経営環境を把握し、事業計画策定に活用できる情報を提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の経営上の問題点や今後取り組まなければならない課題を正確に把

握し、それらを解決するため巡回訪問や窓口相談、経営分析セミナー等を通じて、

情報収集及び分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が経営課題を解決するために、各関係機関と連携して事業計画策定支

援を行う。併せて、創業者と第二創業者（若手後継者など）への支援も行い、地域経

済の次代を担う人材の育成を通じ地域経済の活性化を図る。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

定期的な巡回指導や窓口相談により小規模事業者と共に事業計画の進捗度を確認、

見直し、改善点等を検討（ＰＤＣＡ）し、事業目標達成のために伴走型支援を行う。

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の新商品開発及び販路開拓支援を行うため、商品・サービスの需要

動向を調査・分析する。 

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】 

  小規模事業者を取り巻く経営環境は大きく変化し、既存商圏の購買力は減少傾向

にある。販路開拓を苦手としている事業者の商品、サービス等を効果的にＰＲする

事で、認知度向上と新規需要の開拓を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  行政や観光協会等の関係機関と連携して、入込観光客数の増加を図ることはもと

より、その消費を促す仕組みを構築し、観光消費額の増加を図る。 

連絡先 

北広島町商工会  

〒731-1533 広島県山県郡北広島町有田 1234 番地の 1  

TEL:0826-72-2380 FAX:0826-72-5770  

E-mail:kitahiroshima@hint.or.jp 

 



   

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

[北広島町の現状と課題] 
北広島町は平成 17 年に千代田・大朝・豊平・

芸北の４町が合併して誕生し、平成 27 年で合

併 10 周年を迎えた。広島県の北西部、中国地

方のほぼ中央に位置し、北は島根県、南は広

島市に隣接している。中国自動車道・浜田道

の結節点を持ち、山陰山陽の流通の要衝とし

て栄えてきたが、現在は過疎化が進行し、合

併当初 20,857 人であった人口は現在 19,459

人(2015 年 10 月現在)に減少しており、将来

に向かって町内における需要の減少は確実で

ある。 

商工業者数は 1,042 事業所（建設業 200 社、

製造業 133 社、卸売業 19 社、小売業 230 社、

飲食・宿泊業 122 社、サービス業 216 社、そ

の他業種 122 社）、その内小規模事業者数は

877 事業所(平成 24 年経済センサス)である。平成 24 年度の総生産額は約 1,046 億円となってお

り、構成比は第 1次産業 4.7%、第 2 次産業 51.1%（製造業については町外に本社を持つ大手企業

が多いため構成比が高い）、第 3次産業 43.6%、その他 0.6%（平成 24 年度広島県市町民経済計算）

である。経済センサスによると、平成 18 年より事業者数、小規模事業者数ともに減少傾向にあ

る。 

観光資源として、戦国武将の毛利氏・吉川氏の歴史的遺跡群や平成 23 年にユネスコ無形文化

遺産登録された「壬生の花田植」、県内最多 70 余の団体数を誇る伝統芸能の「神楽」、町内に 6

ヶ所あるスキー場、希少な生物が生存する八幡湿原があり、ここ数年積極的なプロモーション活

動を行ってきたことで、交流人口（入込観光客数）は増加傾向にあるものの、消費動向はそれに

比例していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北広島町の人口・世帯数調査より           経済センサスより 
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 [地域内小規模事業者の課題] 
 以上のような地域の概要を踏まえ、地域内小規模事業者には次のような課題があげられる。 

１．平成 26 年当商工会が実施した小規模事業者アンケート結果によると、人口減少による町内

購買力の低下、交通の要衝であるが故に隣接する広島市や島根県浜田市への消費流失による

売上が減少している。そのため、既存事業者においては地域外需要も取り込んだ新たな販路

開拓や消費者ニーズに即した販売戦略を構築し経営力を強化すること。 

２．町内事業者数の減少にみられるように事業主の高齢化や後継者不足での廃業が絶えず、地域

経済が疲弊している。経済センサスの調査によると平成 18 年から平成 24 年の７年間で 120

事業所が減少し、商店街の空洞化などの問題も進行している。そこで、地域経済を活性化す

るためにも新規創業者を増やしていくこと。 

３. 町内購買力が減少している中で、町や観光協会等と連携したプロモーション活動により交流

人口は増加傾向にあるが、地域の小売店や飲食店、宿泊業者の売上の増加に繋がっていない。

そこで、行政や関係機関と連携し、交流人口の増加に比例して売上を増加させる仕組みづく

りを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年小規模事業者アンケート調査      北広島町観光客統計調査（抜粋）  

 

 [北広島町の取組方針] 
上記課題を解決するため、北広島町は平成 27 年度から平成 31 年度の５ヶ年計画で策定された

「北広島町総合戦略」に以下の取組み方針を定めている。（抜粋） 

１．しごとの育成・創業支援 

 ・「北広島町産業フェア」等のビジネスマッチングの開催による販路開拓支援 

 ・「北広島町ビジネス創造支援事業」を始めとする独自支援体制の構築による小規模事業者の

持続的発展と新規創業者への支援 

・「北広島町創業支援事業計画」に基づく関係機関と連携した創業支援 

 ・空き店舗等を活用した魅力ある商店街活性化への取組み 

 ・北広島町商工会と連携した支援体制の強化 

 

２．ひとを呼び込む「きたひろしまの魅力」発信 

 ・地域資源を活用した効果的な観光プロモーションの推進 

・情報発信手段の充実と各種メディアの活用 

・観光客を呼び込む新たな広域ルートの整備 

・農山村体験交流事業の拡充 
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[中長期的な振興のあり方] 
 当町は、地域住民の連帯感が強く、「壬生の花田植」や伝統芸能の神楽等のイベントや祭りの運

営・準備・人員確保には多くの小規模事業者が中心となって関わっており、地域活性化の原動力

となっている。小規模事業者の減少が地域の衰退に大きく影響を及ぼすことは明らかであるため、

以下を中長期的な振興のあり方として掲げる。 

１．小規模事業者が「成り行き経営」ではなく、商工会の伴走型支援による事業計画に基づいた

経営と、消費者ニーズに合った北広島町ならではの販路開拓支援策により、地域内循環経済

はもとより地域外需要も取り込めるような企業が育成され、活力ある地域経済が実現してい

ること。 

２．小規模事業者数の増加及び人口増加による地域活性化を実現するためにも、行政、商工会、

金融機関等が一体となり、地域内外からの創業者・第二創業者に対し創業計画作成支援や金

融支援・販路開拓支援など充実された支援メニューを提供することで、創業するなら北広島

町、といわれるよう「日本一創業しやすいまち北広島町」が実現していること。 

３．行政及び関係機関と地域振興の方向性を共有して、魅力あるまちづくりに取り組み交流人口

の拡大を図るとともに、観光資源を活用した新商品開発により外需獲得が実現し、地域経済

が活性化していること。 

 

 [経営発達支援計画における目標] 
 上記の中長期的な振興のあり方に基づき、５ヶ年計画で取組む経営発達支援事業の目標を以下

の通り定める。 

１．「成り行き経営」からの脱却を目指すため、積極的に小規模事業者の「強み」を活かした事

業計画の策定・実施を継続して支援し、消費者ニーズにあった「店づくり」など地域内小規

模事業者の魅力を創出し、小規模事業者の売上の維持・拡大を図る。 

⇒【目標値：小規模事業者の事業計画策定件数を 5年間で 250 件】 

２．創業事業者数が廃業事業者数を上回ることを目指し、空き店舗の活用を含む新規創業者支援

や若手経営者・後継者の第二創業（経営革新含む）及び事業承継、地域内小規模事業者のビ

ジネスマッチングやＭ＆Ａ等を支援することで地域経済の維持・拡大を図る。 

⇒【目標値：地域内創業者の支援件数を 5年間で 20 件】 

３．交流人口に比例して町内での消費を促進するため、魅力ある商品開発支援と観光客の町内滞

在時間を増加させる取組みを行政、観光協会と連携して行い、地域内小規模事業者の売上向

上に繋げる。 

⇒【目標値：販路開拓やビジネスマッチング支援件数を 5年間で 25 件】 

 

[商工会の取組方針] 
上記の経営発達支援計画の目標達成のため、行政及び各支援機関と連携して地域内小規模事業

者の持続的発展を目指し、これまで実施してきた各種事業の見直し・検証を行い、全職員の資質

向上を図り経営発達支援事業を実行する。 

これまでの受け身的な支援から脱却し、地域経済の動向及び経営状況の分析をもとに経営課題

の把握を行い、地域内小規模事業者の新たな事業展開に向けた事業計画の策定・事業実施のフォ

ローアップを伴走型支援により行っていく。事業の効果については、専門家・関係機関と組織す

る「経営発達支援事業委員会」で事業効果の検証及びＰＤＣＡサイクルによる実行計画の修正を

行い、目標を達成する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
（目 的） 

統計調査データを月２回開催する「経営発達支援事業推進チーム」（別表２参照）会議で分

析するとともに、地域内小規模事業所を対象としたヒアリング調査を行い、日々変化している

地域の経営環境を把握し、事業計画策定に活用できる情報を巡回訪問、窓口相談時に提供する

ことを目的とする。 

 

（現状と課題） 

  現在は中小企業景況調査等の統計データの活用や日頃の巡回訪問を通じて地域経済の動向

の把握に努めているが、小規模事業者の持続的発展につなげるために、今後は定期的な調査を

実施し、企業の実態を把握するとともに、職員間の情報共有の仕組みを構築することにより小

規模事業者の事業計画策定支援のための情報を整備する。 

 

（事業内容） 

（１）国や北広島町、民間シンクタンクが公表している下記のデータについて「経営発達支援事

業推進チーム」で前年同期比較や年間推移、小規模事業者を取り巻く経営環境・行政施策

などの調査分析を行い、地域内経済動向の実情把握に努める。 

≪調査項目≫ 

データ元 調査項目 

北広島町 
人口及び世帯数の推移年代代別人口 

町内商品販売額及び製造品出荷額、観光入込客数推移 

総務省経済センサス活動調査 北広島町の事業所数及び従業者数及び売上等の推移等 

総務省家計調査 北広島町の 1世帯当たりの収入、支出、品目ごとの支出額 

㈱日本統計センター市場情報

評価ナビ MieNa 
北広島町のマーケット水準評価、マーケット購買力評価 

日本政策金融公庫 全国小企業月次動向調査 中小企業景況調査 

中小企業庁 中小企業白書 小企業白書 中小企業景況調査報告書 

 

（２）地域内小規模事業者の経済動向を把握するため、「経営発達支援事業推進チーム」会議に

おいて業種別・地域（旧４町）別に調査対象事業者 40 社を選定し、年２回の調査を５年

間継続してヒアリング調査を実施する。主な調査項目は全国商工会連合会の中小企業景況

調査に準じて以下の項目とする。 
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（３）上記の調査により得られたデータは業種別に分析し、年度ごとにエクセルファイルに取り

まとめ、職員がいつでも閲覧出来る状態に整理する。分析結果は全国平均と比較し、事業

者の目標設定や課題の抽出など事業計画策定等に活用する。また、「北広島町経済動向調

査報告」として年２回発行する広報誌に掲載し、町内公共機関や金融機関等に設置するほ

か、ホームページやＳＮＳにより公開する。 

 

（目 標） 

地域内の小規模事業者を対象にしたヒアリング調査 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

調査事業者数 未実施 40 社 40 社 40 社 40 社 40 社 

 

（期待する効果） 

  計画的に地域経済動向調査を実施することで、小規模事業者の事業計画策定のために活用で

きる外部環境や業界動向のデータが整備・蓄積され、地域経済の実情に沿った事業計画策定支

援が可能になる。また、行政への施策の提案等の参考資料としての活用が期待出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

≪全業種共通調査項目≫ 

a.上期・下期の売上額の実績と見込  b.今期と前年同期の比較及び来期の見通し 

c.採算性（経常利益の状況）     d.人員の過不足  

e.今期及び来期の新規設備投資の予定 f.借入難度・金利  

g.直面している経営上の問題点  

 

≪業種別調査項目≫ 

業 種 調査項目 

製造業 a.原材料仕入単価 b.原材料・製品在庫 c.生産設備の過不足 

建設業 a.新規工事契約額 b.材料仕入単価 c.未消化工事高 

卸・小売業 a.客数及び客単価 b.商品仕入単価及び総額 c.商品在庫 

サービス業 a.客数及び客単価 b.仕入単価 c.設備の過不足 

【調査】 
・人口・世帯数 
・事業所数売上推移 
・マーケット購買力 
・地域内調査 等 

【分析】 
経営発達支援チー

ムによる整理分析 
・全国比較 
・前年同月比較等 

【整理・提供】 
・エクセルによる

データベース構築

・広報誌、HP、SNS
等による広報 

【活用方法】 
事業計画策定における

目標設定、課題抽出等

に活用 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（目 的） 

  事業計画策定に意欲のある小規模事業者が抱えている問題を抽出するため、個社の経営状況

の分析を行い、１．地域の経済動向調査と５．需要動向調査(後述)を踏まえた小規模事業者の

経営上の問題点や今後取り組まなければならない課題を正確に把握し、経営発達に繋げること

を目的とする。 

 

（現状と課題） 

地域内小規模事業者の多くは自社の定性・定量的な分析を行っておらず、中期事業計画も伴

わない「成り行き経営」となっている。商工会による経営状況の把握も税務・金融等の相談時

における財務上の数値に留まっていることが多く、経営発達を目指すための内容として不十分

であるため、今後は財務分析のみならず経営資源の抽出を中心に、経営状況の分析を行う。 

 

（事業内容） 

（１）地域内小規模事業者の持つ経営資源の実態を把握するため、巡回訪問時の聞き取り調査に

より、定性分析(ＳＷＯＴ分析等)を行い、統一した経営分析シートに整理し、経営資源の

「見える化」を図る。特に小規模事業者の持続的発展に繋がる「強み」を抽出する。 

 

（２）確定申告の決算書やネット de 記帳、金融相談等、個別相談時に得た小規模事業者の財務

情報をもとに財務分析を行い、小規模事業者の経営状態を定量的に把握する。財務分析に

ついては、中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」も活用する。 

   分析したデータは日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」の経営指標等と比較検討し、

今後の課題抽出に活用する。 

 

 

（３）上記の調査により得られたデータは業種別に分析し、年度ごとにエクセルファイルに取り

まとめ、職員がいつでも閲覧出来る状態に整理する。また、１．地域の経済動向調査や５．

需要動向調査(後述)と併せて調査対象事業者へ提供する。 

 

≪主な調査項目≫ 

a.経営理念の有無         ｂ.経営者の経歴・スキル  

c.従業員・後継者等の人的資産   d.差別化商品・サービスの有無  

e.販路              f.人脈 

≪主な分析項目≫ 

（安全性）  a.当座比率 b.自己資本比率 c.借入金月商倍率 

（収益性）  a.売上高総利益率 b.売上高営業利益率  

c.売上高経常利益率 d.債務償還年数 

（生産性）  a.一人当たり売上高 b.一人当たり有形固定資産  

c.一人当たり経常利益 

（効率性）  a.総資本回転率 b.売上債権回転率 c.棚卸資産回転日数 

（成長性）  a.前年比増収率 b.総資本回転率増減 c.自己資本比率増減 
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（目 標） 

小規模事業者の経営資源・財務状況調査 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

調査分析 

事業所数 
未実施 80 社 80 社 80 社 80 社 80 社 

 

（期待する効果） 

  小規模事業者の定量的・定性的な経営状況を正しく認識することで、より実現可能性の高い

事業計画の立案が可能になり、小規模事業者の持続的発展に向けた課題解決に大きな効果が期

待できる。加えて、地域内の小規模事業者の経営状況のデータが整備されることで、伴走型支

援に向けた体制が構築できる。 

  整備されたデータは、事業計画策定時の目標設定や課題抽出に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（目 的） 

小規模事業者の持続的発展には、事業計画策定による自社の事業の見直しや今後取り組むべき

事業展開を検討することが重要である。１．地域の経済動向調査や２．経営状況の分析、５．需

要動向調査（後述）の結果から抽出した事業者の強み・弱み及び外部環境をもとに事業計画策定

支援を行い、地域内小規模事業者の経営発達と空き店舗活用を含めた地域内での創業の促進を目

的とする。 

 

（現状と課題） 

これまでの事業計画策定支援は融資や補助金、国や県の認定を受けることが目的となっており

経営発達に繋がっていないことが多かったが、今後は事業計画策定の本来の必要性を小規模事業

者に周知・浸透を図った上で、小規模事業者の自発的な事業計画作成を支援することで、経営力

の強化に繋げていく。 

また、創業支援については現状、創業希望者の把握ができておらず、十分な創業支援ができて

いないため、町内外を問わず創業希望者の掘り起こしを行う。 

 

（支援対象者） 

経営分析を行った事業者及び当会が実施する事業計画策定セミナー参加者の中から収益性・成

長性の高い事業者を「経営発達支援事業推進チーム」会議で重点支援先として選定する。 

 

 

 

【調査項目と手法】 
・巡回訪問による

「強み」を中心とし

た定性分析 
・個別相談時の財務

分析を中心とした

定量分析 

【整理分析】 
・経営自己診断シス

テムの有効活用し、

データベース構築 
・定量分析は、経営

指標等全国数値と

の比較検討 

【提供】 
・調査対象事業所

へ直接分析結果を

提供 

【活用方法】 
事業計画策定における

目標設定や課題抽出等

に活用 
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（事業内容） 

（１）経営相談・借入相談時や事業計画策定セミナー等で事業計画の必要性・有用性について周

知浸透を図り、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（２）事業計画策定セミナー開催後に個別相談会を開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者

の事業計画書策定支援を行う。特に、高度な専門分野を有する場合は、よろず支援拠点や

ミラサポ等を活用した専門家派遣制度を利用する。 

 

(３) 北広島町の創業支援や町施策の「北広島町ビジネス創造支援事業※」等の情報を当会ホー

ムページに掲載するほか、県内の各種支援機関への情報提供やミラサポ等へ掲載し、町外

からの創業希望者の掘り起こしを図る。 

 ※創業や既存事業者の持続的発展に係る経費の一部補助する制度。 

 

（４）創業セミナーを開催し、町内での創業を促進する。創業に際し必要な経理、税務、金融、

労務等の指導に加え、創業計画の策定支援を行い、円滑な事業開始を支援する。 

 

（５）若手経営者や後継者を対象に事業計画策定など経営者にとって必要な資質を学ぶ「経営塾」

を開催し、自社の経営改善や新分野進出（第二創業、経営革新等）に取り組む事業者を育

成する。 

 

（６）巡回訪問や窓口相談時には中小企業基盤整備機構の「経営計画つくるくん」や「事業計画

づくりサポートキット」を活用し、効率的に事業計画作成支援を行う。 

 

（７）事業引継ぎセンター等と連携して事業承継セミナーや個別相談会を開催することで、事業

承継を考えている事業所を把握し、売り手側と買い手側のマッチングを支援する事により

事業所の継続を図る。  

 

（目 標） 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定セミナー・

個別相談会開催回数 
2 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

創業セミナー開催回数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

創業支援者数 

（内創業者数）※ 

３社 

（２社）

４社 

（２社）

４社 

（２社）

４社 

（２社）

４社 

（２社） 

４社 

（２社）

「経営塾」開催回数 

（参加者数） 
未実施 

6 回 

（5名）

6回 

（7名）

6回 

（10 名）

6回 

（15 名） 

6 回 

（15 名）

事業計画策定事業者数 45 社 50 社 50 社 50 社 50 社 50 社 

経営革新計画認定・ 

補助金採択事業者数 
33 社 35 社 40 社 40 社 45 社 45 社 

事業承継セミナー及び 

個別相談会開催回数 
1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

※「北広島町創業支援事業計画」に設定されている目標値 
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（期待される効果） 

小規模事業者、創業者への伴走型支援を通じて事業計画策定を行い、経営理念、自社の強み、

売上計画など目標を明確にして事業の方向性を定めることで「成り行き経営」からの脱却に繋

がり、将来の地域の担い手となる事業者の創出が期待できる。 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（目 的) 

事業計画策定後、定期的な巡回訪問や窓口相談により小規模事業者と共に事業計画の進捗度を

確認、見直し、改善点等を検討（ＰＤＣＡ）し、事業目標達成のために伴走型支援を行うととも

に、後継者がいない事業者、高齢により廃業を考えている事業者に対しては、事業引き継ぎの支

援を行い、町内事業者の新陳代謝を図ることを目的とする。 

 

（現状と課題） 

小規模事業者の多くは策定した事業計画に対してＰＤＣＡのマネジメントサイクルが機能

しておらず、事業計画が形骸化しているという現状がある。今後は小規模事業者が事業計画を

達成できるよう伴走型支援として、定期的な巡回訪問による進捗状況の確認や改善のための個

別相談指導を行う。また、後継者がいない事業者、高齢により廃業を考えている事業者に対し

ては事業引き継ぎセンターと連携して事業引き継ぎの支援を行う必要がある。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画を策定した小規模事業者に対して、３ヶ月に１回以上の面談を行い、事業の進捗

状況の確認や改善指導を行う。面談の際は特にＰＤＣＡを意識しながら統一的なチェック

シートを用いて段階的に目標が実現できるように伴走型支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

（２）「小規模事業者持続化補助金制度」等の補助制度や経営改善のための「専門家派遣制度」

の施策情報を巡回訪問やホームページ、広報誌等により周知し、事業計画実現のための活

用を支援する。 

 

（３）事業計画実施に係る資金調達等の金融相談時には日本政策金融公庫の「小規模事業者経営

改善資金貸付制度」や新設された「小規模事業者経営発達支援資金融資制度」を利用して

安定した事業運営、事業計画の実現ができるよう支援する。 

 

（４）毎月２回、「経営発達支援事業推進チーム」会議の中で担当事業所ごとの進捗状況を報告、

情報共有を行い、担当者１人で解決できない問題についてはチームで課題解決にあたる。

高度な専門分野を有する案件については、ミラサポ等を活用した専門家派遣制度を利用し

て課題解決を図る。 

 

 

 

 

≪チェックシートの主な確認事項≫ 

a.計画の進捗度        b.修正の必要性   

c.金融支援の必要性      d.新たな課題対応 
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（目 標） 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ件数※ 
45 社 95 社 145 社 195 社 245 社 295 社 

小規模事業者経営発達支援 

資金融資制度利用件数 
未実施 1 社 1 社 1 社 1 社 2 社 

広報誌発行回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

※「３．事業計画策定支援に関すること」の「事業計画策定事業者数」の累積値 

 

（期待される効果） 

事業計画の進捗確認、見直し・修正や課題解決への取り組みについて、事業者自らが事業計

画に沿った経営を行えるように継続的なフォローアップを実施することで小規模事業者の自

立と事業の持続的発展が期待できる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（目 的） 

多様化する商品・サービスに対する消費者ニーズを把握するため、町内の中学生を持つ保護

者に対する消費動向調査やアンテナショップ・道の駅の売上分析、イベント時における土産物

のニーズ調査を実施し、地域内小規模事業者の事業計画策定や新商品開発、販路開拓支援に活

用し、売上の拡大に繋げることを目的とする。 

 

（現状と課題） 

新商品開発や販路開拓支援において消費者ニーズを知ることは不可欠である。従来は、経営

指導員が個別に各種業界誌や官公庁による統計調査結果等の分析等のマクロ的な調査を行っ

ていたが、地域住民の消費動向や町内観光客の買い物動機等、地域内小規模事業者の実情に沿

った調査は不十分であった。本事業においては、地域の実情に沿った情報収集を目的とした調

査を実施し、小規模事業者の新商品開発や販路開拓への支援に活用する。 

 

（事業内容） 

（１）２年に１度行政や町内学校と連携して、地域内小規模事業者の取扱商品・サービスの消費

動向や町外流出状況、地域の商店等に対する意見や要望及びＩＴを使った商取引の需要等

の調査を実施し、小規模事業者の今後の売上向上や新商品開発した場合におけるネットを

使った地域内外の需要取り込みに向けてのデータとして活用する。調査対象者は、世帯支

出の大きい子育て世代である中学生を持つ保護者とする。実施にあたっては高い回収率を

目標とするため、教育委員会、町内４中学校の学校長及びＰＴＡと連携し、全保護者に対

してアンケート調査を依頼、回収は各学校のＰＴＡと商工会が一体となって行う。 

 
 

≪主な調査項目≫ 

a.回答者属性      b.購入品目     c.購入店舗 

d.購入する理由     e.店舗利用頻度   f.町内外大型店の利用状況

g.ネットでの購入頻度  h.ネットでの購入品目及び価格  

i. 過去２年間のネットを使った商品購入の有無  

j.使用機器（ＰＣ、スマホ等） 
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（２）広島県商工会連合会が運営している「ひろしま夢ぷらざ」の売上データの分析や町内の道

の駅（道の駅舞ロードIC千代田、道の駅どんぐり村）へのヒアリング調査を行い、売れ筋

商品の属性の把握を行う。 

 

（３）「壬生の花田植」（６月開催、来場者数約１万人）や「とよひらそば祭り」（11月開催、

来場者数約２万６千人）など多くの町外観光客が来町するイベントでお土産物に関するア

ンケート調査を実施し、消費者ニーズの把握を行い、新商品開発支援に活用する。 

 

（４）特産品の普及拡大のため地域内小規模事業者が製造した加工品を詰め合わせた「きたひろ

しま特産品ギフト」事業をお中元とお歳暮に合わせて年２回実施している。今後は購入者

に対しアンケート調査を行い、既存商品のブラッシュアップのため活用する。 

 

（５）上記の需要動向調査によって得られた消費者のニーズやトレンド等のマーケット情報は

「経営発達支援チーム」会議で推移の分析や今後の需要動向予測を行い、「北広島町需要

動向調査報告」としてまとめたものを、巡回訪問や窓口相談を通じて該当する小規模事業

者に提供し、創業・事業計画策定や新商品の開発、新たな需要開拓支援に活用する。 

 

（目 標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

消費者購買動向調査回数 未実施 
1回 

（200件）
提供 

1回 

（200件）
提供 

1回 

（200件）

アンテナショップ等の 

売上分析回数 
未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

イベントでのアンケート 

調査回数 
未実施 

２回 

（300件）

２回 

（300件）

２回 

（300件）

２回 

（300件） 

２回 

（300件）

ギフト購入者アンケート 

調査回数 
未実施 

２回 

（150件）

２回 

（150件）

２回 

（150件）

２回 

（200件） 

２回 

（200件）

※( )内の数値は回収件数 

 

（期待される効果） 

  業界のトレンドと消費者の需要動向を把握することにより、小規模事業者の事業計画策定支

援、消費者ニーズを見据えた新商品開発や販路開拓の提案が可能となり、地域内小規模事業者

の売上増加と利益確保が期待できる。 

≪主な調査項目≫ 

  a.売上順位  b.世代別来店客数  c.売れ筋商品の品目・価格帯等 

≪主な調査項目≫ 

a.顧客属性        b.来町頻度     c.町内滞在時間  

d.土産物の種類（菓子類、加工品、工芸品） e.入数   

f.１点あたりの購入予算 g.購入動機 

≪主な調査項目≫ 

a.顧客属性  b.良かった商品とその理由 c.良くなかった商品とその理由 
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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】 
（目 的） 

  小規模事業者を取り巻く経営環境は大きく変化し、地域内の購買力は減少傾向にある。新た

な需要を開拓するため、５．需要動向調査の結果をもとにした新商品開発・新サービスの提供

や既存商品のブラッシュアップ、販路開拓支援を行い新規顧客の獲得による売上の増加を目的

とする。 

 

（現状と課題） 

  現状、小規模事業者への販路開拓支援は町内住民を対象にした取組みが主となっており、町

外に向けての販路開拓支援は不十分である。積極的に町外へ販路開拓を行う事業者も限られて

おり、人口減少による町内購買力減少が進行している中、今後はＩＴを活用するなど町外の消

費者に対しても小規模事業者の商品・サービス等を広く周知し、購買に結び付ける取組みを行

っていく。 

 

（事業内容） 

（１）地域内の製造小売業者は道の駅等への委託販売が多く、消費者やバイヤーの生の声を聴く

機会が少ない。製造小売業者に町外からの来場者が多い「壬生の花田植」や「とよひらそ

ば祭り」、「神楽競演大会」などの町内イベント会場で、町内外の消費者やバイヤーの声

を聴くことを目的として出店支援を行い、商品認知度の向上を図る。また、広島県商工会

連合会及び行政と連携して展示会・商談会を開催し、バイヤーと事業者の意見交換の場を

設け、既存商品の見直しや新商品開発支援に繋げる。 

その後は、実際に商品が新たな販路に乗り、売上増に貢献できるよう、消費者やバイヤー

の意見を参考にしながら改良を加えていき、販売店でのＩＴを活用したＢtoＣ取引ができ

るようになるまで伴走型で支援をしていく。なお、ＢｔｏＣ取引においては、需要動向調

査の消費者動向調査結果を踏まえた販売商品や価格設定を行うよう支援する。 

 

（２）上記（１）で支援した事業者については、来場者やバイヤーの意見をもとに、商品の見直

し・ブラッシュアップを行い、付加価値の高い商品の開発を支援する。また支援した事業

≪出店（展）者への支援内容≫ 

a.接客・接遇マナー         b.価格表・ＰＯＰの作成支援  

c.購入者アンケートの作成支援    d.出店（展）後の反省・振り返り  

e.商品の見直し・新商品開発支援 

【調査項目と手法】 
・消費者動向調査 
ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ売上分析 
・ｲﾍﾞﾝﾄｱﾝｹｰﾄ調査 
・ｷﾞﾌﾄ購入者ｱﾝｹｰﾄ 

【整理分析】 
経営発達支援チー

ムにて、年度推移を

分析し、需要動向を

予測し「北広島町需

要動向調査報告」と

してとりまとめ 

【提供】 
・「北広島町需要動

向調査報告」を巡

回訪問や窓口 
相談を通して小規

模事業者へ直接提

供 

【活用方法】 
・創業計画や事業計画

策定、新商品の開発、

新需要開拓に活用 
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者の商品については、さらなる販路拡大を目的に広島市中心部のアンテナショップ「ひろ

しま夢ぷらざ」や首都圏の「広島ブランドショップＴＡＵ」等への出品を積極的に支援し、

全国展開を視野に入れた新たな需要の開拓に寄与する。全国展開にあっては、販売店での

ＩＴを活用したＢtoＣ取引を前提として、導入だけでなくアクセス解析等も含めた支援を

行う。 

 

（３）新商品開発が行われた場合、広く周知することを目的として、当商工会のホームページ、

ＳＮＳへの掲載はもとより、パブリシティとして当地域にあるＣＡＴＶ局、地域の担当記

者へのプレスリリースなどを通してテレビ局、新聞社及びその他各種メディアへの掲載に

よる広報を支援することにより、町内外の消費者へ小規模事業者の商品・サービスを周知

する。このことにより、町内はもとより町外からの交流人口の増加による、町内消費額の

アップを目指した認知度の向上につながる。 

 

（４）支援した地域内小規模事業者に対しては巡回訪問や窓口相談により売上動向や販売状況を

把握し、継続的にフォローアップを行う。 

 

（目 標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

イベント出展事業者数 22社 25社 30社 30社 30社 30社 

バイヤーとの商談件数 未実施 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

「北広島町産業フェア」

出展事業者数 
35社 40社 40社 45社 45社 50社 

HP・SNS・メディアを活用

した支援事業者数 
３社 ３社 ５社 10社 10社 10社 

 

（期待される効果） 

  小規模事業者へ需要開拓の機会を提供することにより、小規模事業者の持つ商品・サービス、

技術などの認知度が向上し、新たな需要の開拓が期待される。加えて、消費者視点に立った意

見を取り入れることでニーズに沿った「売れる商品」の開発が可能になる。ホームページやＳ

ＮＳ等のＩＴを活用した情報発信により、町外からの新規顧客獲得に繋がり売上増加が期待さ

れる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（目 的） 

  行政や関係機関と連携したプロモーション活動により交流人口が増加している一方で、町内

観光消費額は年々減少傾向にある。この事業では行政や観光協会等の関係機関と月１回、各機

関が実施している既存事業や新規事業の推進方法についての会議（以下、「連絡会議」）を行い、

関係機関と意識共有を図り、北広島町としてのブランドを確立する事で入込観光客数の増加を

図るとともに、その消費を促し、小規模事業者の売上と観光消費額の増加に繋げる。加えて、

町内消費の喚起と人口維持のために取り組んでいる事業を今後も継続して実施することで、ヒ

ト・モノ・カネが動くことによる地域経済への波及を促し、地域内経済の活性化に寄与する。
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（現状と課題） 

 現在当町では「北広島町総合戦略」に則り、「交流人口拡大」と「定住促進」に向け、イベ

ントや民泊など町外住民を呼び込む様々な取組を行っているが、町内消費の拡大には至ってい

ない。そこで、今後も町の魅力を発信することで来町者のリピートを促し、ひいては定住に結

び付ける活動とともに、地域外需要を取り込む仕組みづくりを行政と連携して行っていく必要

がある。 

 

（取組方針・連携体制） 

当地域の観光振興についての連絡会議を月 1回行政担当課及び観光協会、町内観光関連事業

者等と合同で開催する。この連絡会議は北広島町における地域活性化の方向性を検討する会議

として位置付け、北広島町の課題の一つである、交流人口を増やしそれを消費拡大につなげて

いくために、それぞれの事業のあるべき姿、それを達成するためにそれぞれの組織が果たすべ

き役割を検討及び確認する。 

 

（事業内容） 

（１）町を訪れた観光客の消費を促すため、町内事業所者による魅力ある新商品の開発（既存商

品のリニューアルも含む）を支援する。加えて、平成 25 年度から年２回実施している商

工会の特産品ギフトセットを継続して実施し、町内特産品を広くＰＲし、事業者の売上拡

大に資する。 

 

（２）平成 20 年度に「全国展開支援事業」に取組み、皮に米粉を用いた、「まいぎょうざ」、「ま

いしゅうまい」や米粉麺を用いた「きたひろ焼き麺」等の「まいてんしん」シリーズを開

発、その普及拡大に取り組んでいる。特に「きたひろ焼き麺」は町内 7店舗で提供されて

おり、今後も当町のご当地グルメとして認知度の向上を図るため、取扱店の拡大に努め、

町内観光消費額の増加による地域外需要の獲得を図る。 

 

 

  

 

 

 

（３）スマートフォンやタブレット端末は生活の中の様々なシーンで活用されており、観光客に

とっても観光地での情報収集ツールとして大きなシェアを占めている。増加している観光

客の町内滞在時間を増加させ町内消費を促進するために、行政や観光協会と連携し、観光

地と地域内小規模事業者の情報を発信する町内周遊者向けのスマートフォン用アプリを

提供する。地域の情報をジャンルごとに登録し、観光客が観光地や町内店舗の情報を容易

に検索できる環境を整備する。加えて、観光地と土産物を販売する小売店、飲食店などの

観光関連事業者を繋いだ町内周遊ルートを提案し、小規模事業者の売上増加に繋げる。 

 

 

≪会議構成メンバー≫ 

a.北広島町      b.北広島町観光協会     c.町内観光関連事業者  

d.北広島町商工会   e.大学教授等の外部専門家・有識者  

f.その他事業の遂行に連携が必要と認められる者 

≪取扱店拡大に係る主な取組≫ 

a.調理講習会        b.商品のブラッシュアップ及び新商品開発  

c.試験的な取扱に係る支援  d.販売促進支援 
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図 地域活性化に係る関係機関とのイメージ 

 

（目 標）  

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

連絡会議開催回数 未実施 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

ギフト注文数※１ 200 個 300 個 300 個 300 個 400 個 400 個 

「まいてんしん」 

取扱店数 
７店舗 ８店舗 ９店舗 11 店舗 13 店舗 15 店舗 

アプリダウンロード数 未実施 50 件※２ 200 件 200 件 300 件 300 件 

町内周遊ルート提案数 未実施 ２ルート ４ルート 16 ルート 16 ルート 16 ルート

※１お中元とお歳暮の年２回実施の合計注文数 

※２平成 28 年度は観光アプリの提供について検討を行い、年度内のテスト運用を行う。 

 

（期待する効果） 

  北広島町ブランドを確立する事で町の魅力を地域内外に広く発信することで、観光客や民泊

で来町した観光客の再来町を促し、町内消費の拡大に繋げる。 

 

[既存の取組事業] 

以下の既存事業についても連絡会議にて検討し、地域活性化のため引き続いて実施する。 

（１）平成 18 年度より毎年、行政と連携して５％のプレミアムの付いた「北広島町地域通貨ユ

ート」を総額１億５百万円発行し、町内での消費拡大に努めてきた。今後もこの事業を継

続的に実施し、消費の町外流出を抑制する。 

（２）平成 24 年度より毎年、北広島町商工会青年部主催の婚活企画を毎年１回開催しており、

現在４組の結婚、町内定住に結びついている。今後も行政と連携して継続して実施し、町

内定住者の増加に寄与する。 

 

 

商工会 行政・関連機関

観光客・住民 観光施設・店舗・企業

小規模事業者支援の条例化

各種支援制度の設立

各種事業の企画立案支援

新商品開発支援

「きたひろ焼き麺」等の取扱店舗の拡大

アプリ等を活用した町内店舗情報の

発信及び町内周遊ルートの提案

消費者動向等の調査・分析結果を

事業者へ情報提供

町内周遊・滞留

交流・消費

SNS等による情報発信

アンケート等の調査協力

特産品の開発及び販売促進

イベント企画実行

情報発信

コミュニティの形成
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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 
（目 的） 

小規模事業者の持続的発展を図り、経営発達支援計画を円滑に遂行するため、他の支援機関

との支援ノウハウ等の情報交換や当会内部での情報共有を通じ、経営指導員等の資質の向上に

努め、組織全体の底上げを図る。また、計画の進行状況の客観的評価による見直し・修正など

ＰＤＣＡを回すための仕組みを構築する。 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
（現状と課題） 

従来、当商工会においては他の支援機関との連携は、同じ中山間地域に属する商工会と年１

回合同で研修会の場における、情報交換を行うことであった。しかしながら、本経営発達支援

事業を実施するにあたっては、近隣の商工会だけでは支援能力の向上という点では不足感が否

めない。今後は、他の商工会との情報交換をより密なものとした上で、よろず支援機関や中小

企業基盤整備機構との連携を通じ、より高度な支援ノウハウを獲得する。 

 

（事業内容） 

（１）同じ中山間地域に属する商工会の支援ノウハウ獲得を目的に連携し、年１回以上支援事例

の発表会や制度改正時の勉強会を実施する。また各地区の小規模事業者の経営状況やトレ

ンドなどの情報交換を行い、ビジネスマッチングの可能性を模索する。 

 

（２）「中小企業基盤整備機構」や「よろず支援拠点」の中小企業診断士等の専門家と連携し、

同行支援を行い、課題解決法・ノウハウ等、支援力の向上に努める。専門家派遣終了後、

担当経営指導員は所定様式の報告書を作成し、毎月２回開催する経営発達支援事業推進チ

ーム会議において情報共有を図る。 

 

（３）日本政策金融公庫やその他の金融機関と連携し、年１回以上担当者との情報交換会を実施

する。また、情報交換会実施時に融資相談の際に見るべきポイントなど金融機関の保有す

る知識やノウハウの習得に努める。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状と課題） 

従来、当商工会においては記帳代行、税務申告、労働保険事務、金融斡旋といった基礎的な

経営改善普及事業が中心であった。しかし、経営発達支援事業の目標達成には、これまで小規

模事業者に対して行ってきた経理や労務などの経営管理的な支援能力に加え、経営分析や提案

力、事業計画策定能力などの経営発達に向けた資質が求められている。全職員を対象とした支

援能力の向上を図るため、以下の資質向上のための取組を実施する 

 

（事業内容） 

（１）中小企業大学校や広島県、広島県商工会連合会などで開催される研修会のうち、経営発達

支援事業に必要な事業計画作成能力を中心に、ヒアリング能力、分析能力、プレゼンテー

ション能力の向上を目的としたものを受講し、経営指導員等の支援力と資質の向上に努め

る。受講後は、情報共有と受講者のプレゼンテーション能力向上を目的に、受講者が講師

となり他の職員に向けて講義を行う。 
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（２）職員が事業計画策定に関するノウハウを習得するために、中小企業基盤整備機構と連携し、

「経営計画つくるくん」や「事業計画サポートキット」などの事業計画作成ツールの活用

方法についての研修を実施する。 

 

（３）３．事業計画策定支援に関すること（５）の「経営塾」において、経営指導員が年１回以

上講師を務め、自らの持つ知識の再確認や補強及びプレゼンテーション能力の向上を図

る。 

 

（４）月２回開催する「経営発達支援事業推進チーム」会議で事業計画策定に至るプロセスや経

営改善状況を報告することで、職員それぞれが持つ知識や経験を共有し、チーム全体の経

営改善指導力の向上を図る。また、会議で報告されたことはすべて商工会内のデータベー

スに登録し、誰でもプロセスや改善状況を閲覧できる状態にすることで、従来の属人的な

支援体制から脱却し、個人ノウハウを組織としてのノウハウに昇華していく 

 

（５）経営発達支援事業の実施には、経営指導員のみならず補助員や記帳指導職員等の資質向上

も必要である。月１回全職員が出席する「事務局連絡会議」を開催し、個々の職員が担当

した支援内容や研修会で得た知識・ノウハウ等の情報共有を行い、事務局内全体の資質向

上を図る。 

 

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 
（事業内容） 

（１）「経営発達支援事業委員会」を組織し、年３回開催する。広島県が実施する商工会事業評

価システムに準ずる評価シートによりＰＤＣＡサイクルを回す。 

 

 

 

 

４月…委員会で年度計画の立案、事業ごとの年度目標を設定し、理事会で報告・承認を 

受ける。 

５月…総代会で報告・承認を受ける。 

１０月…事業進捗状況を委員会にて報告、計画の修正を行い理事会に報告する。 

２月…報告書を作成し委員会へ報告するとともに、事業ごとに目標との比較、評価点をつ

け、改善点を協議し次年度への課題の抽出を行う。 

 

（２）経営発達支援計画の事業進捗状況は、年２回発行する広報誌に掲載し、小規模事業者に周

知する。また、ＣＡＴＶ「きたひろネット」の商工会枠での放送（毎月第３水曜日の 18

時及び土日の朝昼夕の３回）や商工会ホームページ、ＳＮＳなどにより公表する。 

 

≪「経営発達支援事業委員会」構成メンバー≫ 

①北広島町商工観光課       ②北広島町観光協会  

③商工会             ④地域内金融機関 

⑤大学教授等の外部専門家・有識者 ⑥その他商工会長が必要と認めたもの 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
第1回 第2回 第3回
計画 総代会承認 報告修正 計画 翌年度へ事業実施事業実施
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年１月現在）

（１）組織体制 

    

北広島町商工会 本所 

   〒731-1533 広島県山県郡北広島町有田 1234-1 TEL:0826-72-2380 FAX:0826-72-5770 

    

経営発達支援事業推進チーム（各種事業は全職員が連携して実施する）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   北広島町商工会組織体制 

 
    中祖平雄(広域経営指導員)  山元浩平(地域経営指導員)   藤井真吾(地域経営指導員)    芳邦啓佑(地域経営指導員)
   藤井真吾(地域経営指導員)  ＊本所地域経営指導員兼務   ＊本所地域経営指導員兼務    ＊本所地域経営指導員兼務 

   山元浩平(地域経営指導員)  槇田恭子（記帳指導員）     築根和美（記帳指導員）      岡本純子（記帳指導員） 

   芳邦啓佑(地域経営指導員) 

     上原淳子(補助員) 

   行宗美恵(補助員) 

     幸田未奈(補助員)  

   辻 圭子(記帳専任職員)                              
                                                     

（２）連絡先 

北広島町商工会(大朝支所)  広島県山県郡北広島町大朝 2493      TEL:0826-82-2576

北広島町商工会(芸北支所)  広島県山県郡北広島町川小田 10075-19 TEL:0826-35-0633

北広島町商工会(豊平支所)  広島県山県郡北広島町戸谷 1097-1    TEL:0826-83-0036

          HP：http://www.kitahiroshima-sci.com 

        Facebook：https://ja-jp.facebook.com/kitahirosho 

        Twitter ：https://twitter.com/kitasho0741 

Line@  ：@pnk2772g 

 
(事務局) 

事務局職員数 12 名 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 平成28年度

（平成28年

4 月以降 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

必要な資金の額 8,000 7,300 7,300 7,300 7,300

 

経営発達支援事業費 

地域経済動向調査事業費 

経営状況調査事業費 

事業計画策定事業費 

需要動向調査事業費 

販路開拓支援事業費 

地域活性化対策事業費 

500

500

1,100

1,400

1,500

3,000

300

500

1,100

1,400

1,500

2,500

300

500

1,100

1,400

1,500

2,500

 

300 

500 

1,100 

1,400 

1,500 

2,500 

300

500

1,100

1,400

1,500

2,500

（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 

広島県小規模事業経営事業費補助金、北広島町補助金、受託料、本会自主財源（受益者負担含む）

（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 

１．地域内小規模事業者の外部環境及び内部環境調査 

２．事業計画策定支援 

３．創業及び第二創業支援 

４．消費者ニーズの調査に基づく新たな需要の開拓 

５．地域の魅力発信による地域活性化 

６．職員の資質向上による経営改善指導力の強化 

連携者及びその役割 

 

連携者 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 

・専門家の派遣及びコーディネート 

㈱きたひろ市場（道の駅 舞ロード千代田 IC） 

代表取締役 藪 茂樹 

広島県山県郡北広島町有田 1122  

℡0826-72-0171 

㈲さんさん市（道の駅 豊平どんぐり村） 

代表取締役 兼綱 英行 

広島県山県郡北広島町都志見 12609  

℡0826-84-1316 

・需要動向及び経済動向調査協力・需要開拓 

・事業評価及び見直し・新商品開発 

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 

・指導員の資質向上 

北広島町 

町長 箕野 博司 

広島県山県郡北広島町有田 1234  

℡050-5812-2111 

・新商品開発支援・販路開拓・情報発信 

・新規創業支援・展示会及び商談会の開催 

・観光アプリ開発・事業評価及び見直し 

きたひろネットセンター 

センター長 福島 実 

広島県山県郡北広島町有田 1234 

℡050-5812-7447 

・情報発信・観光アプリ開発 

北広島町観光協会 

会長 近藤 紘史 

広島県山県郡北広島町有田 1122 

℡0826-72-6908 

・情報発信・観光アプリ開発 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 中国本部 

本部長 井上 秀生 

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 

・専門家派遣・中小企業大学校での指導員研修 

中小企業庁 

長官 豊永 厚志 

東京都千代田区霞が関 1-3-1 

℡03-3501-1511 

・ミラサポを活用した講師派遣 

・事業計画策定支援 

・情報提供 
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日本政策金融公庫広島支店 

支店長 岸本 英司 

広島市中区紙屋町 1-2-22 

広島トランヴェールビルディング５F 

℡082-244-2231 

・事業実施にかかる資金的支援 

広島銀行千代田支店 

支店長 森原 智史 

広島県山県郡北広島町有田 1549-3 

℡0826-72-2121 

もみじ銀行千代田支店 

支店長 横山 智史 

広島県山県郡北広島町有田 647-3 

℡0826-72-0008 

広島市信用組合千代田支店 

支店長 北川 雅一 

広島県山県郡北広島町壬生 55 

℡0826-72-3061 

広島市信用組合大朝支店 

支店長 門前 宏 

広島県山県郡北広島町大朝 2486-12 

℡0826-82-2127 

・事業実施にかかる資金的支援 

・販路開拓のためのビジネスマッチング及び情 

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 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 

・専門家の派遣及びコーディネート 

広島県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者 平野 勝正 

広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 7階 

℡082-555-9993 

・円滑な事業廃止 

・事業引き継ぎ支援 

ひろしま夢ぷらざ 

店長 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 

・新規需要開拓 

・認知度向上 

他県市町村商工会 ・情報交換・資質向上のための研修 

外部専門家及び有識者 ・事業評価及び見直し・新商品開発・販路開拓 

[連携の必要性と効果]  

支援機関とネットワークを構築する事で支援を求める小規模事業者が認定機関に係る詳細な

情報を入手しやすくなる。一方、支援業務にあたる職員は情報交換や支援力向上のための研修を

受講する事で資質の向上に繋がる。また、専門家及び関係機関と連携することで職員だけでは対

応できない経営課題に対応できるようになり、地域内小規模事業者に対するサービスの向上が期

待できる。 



２１ 

 

連携体制図等 

Ⅰ．全体の事業に関する事項 

地域経済活性化の実現に向け、行政、外部有識者、関係機関と連携して事業を実施する。 

事業の評価・次年度計画については行政、外部専門家・有識者を交えた「経営発達支援事業

委員会」を設置し様々な視点から評価・検討・見直しを行うことにより「北広島町」の地域経

済の活性化、地域の持続的成長に努める。事業の進捗状況については、地域内小規模事業者や

町民に広く発信する。事業の概況・連動性について下図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCAサイクルの実施（半期）

経
営
発
達
支
援
事
業
委
員
会 

PDCAサイクルの実施（随時） 

各関係機関

専門家・有識者

町内外へ情報発信 

連携

外部連携者 

地域経済の活性化に資する取組

・関係機関と連携した交流人口の増加

・町内特産品のPR

・ご当地グルメの普及拡大

・地域通貨を活用した町内消費の喚起
・若者定住に向けた取組み

資質向上による経営指導力の強化

・経営改善事業実施体制の確立

・指導員の資質向上

・情報共有 地域経済の活性化

地域の担い手となる事業者※の創出
※事業計画に沿った経営を行い経営発達に意欲のある事業者

地域内小規模事業者
創業希望者

北広島町商工会

事業計画策定の必要性の周知浸透

・巡回訪問窓口相談

・セミナー開催

経営資源の「見える化」

・地域経済動向及び経営状況調査

・分析及びフィードバック

創業支援等の情報発信

販路拡大支援

・需要動向調査

・新規需要開拓支援

伴走型支援によるフォローアップ

創業支援

・創業計画策定支援

事業計画策定支援

北広島町商工会経営発達支援計画


