
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 広島商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日（５年間） 

目標 

小規模事業者は、当地域内事業者の 7 割以上を占めており、正に地域

経済の活力そのものである。事業所数が減少傾向にある中、地域の活力

増大を図るため、本所では、売上の拡大や収益性の向上を中心とした「小

規模事業者の販売力の向上」を第一の目標とする。加えて、事業所数が

減少から増加に転じるよう、「事業承継の推進」と「創業の推進」を更な

る目標として掲げ、国、県、市等の行政機関や他の支援機関との連携を

強化し、伴走型のキメ細かな支援を「オールひろしま」体制で実行する。

事業内容 

１．地域経済と需要動向の情報提供 

地域の経済動向や業界動向（景気観測、景況、金融実態、市場ニーズ）

等の各種情報を経営資源として活用することは、有効な経営手法です。

本所の独自調査の他、行政、信用調査会社、民間シンクタンク等の各

種調査・分析結果をタイムリーに提供します。 

２．経営状況の分析支援 

事業の持続的発展には、市場の動向を見据え、経営状況を客観的に分

析することも重要です。経営指導員や専門家が、経営状況（売上高、収

益性、資金、後継者問題等）の分析をお手伝します。また、経営分析セ

ミナーを開催し、経営分析の意義や手法を会得していただきます。 

３．事業計画策定とフォローアップ支援 

事業を成長・発展へ導くためには、自らの強み・弱みを客観的に把握

したうえで、将来に向けた「戦略」と「戦術」を明確にした事業計画を

策定することが重要です。経営指導員と専門家がタッグを組み、事業計

画策定と計画実現へのフォローアップと事業展開に必要な資金調達の支

援を行います。 

４．創業・第二創業（経営革新）支援 

「創業セミナー」・「創業塾」を開催し、創業計画策定、資金調達、各種

手続き、創業後の販路開拓、経理処理等、総合的なパッケージ支援と事

業転換や新事業・新分野進出における補助金、助成金、法認定の取得支

援を行います。 

５．小規模事業者の販路開拓支援 

販路開拓や人脈拡大の支援として、各種商談会、展示会、交流会等を

開催。全国規模の「企業情報サイト」への登録やマスメディア等へのプ

レスリリースを活用した販売力強化の支援を行います。 

６．地域活性化のイベント事業推進 

地域資源を活用した観光振興は、地域活性化において大きな役割を担

います。官民一体となった体制のもと、体験型修学旅行の誘致活動や夜

神楽の定期上演などを積極的に推進し、新たな観光資源の発掘や賑わい

創出を推進します。 

連絡先 

広島商工会議所 中小企業振興部 経営支援チーム 

広島県広島市中区基町５番４４号 

TEL:082-222-6691 FAX:082-222-6006  

URL http：//www.hiroshimacci.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 

１．地域（広島市）の現状 
 

当地域は、昭和 20 年 8 月 6 日の原子爆弾投下により一瞬のうちに焦土と化したが、

その後、目覚しい復興を遂げ、昭和 55 年には全国 10 番目の政令指定都市となり、現

在では、「国際平和文化都市」として国際的にも高い知名度を有している。 

〔産業（広島県）〕 

広島県には一貫生産を支える多様な産業クラスターがあり、全国トップシェアを誇る

企業や新たな産業が融合し、裾野の広い自動車産業がその中心となって「ものづくり」

の基盤が確立された地域である。 

 

広島県における製造品出荷額（従業員 4 人以上の事業所）は、8 兆 5,556 億円で全国

第 10 位、中国・四国・九州地方では 10 年連続第 1位となっている。 

平成 24 年度の県内総生産（名目）は 10 兆 8,536 億円で全国の都道府県では第 12 位。

生産活動別で見ると、製造業（全産業の 23.2％）、サービス業（同 19.0％）、卸売・サ

ービス業（同 13.7％）が上位を占めており、製造業の中で最も出荷額が大きいのは輸送

用機械（全体の 25.8％）である。 

〔産業（広島市）〕 

広島市においては、平成 23 年度の市内総生産額（名目）は、4兆 8,654 億円で、県内

第１位であり、生産活動別で見ると、卸売・小売業（21.3％）、サービス業（21.2％）、

製造業（13.6％）が上位を占めており、広島県全体の構成に比べ、商業・サービス業の

比率が高い。 

実際、広島市は、古くから八丁堀・紙屋町地区を中心に多くの商業施設が集積してお

り、西日本でも有数の商業都市である。加えて、中国地方を管轄する国の出先機関や支

社等が集中するなど、地方中枢都市としての拠点性も有しており、自動車産業を中心に、

製造業と商業・サービス業がバランスよく融合した都市だと言える。 

そして近年では、長年の課題であった、広島駅周辺の大規模再開発が進められており、

都市としての顔が大きく変わろうとしている。 

〔観光〕 

 観光面では、「原爆ドーム」「厳島神社」という二つの世界遺産をはじめ、瀬戸内海の

多島美、豊富な食材など多くの観光資源を有しており、様々な賑わい創出による効果も

加わって、近年の入込観光客数は増加傾向を辿っている。 

 広島県においては、平成 26 年度の観光客数が 6,181 万人となり、3年連続で過去最高

を更新し、広島市でも、同年の観光客数が 1,362 万人と 4年連続で過去最高を更新した。

しかしながら、観光客の増加に比して、宿泊者数が伸び悩んでおり、立ち寄る観光で

はなく「滞在する観光」への変革が必要となっている。 
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〔人口〕 

広島市の人口は、これまで順調に増加を続けてきたが、平成 27 年の 118.7 万人をピ

ークに減少に転じ、平成 52 年には 8万人減の 109.3 万人になると推測されている。 

また、当地域は全国平均よりも早いスピードで高齢化が進んでおり、老齢人口（65 歳

以上）については、昭和 50 年には年少人口（14 歳以下）の 4 分の 1 程度であったが、

平成 17 年に年少人口を上回り、その後、平成 52 年には 34.8％にまで達すると推測され

ており、少子高齢化への対応は正に急務と言える。 

 

 

 

  

 

 

 

２．地域（広島市）の課題 
 

〔事業所の減少と後継者不足〕 

全国的な傾向と同様、当地域においても、廃業・合併・倒産等による事業所の減少が

続いており、平成 21 年には 57,209 事業所が存続していたが、平成 24 年には 53,302 事

業所となり、わずか 3年で 3,907 もの事業所が減少している。 

特に小売業の減少が著しく、相次ぐ大型店の出店により商店街や小規模小売店は激し

い競争に晒され、後継者不足も加わって、平成 21 年の 9,794 事業所から、3年後の平成

24 年には 6,483 事業所となり、3,328 もの小売業が減少している。 

（出典：平成 21・平成 24 年総務省経済センサス基礎調査） 

 

総人口は 8万人減少 

（▲7%） 

高
齢
化
率 

出典：平成 22年までは国勢調査の結果、平成 27年以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値 

20.0%

34.8% 

高齢化率は 

約 15%上昇 

総人口のピークを迎える広島市の総人口推移と予測 
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民間の調査機関によれば、広島県は後継者不在率が全国ワースト 2位とのデータもあ

り、経営者の高齢化の進展とともに、今後は、小規模事業者を中心に、更なる事業所の

廃業が加速していく可能性がある。 

事業所の減少は、地域の活力低下につながる深刻な問題である。生活行動の多様化・

消費動向の変化等による厳しい経営環境が続く中、小規模事業者が、今後も地域の活力

として経営を持続していけるよう、後継者不足・事業承継問題を解決することは極めて

重要な課題である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.2％ 

全国第２位 75.0％ 

74.4％ 

72.8％ 

62.9％ 

出典:帝国データバンク調査資料 

広島県 

中国地方の後継者不在率状況 

全国業種別の開廃業率の推移（事業所ベース・年平均） 

資料：総務省「事業者・企業統計調査」、「平成 21年経済センサス基礎調査」再編加工
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３．小規模事業者の振興のあり方と目標 
(1) 商工会議所の役割 

当地域の総合経済団体である広島商工会議所は、明治24年に「広島商業会議所」と

して発足し、以来、120年余の長きに渡り「地域の活性化」・「中小企業の活力強化」に

取り組んできた。 

商工会議所は、地域におけるパイプ役として商工業者の意見を集約し、国、県、市

等の行政に届け、行政の施策等に反映させるとともに、観光振興や商工業者への経営

支援等を通じて、地域の振興を推進していくという使命と役割を担っている。 

また、平成26年6月に「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」と「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の一部を改正する法律（小規模支援

法）」が施行されたが、経営環境が大きく変化する中で、今後、小規模事業者への支援

を一層強化して地域経済の活性化を推進するなど、地域の支援機関におけるリーダー

としての役割も期待されている。 

 

(2) 小規模事業者の振興 

前述のように、当地域は製造業と商業・サービス業が融合した地方中枢都市として

高い拠点性を有しており、全事業者の 7 割以上を占める小規模事業がその活力の源泉

となって支えている。今後も地域が発展・成長していくためには、小規模事業者が更

なる成長を遂げていくことが不可欠である。 

しかしながら、長期の景気低迷や市場環境の変化による需要の低下、売上の減少、

後継者不足等により小規模事業者は年々減少傾向を辿っており、このような状態が長

期に続けば、将来的に地域の活力減退へ繋がる可能性が高い。 

今後、地域を元気にしていくためには、10 年後・20 年後の将来に向けて小規模事

業者数が減少から増加に転じるよう、中・長期的な観点から、小規模事業者の経営力

向上と持続的発展を推し進め、更には創業者の拡大を図っていかなければならない。 

 

小規模事業者は、中堅・中小企業に比べ財務体質が弱く、ニーズ調査、市場開拓等

においても力不足の感が否めない。そのため、いかに自らの「個性」を打ち出し、「強

み」を育てていけるかが極めて重要であり、本所としては、そうした小規模事業者に

情報収集・提供 ～ 現状分析 ～ 経営計画策定・実施等の具体的な取り組みを勧め、

計画実現の推進や「強み」の育成に向けてフォローアップを強化するなど、伴走型の

キメ細かな支援を実践する。 

 

また、小規模事業者の成長を強力に後押しするためには、本所の支援体制強化、経

営指導員の資質向上が不可欠であり、商工会議所も小規模事業者とともに段階的な発

展・成長を遂げていかなければならない。小規模事業者の将来的な振興に向け、支援

体制の見直しとともに、研修等の積極的な実施により支援レベルの飛躍・向上を図る。

更に、小規模事業者の振興に向け、より効果の高い支援を行っていくうえで、関係

機関との連携が極めて重要であり、行政や他の支援機関と協力を一層深め、「オール

ひろしま」体制で取り組んでいく。 
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(3) 目標および方針 

前述したように、地域の活力強化には、その活力の源泉である小規模事業者の事業

継続と発展が欠かせない。そこで、本所では『小規模事業者の販売力強化』を１つ
目の目標とする。 

小規模事業者の多くは、販売ルートも限られているうえ市場開拓力に乏しく、なか

なか売上増加による規模拡大を図ることができない。 

そのため、第一段階として、発展へ向けた経営者の意識改革と財務体質の改善を推

し進める。そのうえで、関係機関と連携し、市場や顧客に関する有用な情報提供をは

じめ、販売体制の改善、新商品開発や新市場開拓へつながる伴走型のサポートを実践

し、売上の拡大、収益性の向上へ結びつけ、将来へ向けた競争力の高い小規模事業者

の育成に努める。 

 

次に、地域の活力を維持し、事業所の減少を食い止めていくためには、小規模事業

者の事業存続と新たな事業の創出を推進することが必要であり、『事業承継の推進』

と、雇用の創出にもつながる『創業の推進』を更なる目標として掲げる。 
後継者不足に苦慮する小規模事業者に対し、「広島県再生支援協議会」と連携のう

え、事業再生やＭ＆Ａを含めた事業引継ぎへのキメ細かな支援を組織的に実践すると

ともに、創業しやすい環境の整備に努める。 

 

このような目標を実現し、支援を効果的に実施するためには、専門家の活用をはじ

め、国、県、市等の行政や「広島県よろず支援拠点」等の支援機関、地域金融機関等

と協力していくことが極めて重要であり、本所としては、率先して関係機関との更な

る連携強化を推進していく方針である。 
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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 27 年 4 月 1 日～平成 32 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．地域経済の動向調査に関すること【指針③】 

 

〈現状と課題〉 

事業の持続的な発展を推進するためには、地域経済の動向を把握し、現実に即した

事業計画を策定することは極めて重要であるが、総じて小規模事業者の多くは、その

データを経営に活かしきれていないのが現状である。 

また、情報収集、調査・分析等を行った上で、その結果を巡回指導や窓口相談にお

いて、いかに小規模事業者へフィードバックし、経営支援に活用していけるかが重要

なポイントである。 
本所では、従来から経済動向に関する各種調査を行っているが、マスコミ、会報誌、

ホームページ等での情報発信が中心であったため、調査結果を小規模事業者へタイム

リーに提供できていなかったことが課題である。 
今後は、従来の発信方法に加え、巡回指導・窓口相談時において、小規模事業者へ

の積極的な情報提供に努めていく。 

 

【事業内容と改善点】 

（1）「景気観測調査」（景気ＤＩ調査） 

◇調査目的：広島地域の景気動向を迅速に把握するため、業種別に景況感等の項目を

毎月調査し、即時性のある経済指標を提供する。なお、四半期毎（3、6、

9、12 月）に県内 13 商工会議所の共同調査として、県内全般を網羅する

資料を作成して提供する。 

◇調査対象：地域内の中小・小規模企業 135 社 

◇調査時期：毎月（年 12 回） 

◇調査項目：生産・売上高、収益、在庫量、資金繰り、人手不足感等の 10 項目 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査 

◇活用方法：収集・分析を行った情報は、会報誌、マスコミ、ホームページでの公開

をはじめ、経営上の資料として活用いただくよう、巡回指導・窓口相談

時において小規模事業者へ提供する。 

◇改 善 点：社会経済環境の変化等に合わせ、適宜アンケートの質問項目の見直しや

追加項目等の検討を行う。 

また、精度を高めるために、回収率を向上させる。 
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（2）「中小企業景況調査」  

◇調査目的：地域商工業者の経営状況や景況感に関する調査・分析を定期的に行い、

各種施策の参考にするとともに、小規模事業者への指導の参考とする。

◇調査対象：地域内の小規模事業者等 80 事業所 

◇調査時期：四半期ごと（5、8、11、2 月の年 4回実施） 

◇調査項目：売上、客数、資金繰り、仕入単価、採算、従業員数等の変化、設備投資

状況・予定、経営上の課題等 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査 

◇活用方法：収集・整理した情報を、会報誌、マスコミ、ホームページ、巡回指導・

       窓口相談等で提供し、経営分析、計画策定等に活用する。 

◇改 善 点：調査の精度を高めるため、回収率の向上を図る。 

 

（3）小規模企業金融実態調査 

◇調査目的：小規模事業者の経営力向上の推進と更なる支援強化を推進するうえで、

経営状況や金融の実態、資金ニーズ等を把握するため実態調査を行う。

◇調査対象：地域内の小規模事業者   

◇調査時期：適宜 

◇調査項目：資金ニーズ、公的融資制度の認知・活用状況、金融機関の対応、景況感、

経営者保証等 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査、訪問によるヒアリング調査 

◇活用方法：調査・分析結果をもとに、事業者のニーズに沿ったセミナーや相談会の

開催に加え、巡回指導・窓口相談時に、有利な公的融資制度や経営支援

メニューを小規模事業者へ効果的に提供する。 

◇改 善 点：小規模事業者の実態をより把握できるよう、回収率の向上を図るととも

に、適宜調査項目の見直しを行う。 

 

（4）その他調査 

◇調査目的：税制改正や為替変動等、社会経済環境の変化が小規模事業者へ及ぼす影

響や、事業者の意見等を把握するための各種調査を行う。 

◇調査対象：地域内の小規模事業者等 

◇調査時期：必要時 

◇調査項目：社会経済環境の変化によって生じた事業者への影響、施策等への意見等

◇調査方法：郵送によるアンケート調査、訪問によるヒアリング調査 

◇活用方法：調査・分析結果は、会報誌、マスコミ、ホームページ等で広く公開する

      とともに、経営環境の改善を図るため、行政機関への要望等に反映させ

る。 

また、巡回指導・窓口相談時において、事業者のニーズに沿った支援メ

ニューの提供に努める。 

◇改 善 点：より実態を把握できるよう調査項目を検討するとともに、調査の精度を

高めるため回収率の向上を図る。 
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〈効果〉 

小規模事業者においては、地域経済動向のデータを参考にすることで、より時流に

沿った具体的な経営方針を策定することが可能となり、本所においては、小規模事業

者の実態や取り巻く環境を把握することで、より具体的な支援を実施していくことが

できる。 

〈目標〉 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回・窓口指導件数 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,300 

地域経済の動向調査

回数 
16 16 17 18 18 18 

地域経済の動向調査

の情報活用支援件数 
50 240 260 280 300 300 

景気観測調査回収率 90％ 91％ 92％ 93％ 94％ 95％ 

中小企業景況調査回

収率 
90％ 91％ 92％ 93％ 94％ 95％ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

〈現状と課題〉 

事業の持続的な発展を推進するためには、市場の動向を見据え、地域や競合他社、

そして自社の経営状況を客観的に分析することは極めて重要であり、特に、小規模事

業者においては、自らの強みを活かした特徴ある経営が求められる。 
  しかしながら、当地域において、自社の経営状況を客観的に分析できている小規模

 事業所は少なく、本所でも、分析の重要性を小規模事業者に理解してもらう機会を十

 分に提供できていなかった。 
  こうした現状と課題を踏まえ、今後、小規模事業者が経営分析に対する認識を高め、

 経営力の向上に取り組んでいけるよう、機会の提供並びに支援強化に努めていく。 
 

【事業内容と改善点】 

（1）巡回指導・窓口相談における対象者の掘り起し支援  

巡回・窓口相談時において、小規模事業者に経営分析の必要性を認識してもらえる

よう、経営指導員が積極的に働きかけ、対象者の掘り起こしを図る。 

また、専門家の活用や、中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムの活用を勧

め、自らが収益性、効率性、生産性、安全性、成長性等の分析を行い、自社の経営状

況を客観的に把握できるようキメ細かな支援を行う。 

そうした支援データを専用カルテに蓄積し、経営指導員が情報共有することで、今

後の伴走型支援の向上に活用する。 

◇改善点：事業所への訪問回数を増やし、今まで以上に事業者と密接に触れ合うこ

とで信頼関係を築き、経営分析の必要性について理解を求める。 



- 9 - 

（2）日本政策金融公庫との連携による支援 

日本政策金融公庫と連携して毎月開催している「金融相談会」への参加者に対し、

経営指導員と公庫職員が決算書等による現状分析を行い、安全性や収益性等の向上に

向けたアドバイスを行う。更に、その分析資料を活用し、参加した小規模事業者が事

業計画策定への次なる段階へ進めるよう、以降のフォローアップに努める。 

 ◇改善点：金融支援のみならず、新事業展開や新たな販路開拓など、付加価値額の向

      上についても積極的にアドバイスを行う。 

 

（3）専門家活用による高度専門的な課題の分析支援 

経営指導員による対応が困難な案件、又は、更に深掘りが必要な案件に対しては、

「ミラサポ」、「広島県よろず支援拠点」、「（一社）広島県中小企業診断協会」等の専

門家派遣を活用し、速やかな課題解決を行う。 

特に、分析内容を事業計画の策定において、自社の強み・弱みや競合他社の状況、

市場環境などを客観的に認識する際に活用してもらい、より具体的で実現性の高い事

業計画の策定を推進する。 

◇分析項目：ＳＷＯＴ分析（内部環境・外部環境） 

３Ｃ分析（市場・競合・自社） 

ＡＢＣ分析（売れ筋・死に筋） 

ＰＥＳＴ（マクロ環境）等 

◇改善点：専門家の情報を収集し、小規模事業者が抱える課題の解決に最適な専門家

の派遣を行う。また、経営指導員が原則として同席し、支援能力の向上に

努める。 

 

（4）「製造業ムダ取り塾」での支援  

製造業の現場のムダを削減し、生産力・競争力の向上を図るための実践的セミナー

を開催。経営の合理化に繋がるだけでなく、経営者や社員の意識改革、ひいては人材

養成に繋がる。 

また、作成した成果報告書は、企業の更なる発展の基礎資料として活用する。 

◇対象：製造業を営む小規模事業者等 

◇概要：大手メーカーの社員が講師となり、実例を基に全 6 回のシリーズで開催す

る実務セミナー。 

◇内容：①現場での現状分析を行い、問題点（ムダ）を明確にする。 

②ムダを削減するための計画を策定する。 

③計画を実践し、その成果を自社で検証。効果がなければ、改善のうえ再

度実践する。 

④セミナーの最終回では、取り組みの結果を参加者の前で発表する。 

◇改善点：より多くの事業所に周知し、事業の取り組みを拡大していく。 

 

（5）経営分析に関するセミナーの開催  

小規模事業者を対象とした経営分析に関するセミナーを行い、事業計画の策定にお

いて、経営分析の意義を充分に理解できる内容に努め、支援先の掘り起こしを行う。

また、セミナーの内容に関する資料等は、経営指導員が巡回指導・窓口相談時に、

他の小規模事業者へも情報提供し、経営分析の必要性を周知する際に活用する。 
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◇対象者：地域内の小規模事業者 

◇実施回数：年 1回 

◇改善点：より解りやすく効果の高いセミナー内容を検討する。また、参加者募集に

伴うＰＲ方法の工夫を行う。 

 

〈効果〉 

   経営分析は、事業計画の策定を行うための貴重なデータであり、それらを活用した

事業計画は、より実現性の高いものとなる。 
 

〈目標〉 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回・窓口指導件数 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,300 

経営状況分析支援件

数 
50 240 260 280 300 300 

経営分析セミナー 

参加者数 
0 50 50 100 100 100 

 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

〈現状と課題〉 

  事業の持続的な発展を推進するためには、前述した様々な調査結果や経営分析を有

効に活用した具体的な事業計画を策定し、明確な目標を掲げていくことが不可欠であ

るが、経営状況の分析と同様、多くの小規模事業者においては具体的な事業計画や目

標を立てることなく、経験やイメージのみで経営を行っているのが現状である。 
 小規模事業者といえども、明確な目的や目標を持って取り組まなければ、事業継続

が難しい市場環境の中で、将来に向けた「戦略」と「戦術」の立案が必要である。 
 このような現状を踏まえ、小規模事業者が事業計画策定の必要性を十分に認識し、

事業の持続的な発展に向けた取り組みを自らが実践していけるよう、その周知・浸透

を促進させていくことが課題である。 

 

【事業内容と改善点】 

（1）巡回・窓口相談による掘り起し支援 

巡回指導・窓口相談時において、小規模事業者に事業計画策定の意義や必要性を周

 知させながら、支援先の掘り起こしを行う。また、各種施策等の情報を提供し、小規

 模事業者の事業内容に沿った、計画づくりのアドバイスを行う。 

◇改善点：巡回による事業所訪問回数を増やし、今まで以上に事業者との信頼関係

を築き、事業計画策定の必要性の周知を図る。 
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（2）経営計画の策定支援 【指針②】 

事業計画の策定を苦手とする小規模事業者に、現状の課題を踏まえ、ポイント（損

益等）を絞り込んだ取り組みやすい計画づくりの支援を行うとともに、事業発展を目

指す計画策定の基礎として活用する。 

◇改善点：事業発展に向けて、更にポイントを広げた計画策定の推進とＰＤＣＡサイ

          クルを認識させる。 

 

（3）補助金等の事業計画の策定支援 

「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり・商業サービス革新補助金」など、

新たな事業の企画にポイントを置いた計画づくりの支援を行う。 

◇改善点：補助金申請に限定した計画づくりだけではなく、本来の事業計画の意義を

認識させ、計画の実現に向けた取り組みへの継続的なサポートを行う。 

 

（4）経営革新（第二創業）計画の策定支援  

新商品開発や新たな取組み等について、広島県の承認を受ける事業計画にポイント

を置いた計画づくりの支援を行う。承認取得後も、伴走支援により活用可能な施策の

支援を行う。 

◇改善点：伴走型支援により、経営革新計画における承認取得 100％を目指す。 

 

（5）創業計画の策定支援  

創業を目的とした相談者に対し、創業計画の策定、資金調達などの全般的な支援を

行う。また、「創業・第二創業促進補助金」を推進するとともに、専門家を活用したセ

ミナーや塾等を行い、創業しやすい環境を整備し、創業者の促進を図る。 

 

①「創業セミナー（１日コース）」 

◇対象者：創業希望者（創業を考えている者） 

◇内 容：創業に関する基礎知識から計画書の策定手順等について、広範な知識を学

ぶとともに、受講者が創業のイメージを具体的に体感できるよう、開業し

ている経営者（過去の受講生等）から実際の創業体験談を聴く。 

◇改善点：より解りやすく効果の高いセミナー内容を検討する。また、参加者募集に

伴うＰＲ方法の工夫を行う。 

②「創業塾（２日コース）」 

◇対象者：創業予定者（概ね創業が確定している者） 

◇内 容：「創業セミナー」より実務的・具体的なカリキュラム内容で、指導が行き

届くよう、少人数での開催を基本としている。創業計画の具体的策定、資

金調達方法、各種手続き、創業後の販路開拓、経理処理（決算申告を含む）

等、総合的なパッケージでの支援を行う。 

◇改善点：創業後は、経営指導員が伴走型のフォローアップを行い、早期の廃業に陥

ったりすることのないよう強力に後押しする。特に、販路開拓については、

市場やニーズに関する情報を適宜提供するとともに、商談会・交流会の案

内を行い販売機会の増加を図る。 
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（6）専門家の活用による計画策定の支援 

高度な経営戦略（企業戦略・事業戦略・海外戦略等）の計画策定支援については、

「ミラサポ」、「広島県よろず支援拠点」、「（一社）広島県中小企業診断協会」等の専 

門家派遣を活用し、その分野に優れ、対象となる小規模事業者のニーズにマッチした

専門家を活用した支援を行う。 

◇改善点：専門家の情報を収集し、小規模事業者が抱える課題の解決に最適な専門家

の派遣を行う。また、原則として経営指導員が同席し、支援能力の向上を

図るとともに、小規模事業者へＰＤＣＡサイクルの重要性を認識してもら

えるよう努める。 

 

（7）事業計画策定セミナーによる支援 

小規模事業者を対象とした事業計画策定に関するセミナーを開催し、事業計画策定

の意義を充分に理解してもらえる内容に努め、支援先の掘り起こしを行う。 

また、セミナーの実施内容を経営指導員が巡回指導・窓口相談時に情報提供し、事

業計画の必要性の周知に活用する。 

◇対象者：地域内の小規模事業者 

◇実施回数：年 1回 

◇改善点：より解りやすく効果の高いセミナー内容を検討する。また、参加者募集に

伴うＰＲ方法の工夫を行う。 

 

（8）広島県事業引継ぎ支援センターとの連携による創業と事業承継支援  

 ①後継者人材バンク事業 

広島県事業引継ぎセンターと連携し、後継者不在で廃業等を考えている小規模事業

者と創業希望者のマッチング支援を行う。 

創業希望者には「創業計画書」を、事業承継希望者には「事業承継計画」の作成支

援を行い、創業と事業承継の促進を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈後継者人材バンク事業の流れ〉 
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②地域課題解決ネットワーク事業 

  広島県宅建協会、ひろしまＮＰＯセンター、日本政策金融公庫、広島県事業引継ぎ

支援センターの 4団体が連携を図り、創業支援、事業承継、空き屋対策、雇用対策等

の地域の課題を解決し、地域経済の活性化を推進する。 

本所では、創業希望者には「創業計画書」を、事業承継希望者には「事業承継計画」

の作成支援を行う。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈効果〉 

具体的な事業計画を策定することにより、目的や目標が明確にされ、今後の方向性

や「戦略」と「戦術」の立案に結びつく。 
 

〈目標〉 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回・窓口指導件数 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,300 

事業計画の策定支援

件数 
20 100 110 115 125 125 

補助金等の事業計画

策定支援数 
50 100 110 115 125 125 

創業計画の策定支援

件数 
39 40 40 50 50 50 

実創業者数 39 40 40 50 50 50 

※本所は、平成 25 年 4 月 26 日に「経営革新等支援機関」の認定を取得している。 

   

 

 

広島県事業引継ぎ支援センター 

ひろしまＮＰＯセンター

広島県宅建協会 

日本政策金融公庫 

事業を引き継ぐ人や創業希望
者、NPO法人に融資 

空き屋情報提供

事業を引き継ぎたい人を紹介

〈地域課題解決ネットワーク事業の流れ〉 

創業に必要な空き物件
の情報提供 

創業希望者を紹介

空き屋情報提供

地域の課題解決に 
取組む団体を紹介 
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４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】  

 

〈現状と課題〉 

  小規模事業者や創業予定者に事業計画の策定支援を実施しているが、計画策定後の

売上や収益面において、当初に策定した計画通りに進んでいる事業所が少ないのが現

状である。 

経営資源が限られる小規模事業者こそ、計画策定後、いかにその計画に沿った経営

を実践し、結果につなげていくかが重要であるが、本所においては、経営改善普及事

業を実施する中で、事業計画の策定支援後のフォローアップが十分に行き届いてない

ことが課題である。 

 

【事業内容と改善点】 

（1）電話・巡回指導による支援  

事業計画の策定支援後、定期的（四半期に1回程度）に電話や訪問等を行い事業の進

捗状況を確認し、継続的な指導・助言を行うとともに、国、県、市等の支援施策を幅

広く周知する。 

また、事業者が策定した計画に沿って事業を展開していくために必要な支援策とし

て、新設された、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「マル経融資」等による金

融支援を積極的に行う。 

◇改善点：事業の進捗状況確認において、計画通りに経営が行えていない場合、その

原因を究明するとともに、事業者と一緒に改善へ向けた取り組みを行い、

適宜計画の見直しも検討する。 

 

（2）創業者支援  

創業後は、支援を担当した経営指導員が、定期的（四半期に 1 回程度）な訪問等に

より経営状況を確認するなどのフォローアップを行う。また、事業発展を目指すうえ

で、資金調達が必要になった場合、「マル経融資」や「中小企業経営力強化資金」（経

営革新等認定支援機関の支援融資）等による金融支援を行う。 

その他、本所会館内に、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、

行政書士等の専門家が事務所を構えており、即座に対応できるワンストップでスピー

ディーな伴走型支援を行う。 

◇改善策：早期の廃業に陥ったりすることのないよう、伴走型支援を行い、事業の発

       展を強力に後押しする。 

 

（3）専門家の活用による支援 

計画策定後、経営の見直しや新たな課題、更に深掘りが必要な案件に対しては、「ミ

ラサポ」、「広島県よろず支援拠点」、「（一社）広島県中小企業診断協会」等の専門家

派遣を活用し、新たな課題解決等の支援を行う。 

◇支援内容：販路開拓、新分野進出、事業拡大、海外進出等 

◇改 善 点：専門家の情報を収集し、小規模事業者が抱える課題の解決に最適な専門

家派遣を行う。 

また、経営指導員が積極的に同席し、支援能力の向上に努める。 
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（4）広報支援  

本所会館内にある新聞、テレビ、通信社など18社が加盟している「広島経済記者ク

ラブ」等へのプレスリリースによるＰＲ支援を行い、販売力、知名度アップ等の支援

を行う。 

◇対 象 者：計画策定の支援を行った小規模事業者で、新商品開発、新たなサービス

の開発ならびに創業者等 

◇広報頻度：随時 

◇改 善 点：掲載実績のない地域経済誌等への、範囲を広げたＰＲ支援を行う。 

 
〈効果〉 

  事業計画策定後の伴走型フォローアップを行うことにより、計画に沿った売上や収

益確保が図れる。 

 

〈目標〉 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定後のフ

ォローアップ件数 
100 960 1,040 1,120 1,200 1,200 

資金調達支援件数 50 120 130 140 150 150 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

事業の持続的な発展を行う上で、需要動向、すなわち市場のニーズを探ることは、

企業における経営戦略の見直しや、新商品・新サービス開発を手掛ける際に極めて重

要な要素である。しかしながら、小規模事業者においては、ニーズの把握が十分にで

きないまま事業を進め、需要と供給のミスマッチが生じた結果、経営のダメージにつ

ながるケースも少なくない。 

それらを踏まえ、事業者が自社を取り巻く市場の動きに気を配り、トレンドや顧客

ニーズに対する意識を常に持つことは必要不可欠である。 
現在、本所が行っている小規模事業者への需要動向の情報提供は、経営指導員の

個々の支援能力に頼った面が強く、情報の共有化や、情報提供における平準化が図ら

れておらず、今後は、情報の「収集」「提供」において、組織的な対応を進めていく

ことが求められる。 
 

【事業内容と改善点】 

（1）組織的な対応による需要動向情報の提供 

地域の小規模事業者へ、トレンドやニーズ情報をタイムリーに提供し、経営改善や

売上増進を図るうえで活用してもらえるよう、情報の「収集」と「提供」の両面にお

いて組織的な対応を推進する。 
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（情報の収集方法） 

店舗、インターネット、ＳＮＳ、ＴＶ、雑誌、行政・団体の統計データをはじめ、

巡回や窓口相談、セミナー等で職員が入手した様々なトレンドやニーズ情報を 1 箇所

にまとめて保管し、全体で共有できる体制とする。紙媒体のものは共有の棚に入れ、

電子データはパソコン上に共有のホルダーを設け、業種・時系列に整理して保管する。

 

（情報の提供と活用方法） 

共有した情報は、経営指導員が定期的に確認のうえ保有し、巡回指導・窓口相談時

に小規模事業者へ提供するとともに、事業者が事業計画や販売計画の立案や新商品開

発を手がける際に活用する。 

また、収集した情報は整理し、その都度ホームページ等で幅広く公開する。 

◇改善点：業種別、年齢別等の細分化した情報収集に努め、小規模事業者にとって効

果の高い情報提供を行う。 

また、情報の「収集」「提供」を行う場合において、職員による大きな個人

差が生じないよう、所内の職員研修時に定期的な指導を行う。 

 

（2）需要動向調査における個社支援 

具体的な需要動向調査の必要性が生じた場合、専門家を活用した調査分析を行い、

必要に応じ、対象となる地域や競合他社等の現場へ個別に出向き実地調査を行う。 

調査結果は事業計画に落とし込み、より実現性の高い販売計画の策定に結びつける。

◇対 象 者：事業計画の策定を実施または計画している、地域内の小規模事業者や創

業予定者 

◇特  徴：現実に即した具体的な情報の提供により、事業計画を実現に導く可能性

を高め、更にそれが成功事例となることで、更なるヤル気ある経営者の

醸成を図る。また、経営指導員も現地調査へ同行することで、ＯＪＴを

通じた指導力のレベルアップを図る。 

◇改 善 点：詳細な需要動向を求める事業者は少なく、そうした対象者の更なる発掘

が必要であり、巡回指導・窓口相談時等でのＰＲを強化する。 

 

（3）需要動向セミナーの開催 

需要動向の必要性、調査方法、活用方法等を一連で学ぶセミナーを開催。 

経営者の需要動向に対する意識を高めるとともに、事業計画を策定し、自らの成長・

発展を図ろうとするヤル気ある経営者の掘り起こしを行う。 

◇対 象 者：地域内の小規模事業者 

◇実施回数：年 1回 

◇内  容 

① 需要動向の必要性 
② 需要の種類〔全国的なトレンド、地域ニーズ、年齢別・男女別等〕 
③ 需要の調査方法〔インターネット、ＳＮＳ、ＴＶ、雑誌、各種統計他の利用〕 
④ 需要データの活用方法〔事業計画への落とし込み〕 
◇改善点：より解りやすく効果の高いセミナー内容を検討する。また、参加者募集に

伴うＰＲ方法の工夫を行う。 
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〈効果〉 

需要動向の調査結果を計画策定時に落とし込むことで、より実現性の高い販売計画

や事業計画の策定に結びつく。 

 

〈目標〉 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要動向の情報提供

件数 
50 240 260 280 300 300 

需要動向調査の専門

家活用による個者支

援件数 

0 10 12 15 18 20 

需要動向セミナー受

講者数 
0 50 50 100 100 100 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  

<現状と課題> 

事業の持続的な発展を推進するためには、新たな市場の開拓により、売上増進・規

模拡大を図っていくことが不可欠である。しかしながら、多くの小規模事業者は、独

自での市場開拓力・ＰＲ力に乏しく、優れた商品やサービスを開発しても、それがす

ぐに新たな顧客の開拓に繋がらず苦慮しているのが現状である。 
今後、小規模事業者が効率的に新たな市場開拓を推進していくためには、多岐に渡

る手法で多面的な推進活動を積極的に行っていく必要がある。 

こうした現状を踏まえ、本所においては、インターネットの活用や、低予算で行え

る自社ＰＲの開拓をはじめ、その事業者に適した内容の商談会や交流会の開催など、

様々な手法による販路開拓の機会を増やし、小規模事業者の販売力強化を全面的にサ

ポートしていかなければならない。 

  

【事業内容と改善点】 

(1)「ビジネスネットワーク拡大交流会」 

広島県内 13 商工会議所、広島県商工会連合会、広島県郷心会連合会（地場産業の

支援団体）との共同で年 1回開催する本所主催の商談会。地域内で、より多くの業種・

業界における事業所と商談・交流を行い、幅広い販路開拓のきっかけの創出を目的に

開催する。 

  ◇対 象：県内の小規模事業者が中心（約 250 事業所が参加） 

◇特 徴：①参加者が予め商談準備できるように、事前に参加者名簿を送付する。 

       ②商談会当日においては、参加者が希望する相手と商談できるよう、参 

        加者同士の調整を行う。 

   ◇改善点：より商談成立への可能性が高まるよう、更なる地域の広域化、金融機関 

等との連携、バイヤー等の発掘など参加者の拡大を図る。更に、第一次 

産業の参加者発掘も推進する。 
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(2)「テーマ・業種別商談会」 

「ビジネスネットワーク拡大交流会」の参加者アンケート結果をもとに、参加者を

絞った小規模商談会を開催する。テーマや業種を絞ることで参加者の目的が明確とな

り、自社の強みを打ち出しやすく、商談成立への可能性の向上を図る。 

また、商談成功事例を蓄積し、他の分野や業種に商談会開催に活用する。 

◇対象者：地域内の小規模事業者 

◇テーマ：福祉、環境、ＩＴ等 

◇業 種：建設、運輸、飲食等 

◇開催数：年 2回 

◇改善点：より多くの事業者が興味を抱いているテーマを把握しておき、タイムリー

な時期に開催する。 

 

(3)「販路開拓セミナー」 

小規模事業者において、自らに最適な販路開拓とはどのレベルなのかを明確に把握

できず、自社の経営資源に比して活動規模が過大または過小となり、効率的な販路開

拓の活動ができていないケースが多い。 

そうした事業者に対し、専門家を講師に招き、商品開発、商品の手直し、見本市へ

の参加、ＩＴの活用等について、自社に最も適した手法を見つけ、効果的に実践する

ことを目的としたセミナーを、国内版と海外版に分けて開催する。 

◇対 象：地域内の小規模事業者等 

◇開催数：国内版・海外版を年１回ずつ開催。 

◇目 標：年間参加者数 120 人 

◇改善点：セミナー参加者へのフォローアップを行い、販路開拓を具体的に後押しし、

事業計画策定の支援に繋げる。 

 

（4)「いい店ひろしま受賞店によるフェア」 

広島市、商工会と共同で実施する「いい店ひろしま顕彰事業」（市内の優れた小売店

舗を、市長名・会頭名で表彰する制度）の受賞店を集め、市内百貨店・量販店が開催

する物産展に参加する。 
◇対象者：「いい店ひろしま顕彰事業」の受賞店舗 
◇特 徴：独自では出展が難しい百貨店・量販店でのフェアに参加することで、小規

模事業者である受賞店の知名度がアップし、百貨店・量販店との口座開設

や、新たな販売先の開拓など、多くのメリットを享受できる。 
◇目 標：出展事業者においての新規顧客開拓率 100％ 
◇改善点：百貨店・量販店との連携により、来場者の更なる増加を図る。 

 
(5)「おもてなし講座」  

訪日外国人が増加傾向にある中、新たな市場として、外人観光客を対象とした売上

増進が課題となりつつある。特に広島市は、大型客船の寄港が大幅に増加しており、

中国をはじめとする外国人観光客への対応は、新たな「販路の創出」という点からも

今後の大きな課題と言える。 

そうしたことから、外国人への対応強化を図ることを目的に、簡単な外国語の習得、

異国文化の理解等を中心としたおもてなし推進の講座を開催する。 
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◇開催数：年 2回開催 

◇目 標：年間参加者数 80 名 

◇改善点：初歩からのレベルアップにも対応できる講座の開設や、中国人以外の観光

客を対象とした講座の開設等も必要。 

 

 (6)「ザ・ビジネスモール」 

小規模事業者に対し、全国の商工会議所が共同で運営する企業情報サイトへの登録

を推進。無料で自社の魅力を発信し、全国規模での新たな販路開拓につながる機会の

提供に努める。 

◇改善点：当サイトの存在については、まだまだＰＲが十分とは言えない状況であり、

本所としては、会報誌や各種セミナーを通じて、より一層の周知拡大を図

る必要がある。 

 

(7)低予算で行える自社ＰＲの推進 

小規模事業者が新たな市場開拓を図るうえで、商談会等への参加に加え、効率的に

自社のＰＲを推進していくことが必要となる。広告等に多くの経費をかけることが困

難な小規模事業者はＰＲの方法も限られており、その中で、できる限り少ない予算で、

効果の大きな手法を開拓・実践していかなければならない。 

こうした背景を踏まえ、小規模事業者の効率的な販路開拓を後押しする。 

 

①「プレスリリース実践セミナー」 

自社で作成した「プレスリリース」を報道機関に情報発信し、ＴＶや雑誌に取り上

げてもらう手法やポイントについて学び、新たな販路開拓と売上向上に繋げる。 

また、受講者の成功事例を蓄積し、他の小規模事業者へプレスリリースの有効性を

周知する際に活用する。 

◇対象者：地域内の小規模事業者 

◇開催数：年 1回 

◇改善点：セミナー終了後のフォローアップを強化し、掲載採用率の向上を図る。 

 

②「インターネット・スマートフォンの活用による売上向上セミナー」 

現代の情報化社会において、インターネット等のデジタル媒体を販売促進に活用す

ることは、もはや必須と言っても過言ではなく、更なる有効な活用方法の開発が続け

られている。 

こうした中で、小規模事業者を対象に、スマートフォンや Youtube 等を効果的に活

用する具体的な手法を学び、新たな販路開拓と売上向上に繋げる。 

また、受講者の成功事例を蓄積し、他の小規模事業者へデジタル媒体活用の必要性

を周知する際に活用する。 

◇対象者：地域内の小規模事業者 

◇開催数：年 1回 

◇改善点：より効果の高いセミナー内容を検討する。また、セミナー終了後のフォロ

ーアップを強化し、成功事例の増加を図る。 
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〈目標〉 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

本所主催の交流会・

商談会の参加人数 
500 500 550 550 600 600 

ビジネスネットワー

ク拡大交流会商談成

立見込率 

8％ 9％ 10％ 11％ 12％ 12％ 

テーマ別・業種別商

談会商談成立見込率 
0 10％ 11％ 12％ 13％ 14％ 

ザ・ビジネスモール

登録件数 
200 500 700 900 1,200 1,500 

セミナー開催回数 2 5 6 6 7 7 
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Ⅱ．地域の活性化に資する取組 

Ⅰ．地域活性化イベント事業【指針④】 

地域の活性化には、人と企業の集積、そして新たな賑わいの創出が不可欠であり、

そうした面からも、観光振興は地域活性化にとって大きな役割を担っている。 

近年、当地域では入込観光客が増加傾向にあるものの、単なる通過型の観光ではな

く、宿泊を伴う滞在型観光をより強化していく必要性がある。本所では、従来から、

官民一体となった体制のもと、下記に述べる体験型修学旅行の誘致活動や夜神楽の

定期上演などを積極的に推進してきたが、今後は更に関係機関との絆を強め、新た

な観光資源の発掘や賑わいの創出に注力していく。 

〈事業内容〉 

（1） 広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会の運営【指針④】 

海で結ばれている広域エリアで、官民一体となり「交流」「連携」「協働」をテー

マに地域資源を活かした賑わいを創出すべく、「体験型修学旅行の誘致・受入」を

柱とした事業を積極的に展開している。特に、体験型修学旅行生は推進活動の成

果により増加傾向を辿っており、近い将来の１万人誘致達成を視野に活動を更に

強化している。 

※体験型修学旅行誘致実績 

平成 25 年度：4,556 人（32 校）、平成 26 年度：7,394 人（40 校） 

（2） ひろしま神楽を活用した新たな観光客誘致事業【指針④】 

広島を代表する地域資源である伝統芸能の「神楽」を国内外に発信し、観光客の

誘客・滞在を促進するとともに、観光資源としての定着と神楽の振興を図る。 

平成 25 年より、毎年広島市と共同で夜神楽を開催しており、広島ならではの夜の

イベントとして定着しつつある。 

※夜神楽への来場者実績 

平成 25 年度：2,466 人（6回開催）、平成 26 年度：3,448 人（9回開催） 

（3） その他、「地域の活性化」を目指し、広島を盛り上げる数々のイベントに実行委

員会メンバーとしてその運営に参画している。【指針④】 

（4） 「ひろしまフラワーフェスティバル」 

（5） 「ひろしまフードフェスティバル」 

（6） 「広島湾ナイトクルージング事業」 

（7） 「広島みなと夢花大会」 

（8） 「広島ドリミネーション（ライトアップ事業）」 

（9） 「ゆかたできん祭」 

〈観光客数の推移〉※平成 25 年（2013 年）広島市観光客数調査資料（広島市提供） 
入込観光客数の

推移区分 

平成21年 

(2009年) 

平成22年 

(2010年) 

平成23年 

(2011年) 

平成24年 

(2012年) 

平成25年 

(2013年) 
前年との比較 

入込観光客 1,004万8千 1,057万1千人 1,067万3千人 1,087万3千人 1,151万3千人 64万人 5.9％ 

一般観光客 943万9千人 991万8千人 1,006万9千人 1,019万7千人 1,066万7千人 47万人 4.6％ 

修学旅行生 30万5千人 31万4千人 32万7千人 31万3千人 31万6千人 3千人 1.0％ 

外国人観光客 30万4千人 33万9千人 27万7千人 36万3千人 53万人 16万7千人 46.0％
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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 

〈現状と課題〉 

広島地域においては、行政機関をはじめ様々な支援機関が数多くの支援を実施して

いるが、支援内容や同時期に重複した事業もあり、また、機関相互の情報共有が十分

と言える状況にまで至っておらず、相談者の側から見れば、どの機関にどんな相談を

すればいいのかが分かりにくいのが現状である。 
今後、経営者の抱える課題が多様化・複雑化する中、支援力の更なる向上を図って

いくうえで、支援機関同士の連携強化は不可欠であり、それぞれの機関が行っている

支援事業（相談窓口、各種セミナー、マッチング事業等）の情報共有を図ることで、

ワンストップによるスピーディーな支援体制を構築することが課題である。 
 

【事業内容と改善点】 

（1）「広島県よろず支援拠点」との連携・情報交換（随時） 

  本所にて解決できない課題においては、「広島県よろず支援拠点」と連携を図り、

小規模事業者の支援にあたる。また、双方が持っている情報を持ち合い、支援現場に

おいて情報共有を図ることで、効率的で効果的な支援を行う。 

<情報共有内容> 

・事前に支援企業に関する情報交換を兼ねて打合せする。 

・支援後、支援機関同士で意見交換を行い、今後の支援の方向性を検討する。 

・支援した内容を相談カルテに記載し、情報の共有化を図る。 

◇改善点：経営指導員が積極的に同席して、支援能力の向上に努める。 

 

（2）地域プラットフォーム（情報交換年間 6回） 

  平成 25 年 7 月、中国経済産業局より「広島県内商工会議所・広島県中小企業団体

中央会連携支援プラットフォーム（14 団体構成）」の認定を受け、その代表機関とし

て、連携機関を取りまとめ、創業、成長、事業承継等の経営課題等について事例発表

や情報交換を行っている。 

◇改善点：具体的な支援事例を一定数以上持ち合えるよう構成機関に呼びかけ、より

効果的な支援ノウハウの向上を図る。 

 

（3）広島地域「一次相談窓口」事業（情報交換年間 6回） 

 全国でも珍しい、行政と支援団体の 4機関が連携し、共通の「一次相談窓口」を開

設。統一の電話番号により、ワンストップで共通の支援が受けられる仕組みを構築し、

相談情報を共有化するため、定期的な情報交換や研修会を行う。 

◇４支援機関：（公財）ひろしま産業振興機構（広島県） 

（公財）広島市産業振興センター（広島市） 

広島県商工会連合会 

広島商工会議所 

◇改善点：4機関の情報共有が十分に図れていないため、更なる情報交換による情報

共有と支援ノウハウの向上の推進を図る。 
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（4）創業・ベンチャー支援協議会（情報交換年間 6回） 

広島市の産業競争力強化法に基づく「創業支援事業」に参画、構成している支援機

関と定期的に情報交換等を行い、地域内の創業促進を行う。 

◇改善点：関係機関との情報共有が十分に図れていないため、更なる情報交換の推進

が必要。 

 

（5）小規模事業研究会（情報交換年 1回） 

県内 13 商工会議所の経営指導員が集まり、地域の小規模事業者の抱える課題や支援

事例等について情報交換を行い、支援ノウハウの共有化を図る。 

◇改善点：より具体的な支援事例を持ち合い、更なる支援ノウハウの向上を図る 

 

（6）地元金融機関との連絡会議（情報交換年 2回） 

小規模事業者の資金需要に素早く対応するため、地域金融機関との連携は必要不可

欠である。地域金融機関の行員と経営指導員の現場レベルでの連携をさらに進展させ、

当地域の融資制度・資金ニーズ・経営課題等の情報交換を行う。 

◇改善点：情報交換を活かし、金融機関との連携を更に強化し、質の高い支援を行う。

 

(7)「経済研究会」（毎月開催） 

行政、シンクタンク、金融機関、民間企業の 13 機関による定期的な経済情報等の情

報交換会を行い、それぞれの機関の独自調査結果を報告し、地域における経済情勢を

多面的に共有、精度の高い情報蓄積を行っている。 

また、調査結果に差異がある場合は、要因を更に分析するなど、更に精度の高い情

報収集に努めている。 

◇改善点：共有した情報は、職員全員が共有できるものとし、経営相談において小規

模事業者に適宜提供する。 

 

〈効果〉 

支援機関同士の情報交換や連携強化により、支援能力の更なる向上とワンストップ

によるスピーディーで効果的な支援を行うことができる。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営者の抱える課題はより多様化・複雑化していく傾向にあり、そうしたニーズに

応えるため、支援に携わる側も時代と共に成長していかなければならない。 

本所では、OJT と OFF-JT を組み合わせ、小規模事業者の利益確保に資する支援ノウ

ハウの習得をめざし、経営指導員、補助員の資質向上を推進するため、様々な研修

を実施している。 

【事業内容】 

（1）広島県内経営指導員研修（経営指導員義務研修） 

県内商工会議所の合同による研修で、各自年間 20 時間以上を受講。 

〔H26 年度実施内容（抜粋）〕 

○行政の重点施策 ○助成金・給付金の情報 ○経営革新計画策定のポイント 

○小規模事業者の経営課題の整理手法 ○販路開拓支援の進め方 

○経営戦略マネジメント（演習方式） ○経営法務 

 

（2）中小企業大学校への研修派遣（経営指導員、補助員対象） 

経営支援に携わる者として必要な知識を習得する。〔基礎研修（約 1ヶ月間）〕 

課題別に学び、より一層の支援能力の向上を目指す。〔応用研修（2～3日間）〕 

 

（3）広島商工会議所の独自研修 

経営指導員、補助員を対象に、必要な知識の習得と支援のスキルアップを図るた

め定期的に実施している。専門家を講師に招き、税務、法務、労務、金融、経営

革新などの広い分野でレベルアップを目指す。 

 

（4）支援ノウハウの共有体制強化 

事業者にとって効果の高かった支援事例（販路開拓、経営計画策定、補助金申請、

専門家の活用、融資斡旋他）を集め、所内の研修時に経営指導員等の職員へ紹介

し、情報を共有する。また、本所の職員が携わって効果を上げた事例（重点ハン

ズオン事業所等）については、担当者が研修時に発表し、ハンズオンへの意識高

揚と支援ノウハウの共有化を図る。 

 

（5）その他 

     国の認定支援機関向け研修や日本商工会議所主催の職員研修等、外部研修へ積極

的に職員を派遣。また、経験の浅い職員に対しては、実務経験豊富な経営指導員

が巡回や窓口相談等で帯同する OJT 体制を確立し、適宜キメ細かな指導・助言を

行うなど育成に努める。 
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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 

毎年度終了後、本「経営発達支援計画」の実施状況、並びにその成果について、以 

下により評価・検証を行う。 

〈評価及び見直しのための仕組み（ＰＤＣＡサイクル）〉 

(1) 学識経験者、専門家等の数名で「経営発達支援計画 評価委員会（仮称）」を設置

し、前年度の事業の実施結果について評価を受ける。 

(2) 広島商工会議所は、その受けた評価をもとに、次年度以降の支援計画を改善し、

より効果のある支援の実施に努める。 

(3) 委員会より受けた評価並びに改善点については、正副会頭会議にて報告するとと

もに、本所のホームページにて公開する。（http://www.hiroshimacci.or.jp） 

 

【事業評価及び検証体制図】 

 

 

①前年度事業の 

                   実施報告 

 

 

 

 

 

                                 ②前年度事業への 

                                         評価・改善提案 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

   

（仮称） 

広島商工会議所 

「経営発達支援計画事業」 

評価委員会 

〈評価委員就任候補者〉 

◇大学教授等 

◇公認会計士 

◇税理士 

◇中小企業診断士 

◇企業経営者 

 

以上の有識者等で構成予定

 
 
 
 
 
 
 」 

 
 

広島商工会議所 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

正副会頭会議 

報告 

専務理事 

報告 

改善案作成 

中小企業振興部 

（委員会事務局） 
計画（Plan） 

発達計画策定 

改善計画策定 

公開 
実行（Do）

計画実行 

改善（Action）

改善方針検討 

経営発達 
支援計画 

評価（Check） 

事業評価 広島商工会議所ホームページ公開 

＜経営ＰＤＣＡサイクルイメージ
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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２７年４月１日現在）

（１）組織体制 

 ◇中小企業振興部長（経営指導員 1人） 

  担当業務：経営発達支援事業、経営改善普及事業統括責任者 

◇金融チーム（経営指導員 5人） 

  担当業務：金融支援、事業計画策定支援、経営安定特別相談室運営、再生支援協議

会運営、経営改善支援センター運営、 

 ◇人材開発チーム（経営指導員 3人、補助員 2人、一般職員 1人） 

  担当業務：経営改善普及事業、記帳指導支援、階層別セミナー企画実施、人材育成

事業 

 ◇商業振興チーム（専門経営指導員 1人、経営指導員 3人、補助員 1人） 

  担当業務：経営改善普及事業、商店街振興事業、小売業振興事業、大学等連携事業

運営 

 ◇経営支援チーム 

（専門経営指導員 1人、経営指導員 3人、補助員 2人、一般職員 1人） 

  担当業務：経営発達支援事業運営、経営改善普及事業、創業支援事業、事業計画策

定支援、事業引継ぎ支援センター運営 

 ◇産業振興チーム（経営指導員 1人） 

  担当業務：経営改善普及事業、製造業・建設業・卸売業支援業務、展示会・商談会

事業、国際化関連業務、環境関連業務 

 ◇観光振興チーム（経営指導員 1人） 

  担当業務：経営改善普及事業、観光・サービス業振興事業、地域イベント開催 

 ◇地域振興チーム（経営指導員 1人） 

  担当業務：経営改善普及事業、街づくり事業、交通・運輸業関連業務 

◇合計：２７人（経営指導員 20 人、補助員 5人、一般職員 2人） 

  

◆広島商工会議所全体職員数：７４人 

（専門経営指導員、経営指導員、補助員、嘱託職員 12 人含む） 
  

 

（２）連絡先 

  広島商工会議所 中小企業振興部 経営支援チーム 担当：中山 

  住 所：広島県広島市中区基町５番４４号 

  電 話：０８２－２２２－６６９１ 

  ＦＡＸ：０８２－２２２－６００６ 

    ＵＲＬ http://www.hiroshimacci.or.jp  
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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） 

 ２７年度 
(27 年 4 月以降)

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

必要な資金の額 29,000 30,000 30,000 31,000 31,000

一

般

会

計

・

小

規

模

事

業

指

導

事

業

特

別

会

計 

Ⅰ.地域経済動向調査事業 
・景気観測調査 

・中小企業景況調査 

・小規模事業者影響調査 

・小規模企業金融実態調査 

4,500
2,000

500

1,000

1,000

4,500
2,000

500

1,000

1,000

4,500
2,000

500

1,000

1,000

4,500 
2,000 

500 

1,000 

1,000 

4,500
2,000

500

1,000

1,000

Ⅱ.経営分析・需要調査事業 
・金融相談会 

・いい店ひろしま顕彰 

・製造業ムダ取塾 

・専門家派遣活用 

4,000
1,000

1,000

1,000

1,000

4,000
1,000

1,000

1,000

1,000

4,000
1,000

1,000

1,000

1,000

4,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000
1,000

1,000

1,000

1,000

Ⅲ.事業計画策定事業 
・経営基盤強化セミナー 

・経営安定特別相談 

・専門家派遣活用 

3,000
1,000

1,000

1,000

3,500
1,500

1,000

1,000

3,500
1,500

1,000

1,000

4,000 
2,000 

1,000 

1,000 

4,000
2,000

1,000

1,000

Ⅳ.創業・第二創業事業 
・創業セミナー 

・創業塾 

・専門家派遣活用 

3,000
1,000

1,000

1,000

3,000
1,000

1,000

1,000

3,000
1,000

1,000

1,000

3,000 
1,000 

1,000 

1,000 

3,000
1,000

1,000

1,000

Ⅴ.販路開拓事業 
・展示会・商談会・交流会 

・セミナー・塾 

・専門家派遣活用 

6,000
3,000

2,000

1,000

6,500
3,000

2,500

1,000

6,500
3,000

2,500

1,000

7,000 
3,000 

3,000 

1,000 

7,000
3,000

3,000

1,000

Ⅵ.地域活性化事業 
・地域活性化イベント事業 

6,500
6,500

6,500
6,500

6,500
6,500

6,500 
6,500 

6,500
6,500

Ⅶ.支援能力向上事業 
・研修会・視察会等 

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000 
2,000 

2,000
2,000

 

調達方法 

＜調達内訳＞ 

会費、国補助金、広島県補助金、広島市補助金、事業受託費、商談・展示会参加料、 

各事業参加費等 



- 28 - 

（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 

広島県、広島市、公的金融機関、民間金融機関、その他支援機関等と連携し、小規模事

業者の自主的な経営改善及び経営発達計画に対し連携して支援を実施し、小規模事業者

がその地域で経営を持続的に行うためのサポート体制を構築する。 

〈具体的な連携内容等〉 

 ハンズオン支援に伴う経営改善支援、創業支援、第二創業（経営革新等）、事業再生支

援、事業承継支援、ビジネスマッチング（商談・展示会）等   

連携者及びその役割 

＜連携者の代表及び所在地等＞ 

分 類 機関名・代表者・所在地・連絡先 連携事業・事項 

行  政 広島県 知事 湯崎 英彦 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革

新）、地域活性化支援 

広島市中区基町 10 番 52 号 

電話：082-513-3328 

広島市 市長 松井 一實 経営改善支援全般、創業支

援、地域活性化支援、街づく

り支援 
広島市中区国泰寺町 1丁目 6番 34 号 

電話 082-504-2237 

公的金融

機関 

日本政策金融公庫広島支店  

支店長 岸本 英司 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

広島市中区紙屋町1丁目2番22号-5階 

電話：082-244-2231 

商工組合中央金庫広島支店  

支店長 青木 稔和 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

広島市中区大手町 2丁目 1番 2号 

電話：082-248-1151 

広島県信用保証協会 会長 津山 直登 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援 

広島市中区上幟町 3番 27 号 

電話：082-228-5500 

民間金融

関機 

 

 

 

 

 

広島銀行 頭取 池田 晃治 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援 

広島市中区紙屋町 1丁目 3番 8号 

電話：082-247-5151 

もみじ銀行 頭取 野坂 文雄 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、ビ

ジネスマッチング 

広島市中区胡町 1番 24 号 

電話：082-241-3131 

広島信用金庫 理事長 武田 龍雄 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、ビ

ジネスマッチング 

広島市中区富士見町 3番 15 号 

電話：082-245-0321 
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広島市信用組合 理事長 山本 明弘 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援 
広島市中区袋町 3番 17 号 

電話：082-248-1171 

広島県信用組合 理事長 西川 和彦 経営改善支援全般、創業支

援、第二業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援 
広島市中区富士見町 1番 17 号 

電話：082-249-2111 

その他支

援団体 

公益財団法人ひろしま産業振興機構  

理事長 深山 英樹 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、展

示・商談会、販路開拓支援 

広島市中区千田町 3丁目 7番 47 号 

電話：082-240-7702 

公益財団法人広島市産業振興センター  

理事長 三村 義雄 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、展

示・商談会、販路開拓支援 

広島市西区草津新町 1丁目 21 番 35 号 

電話：082-278-8032 

広島県商工会連合会 会長 熊高 一雄 経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、展

示・商談会、販路開拓支援、

ビジネスマッチング 

広島市中区大手町 3丁目 3番 27 号 

電話 082-247-0221 

一般社団法人広島県中小企業診断協会  

会長 岸本 実 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、創

業支援、専門家派遣 

広島市中区千田町 3丁目 7番 47 号-3 階 

電話：082-513-3328 

一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会

会長 柏原 伸二 

経営改善支援、第二創業支援

（経営革新）、販路開拓支援、

広島市中区鉄砲町 1番 20 号-7 階 

電話：082-221-2929 

広島県よろず支援拠点 

コーディネーター 畑 博士 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革新）

事業再生・事業承継支援、販

路開拓支援、専門家派遣 

広島市中区千田町 3丁目 7番 47 号-1 階 

電話：082-240-7706 

広島県中小企業団体中央会  

会長 伊藤 學人 

経営改善支援全般、創業支

援、第二創業支援（経営革

新）、事業再生・事業承継支

援、販路開拓支援 

広島市中区基町 5番 44 号-6 階 

電話：082-298-0926 

 

＜役割＞ 

広島商工会議所と異なる支援機関等の連携者と連携することにより、多種多様な企画立

案やスケールメリット及び広域広報等が実現でき、実施事業の成果がより高まり、地域

の「中小・小規模事業者の活力強化」と「地域の活性化」に大きく寄与するとの考えか

ら連携を行っている。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※連携体制図のように小規模事業者等の相談に対し、連携先からの情報提供を交えな

がら最適なハンズオン支援を行う。また、連携先同士のネットワークにより、更なる 

連携強化が図れる。 

 

 

 

 

 
 

行政等 
ネットワーク ネットワーク 

 
公的金融機関 
民間金融機関 

 
専門家等 連携 

連携
連携 

ネットワーク 広島商工会議所ネットワーク 

連携 連携
 

他の支援団体等 
 

 
企業・大学等 ハンズオン支援 

（伴走型支援） 

ネットワーク ネットワーク 相談

小規模事業者等 


