
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
尾道商工会議所（法人番号 2240005010753） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域の総合経済団体として、地域事業者の経営分析･課題の把握、経営計画の

策定･実施までの「伴走型」の支援に向け、他の支援機関や専門家等と連携し、

事業者･他の支援機関と一体となった支援体制を強化し、経営の持続的発展を積

極的に支援することにより、「地域事業者の経営の安定と持続的な発展、また円

滑な事業承継と創業支援による事業所数の維持・拡大」を目指す。 

また、高速交通網の整備による地域間交流の広域化に向け、尾道市や関係機

関と連携し、商圏や観光の交流人口の拡大や、観光客等受入体制整備や地域外

ＰＲと観光誘致に取組み、「広域交流の推進と観光客の誘致による観光消費額の

拡大と地域内購買力の向上」により、地域の活力強化を目指す。 

事業内容 

各支援機関や金融機関との連携を強化し、地域事業者の経営の持続的発展と

地域経済の活性化に向けて、下記の事業を実施する。 

 

１．地域事業者への経営支援と伴走型支援体制の整備 

 ①尾道市経済動向調査の実施に加え、行政・関係機関の調査データの収集に

よる、地域の経済動向や需要動向の把握と相談事業者への提供。 

 ②日常の巡回・窓口における金融・経営など、相談事業を通じて経営分析を

行い、経営課題の把握に向けた支援。 

・経営分析や需要動向に関するセミナーの実施 

 ③経営課題の解決に向けた経営計画の策定と実施における支援 

  ・経営計画策定セミナーの実施 

  ・小規模事業者持続化補助金など各種補助金･支援施策の活用促進と申請 

支援 

  ・経営発達支援融資制度など各種融資制度の活用促進と利用支援 

⑤経営分析や経営計画の策定・実施の支援において、専門家や他の支援機関

との連携により、事業者と商工会議所と他の支援機関が一体となった支援

体制を構築。 

⑥創業や事業承継の推進・支援により、管内事業者の維持・拡大に努める。

 ・創業総合相談会の実施 

 ・広島県事業引継ぎ支援センターの「後継者バンク」を活用した、 

創業希望者とのマッチング支援 

⑦広域交流による各種展示会・販売会等への出店支援のほか、地域外への 

販路開拓を支援 

 

２．行政・関係機関との連携による地域経済活性化に向けた取り組み 

 ①尾道市との連携強化による政経一体となった街づくりへの参画・支援 

 ②観光客受入体制整備と観光客誘致 

 

連絡先 

〒722-0035 広島県尾道市土堂二丁目１０番３号 

 尾道商工会議所 中小企業相談所 

 ＴＥＬ：0848-22-2165 ＦＡＸ：0848-25-2450 
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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 

 
＜尾道市の現状と課題＞ 
・尾道市は広島県東部に位置し、古くから北前船の寄港地として商業で繁栄した「商都」であり、

業歴が１００年を超える小売・卸売業も多い。また港町として、瀬戸内海の温暖な気候とゆる

やかな地形もあって造船所が多く、造船関連の舶用関連事業所も多い。 

・上記の歴史的背景もあってか、平成２４年経済センサス調査によると、尾道市の産業別事業者

数は、卸小売業が全体の約３割を占め、製造･建設が約２割、飲食･宿泊･観光関連サービス業

が約２割を占めている。 

・「尾道市の産業」 

  製造業 

事業所数では造船など輸送用機械・金属製品・食料品が多いが、製造品出荷額で見れば、

プラスチック製品の大手製造事業者の進出により製造品出荷額は大幅に増え、近年は 

5700 億円前後で推移し、比較的安定していると思われる。 

商業 

卸小売の事業所数こそ市全体では一番多いが、小規模事業者が多く、居住者による購買は、

郊外や市外のショッピングセンター等や、大手資本による店舗へ顧客が流れ、市内小規模

店舗における購買力が低下しているなど、年間販売額は 3600 億円前後と減少傾向にある。

加えて、市内中心部をはじめとする居住人口の減少や高齢化による消費の低迷、経営者の

後継者問題など、特に商業・サービス業事業者の経営環境は厳しい状況にある。 

観光 

風光明媚な地形や古い町並み、映画やテレビＣＭなど撮影も多く、毎年多くの観光客が訪

れる街であるが、夜型観光の資源が少なく、日帰り又は短時間滞在型観光が大半であるた

め、観光関連での経済効果は弱い一面が残る。 

・以上のように尾道市は工業に支えられる面も多いが、商業・観光の占める影響力が高い町 

であることが伺われる。 
 
・当地域の小規模事業者は業歴の長い事業所が多く、経営環境の変化への対応、経営課題の把握、

改善に向けた経営計画策定や販売促進などの取り組みに弱い部分が見られる。 

・その反面、若年層を中心に飲食業など商店街地域での新規開業も増えており、空き店舗も減少

傾向にある。また、国内外からのサイクリングを目的とした観光客の増加や、全線開通した中

国横断自動車道尾道松江線(尾道市～松江市)と西瀬戸自動車道(尾道市～今治市)により、山

陰・四国の南北と、山陽自動車道(神戸市～山口市)による広島・岡山の東西の十字路として広

域交流･連携も進み、多くの地域から尾道を訪れる人が増えることが予測されるなど、今後の

尾道の活性化が期待される。 

     尾道商工会議所管内の人口・事業所数・観光客数等の推移 

管内人口 90,873 人(Ｈ17 年) → 88,569 人(Ｈ22 年) 

管内事業所数 4,559 件(Ｈ21 年) → 4,262 件(Ｈ24 年) 

管内小規模事業者数 3,771 件(Ｈ21 年) → 3,495 件(Ｈ24 年) 

製造品出荷額 3,808 億円(Ｈ15 年) → 5,697 億円(Ｈ25 年) 

商品販売額 4,236 億円(Ｈ９年) → 3,593 億円(Ｈ19 年) 

尾道市入込観光客数 402 万人(Ｈ20 年) → 483 万人(Ｈ25 年) 
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＜尾道商工会議所の従来までの取組＞ 
・尾道商工会議所では、『「今」を見つめて「未来」をつくる』をキャッチテーマに、 

尾道地域の総合経済団体として、尾道市と政経一体で、地域事業者の支援と地域活性化に 

取り組んできた。 

・尾道市より平成１１年創設のマル経融資の利子補給制度をはじめ、尾道市融資における信用 

保証料の補助や創業融資の利子補給制度を創設し、地域の事業者や創業希望者への支援施策を

活用し、資金面における支援を実施してきた。 

また、平成１２年より地域購買促進事業「おのみちさくら祭り」の実施による販売支援や、 

観光都市の側面を活かし、「尾道みなと祭」「おのみち住吉花火まつり」、食のイベント「グル

メ海の印象派～おのみち～」など様々なイベントを展開・参画し、また中国・四国地域の旅行

会社やバス会社など訪問する観光キャラバン事業を実施するなど、観光客の誘致と地域商業活

性化に取り組んできた。 

 

＜尾道地域の小規模事業者の将来のあるべき姿＞ 
・尾道商工会議所管内の事業所数 4,262 件のうち、約 82％の 3,495 件が小規模事業者であり、

尾道の地域経済の振興には、小規模事業者の経営の安定と発展が欠かせない重要項目である。

・今後の１０年間で後継者問題や売上不振などによる廃業で事業所数の減少、人口減少等によ 

る地域内購買力の減少などが予測される。 

・こうしたなか、道路網の整備や創業者や観光客が増加しているなど現状の期待できる要因を 

チャンスと捉え、小規模事業者や創業希望者の個々が持つ「技術力」「開発力」「商品力」「販

売力」などの経営資源から「強み」を見出して活用することと、また、柑橘や水産物などの「地

域産品」や「歴史・文化」「立地」「観光資源」「街の知名度」など尾道の街が持つ地域資源も

活用することにより、小規模事業者の経営の差別化・優位性を高め、経営力・競争力を高める

ことで、事業の持続的発展や事業承継が可能となる。また、若者や女性をはじめとした幅広い

人たちが、創業･第二創業･経営革新など活発にチャレンジできるよう、創業資金調達や経営手

法など創業に必要な支援の環境整備を整備することで、創業数も増加して小規模事業者数の維

持･拡大が実現でき、尾道の地域経済に活力が生まれている姿をあるべき姿とする。 

 

＜尾道商工会議所の今後のビジョン＞ 
・「尾道地域の小規模事業者のあるべき姿」の実現に向けて、尾道商工会議所では、平成２５年

度に「企業づくり」「地域づくり」「組織づくり」の３つのテーマで中期行動計画を策定し、 

平成２６年度より５年間の事業方針・計画に沿った事業を取り組んでいる。 

・特に小規模事業者への経営支援事業は、広島県による事業評価システムが平成２５年度より 

スタートしており、支援体制構築や５年間の支援目標を定めて、支援事業を実施中である。 

・また、平成２７年１０月に尾道市にて新しい街づくりビジョン「尾道市まち・ひと・しごと創

生総合戦略と人口ビジョン」を策定した。 

その戦略を踏まえ、尾道商工会議所では、 

「地域事業者の経営の安定と持続的な発展、また円滑な事業承継と創業支援による

事業所数の維持・拡大」 

「広域交流の推進と観光客の誘致による観光消費額の拡大と地域内購買力の向上と

地域の活力強化」 
を今後の活動ビジョンとして、積極的に行動する。 
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＜尾道商工会議所の目標と取組み＞ 
・これまでの経営改善普及事業(巡回･窓口相談)を通じた小規模事業者の中には、新たな取組み

や市場開拓等を行いたいが、経営資源(人材･資金面等)が乏しい感も否めず、経営環境の変化

への対応、経営課題の把握、改善に向けた経営計画策定や販売促進などの取組・実施に弱い部

分が見られ、想いを実現できずにいる現状もある。 

・巡回・窓口相談におけるヒアリングを行い、経営分析と経営課題の把握、観光客や業界の需要

動向を見据えた販売促進を含めた経営計画の策定から実施までの支援を行い、拡充されている

支援施策の活用も促し、小規模事業者に寄り添いながら、経営の持続的発展を目指す。 

・従来までの金融、税務、労務、創業、経営革新等の経営支援に加え、地域産業資源活用、農商

工連携、海外展開などの販路開拓と商品開発や、経営基盤の再生･強化に向けた事業再生とい

った、高度専門的な経営課題を抱える小規模事業者に対しては、金融機関に加え、中小企業基

盤整備機構やよろず支援拠点・ジェトロ(日本貿易振興機構)など支援機関との連携を強化し、

一体的な支援体制により面的な伴走型支援を実施する。 

・創業や事業承継については、当所内に設置する「尾道地域中小企業支援センター」と「広島県

事業引継ぎ支援センター」との連携により、新規創業や事業承継・第二創業などを促進・支援

することで地域事業者数の維持・拡大に努め、地域経済の新陳代謝を進める。 

・以上、地域の小規模事業者のライフステージに応じた経営支援を行い、「地域事業者の経営の

安定と持続的な発展、また円滑な事業承継と創業支援による事業所数の維持・拡大」を目指す。

 

・地域振興について、平成２７年４月に尾道市が日本遺産に認定されたことに加え、平成２７年

１０月に尾道市が策定した総合戦略に連動し、尾道市の更なる魅力ある街づくりに向けて、 

尾道市と尾道観光協会等関係団体との連携を強化して事業に取り組む。 

・今後人口減少が予測されるなか、尾道商工会議所としても、創業・事業承継などを支援して事

業所数の維持・拡大に務めることで、雇用と居住人口の創出・安定に繋げ、地域活性化を目指

す。 

・今後更に増加が期待される外国人観光客やサイクリング客の受入体制の整備に向け、店舗向け

の外国語講座や接客接遇研修などを実施し、店舗のスキルアップと販売力向上に努める。 

・高速交通体系の整備により、中国・四国の広域連携・交流の推進と、地域内におけるイベント

等の実施・参画により観光客誘致を行い、観光客数の増加と観光消費額の拡大に努める。 

 

尾道市の外国人観光客数の推移 

平成２４年 66,818 人

平成２５年 93,444 人

平成２６年 131,646 人

 

・以上、行政をはじめとした関係諸団体と連携した街づくりに取組み、尾道商工会議所も地域の

総合経済団体としてリーダーシップを発揮し、地域における購買動向の変化、高速交通網の整

備による商圏や観光交流の広域化、観光客の目的やニーズの変化など様々な変化に対応し、 

地域経済の活性化に努め、「広域交流の推進と観光客の誘致による観光消費額の拡大と地域内

購買力の向上」により地域の活力強化を目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成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】 
・経営発達支援事業の推進にあたり、尾道市及び周辺地域の経済動向把握のための調査を実 

施し、地域における各業界のタイムリーな情報を把握して、事業者の経営課題への対応や 

事業計画策定相談時の提供・活用に向けて、下記の事業を実施する。 

  

 ① 経済動向調査の実施 
従来通り、四半期ごとに実施している尾道市経済動向調査を実施する。 

管内事業所の中から業種ごとに調査依頼先を選定し計８０社へ送付し回答を得る形式で

実施する。 

調査内容は自社業種の生産･売上額と受注額の現状と見通しなどを調査するが、従来まで

のＤＩ調査による数値分析に加え、回答企業からのコメントも収集することにより、数値

分析では得られない業界情報を収集するよう改善する。結果を当所ホームページへ掲載す

るなど、事業者がいつでも閲覧できる状態を継続する。 

② 尾道市発行の「統計おのみち」のデータ活用 
年１回尾道市が発行する「統計おのみち」のデータを活用し、地域の人口・世帯数・ 

年齢構成・業種ごとの事業所数・観光客数など、商圏となる地域の動向が把握でき、 

経営計画策定時における商圏の状況把握に活用する。 

③ 日常の情報収集と情報共有 
日々の経営指導員による相談業務や、各部会(７部会･各年１～２回)の出席者から、地域

情報や、売上や受注状況、業界全般の動きなどの情報を収集する。収集した情報は、月２

回開催の所内会議で情報を共有して、相談業務で活用する。また、ニーズに応じた事業計

画の立案や行政への要望活動にも反映させる。 

④ 地域別商工業者との懇談会とエリアサポーターとの情報連絡会議の活用 
従来より実施している地域別商工業者との懇談会(年１回)や尾道商工会議所エリアサポ 

ーター(注 1)との情報連絡会議(年２回)を継続し、地域・業種における売上や受注など景

況についての情報収集に加え、現場に立脚した事業活動の足掛かりとなるよう要望等につ

いてのヒアリングも行う。従来の説明会形式を意見懇談会形式に改善するなど、より意見

集約につながる運営を検討する。 

 (注 1)尾道商工会議所エリアサポーター 
尾道商工会議所が地区や業種を考慮して管内事業者 10 名に委嘱。地域事業者と尾道商工会議

所とのパイプ役として、業界動向や地域情報や事業者からの声を会議所へ伝え、会議所からの

情報などを事業者に伝える役割を持つ。 
 

(目標) 
  ・尾道地域の商圏情報・経済動向・業界動向を収集・調査・分析を行い、地域事業者への

情報提供や、相談対応時における助言・指導に活用できる体制を整備・強化する。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
・日常の経営指導員の巡回訪問・窓口相談における、金融相談など相談業務のなかで、 

売上や受注状況、資金繰りなど小規模事業者の経営状態や経営課題の把握と分析を行う。 

・課題の内容に応じてミラサポによる専門家派遣や他の支援機関や地域金融機関の協力を 

受け、経営課題への対応を迅速・丁寧に行う。 

・経営分析に繋がる各種経営セミナーの開催等により、経営分析の重要性と事業者への考え 

るきっかけを設け、指導対象先の掘り起こしを行う。 
 
従来までの経営分析は、マル経など金融相談時が大半であったが、今後は各種補助金申

請や経営改善を希望する事業者に対しては、積極的に経営分析を行い、経営課題を把握

して今後の対策(事業計画策定)に活かす支援を下記内容で実施する。 

 ① 日常の経営相談における経営分析 
従前より巡回相談(経営指導員･補助員年 360 件）・窓口相談(経営指導員･補助員年 100 件)

を積極的に展開している。今後は巡回･窓口相談時において、小規模事業者より「売上状

況･顧客動向･資金繰り」などヒアリングによる経営状況の把握と、「強み･弱み･機会･脅 

威」などＳＷＯＴ分析等により経営課題を把握する。会員事業所訪問に加え、従来まで訪

問機会の少ない非会員事業所への訪問を強化し、新たな指導対象先の掘り起こしを行う。

② 金融・経営革新・各種補助金申請相談における経営分析 
マル経融資をはじめ、各種融資制度の利用を含めた金融相談・「経営革新承認申請」・「も

のづくり・商業・サービス革新補助金」「小規模事業者持続化補助金」等の補助金申請相

談時において、自社の経営分析は必須であり、経営指導員と尾道地域中小企業支援センタ

ーのマネージャーと連携して経営分析を実施する。 

③ 専門家・他の支援機関との連携 
専門的な課題については、ミラサポによる専門家派遣や、中小企業基盤整備機構、ひろ 

しま産業振興機構、広島県事業引継ぎ支援センターなどの支援機関のコーディネーター 

と同行訪問し、専門家等の有する情報・知識を活用し経営分析と経営課題の解決に努め 

る。金融面については、経営指導員による資金繰り改善支援を行い、金融機関への折衝 

同行支援などを行い金融機関からの協力を得て、経営課題の解決に努める。 

④ 経営分析に関するセミナーの開催 
従来より当所では「さくら講座」と称し、各種講演会･セミナーを開催している。 

引き続き、業界動向・需要見通しや今後の対策など経営分析に参考となるセミナーを開 

催し、事業者に情報収集や今後の対応策を研究する機会を設ける。 
 
（目標） 
・巡回訪問・窓口相談を強化して経営分析を行い、事業者が抱える経営課題を把握し、 

解決に向けてのサポート事業者数を５年後には年間１１０社まで増やす。 

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

巡回指導延べ件数 

（非会員含む） 

3,392 件 3,400 件 3,450 件 3,500 件 3,600 件 3,700 件

窓口指導延べ件数 1,400 件 1,400 件 1,450 件 1,500 件 1,550 件 1,600 件 

経営分析事業者数 

(専門家活用含む) 

  10社   60社   80社   90社 100 社  110 社

経営セミナー開催数 6回 6 回 7 回 8 回 9 回 10 回
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
・経営分析等の結果を踏まえ、経営課題の解決に向けた事業計画策定支援を行う。 

・経営課題の内容によっては、ミラサポによる専門家派遣や中小企業基盤整備機構やジェト 

ロなど支援機関を活用し、また金融面においては地域金融機関の協力を受け、課題解決に努

める。 

 

従来は事業計画策定の件数は少なかったが、中小･小規模事業者の支援施策の創設や拡充

により、事業計画を策定支援の相談が増加してきた。事業計画策定は、既存事業者・創

業希望者・経営革新検討者すべてにおいて、自社の現状と課題を踏まえ、解決策の検討、

将来の目標(あるべき姿)を考える上で重要な計画であり、積極的に事業者へ重要性を伝

え、支援を行う必要がある。計画策定はあくまで事業者が考えるという前提を踏まえ、

事業計画策定に向けた支援を下記内容で実施する。 

① 既存事業者への事業計画策定支援(補助金申請・経営革新支援) 
・経営状況分析により課題を把握した事業者や、「経営革新承認申請」、「ものづくり・商業・

サービス革新補助金」、「小規模事業者持続化補助金」の申請希望者へ、経営指導員等によ

る事業計画策定支援を行う。 

・事業計画策定支援時には、「事業者の現状、事業者の持つ技術・ノウハウ、経営資源、課

題、対応策、目標と将来像」等を明確にして、まずは、事業者が自ら考えるよう指導し、

計画策定の考え方や計画のブラッシュアップや計画書作成を商工会議所が指導・支援を 

行う。 

  ・計画における資金計画についても、マル経融資など利子補給や保証料補助のある制度融資

や「経営発達支援融資」を紹介するなど、事業者に有利な制度の活用を提案する。 

資金繰りの改善が必要なケースは、地域の金融機関と連携し、協調支援により事業者の支

援を行う。 

② 創業支援における事業計画策定支援 
・地域における創業件数を増加させるため、日常の窓口相談事業に加え、産業競争力強化法

に基づく認定市区町村として認定を受けている尾道市と連携し、認定連携創業支援事業者

である尾道地域中小企業支援センター、日本政策金融公庫、ひろしま産業振興機構と連携

し、従来より年２回(８月･１２月)実施している創業総合相談会を継続し、創業希望者の

掘り起こしを行う。 

・相談会開催後には、尾道市と当所の尾道地域中小企業支援センターのマネージャーが連携

し、相談者のフォローアップを行い、創業計画書作成や創業資金計画の策定支援を行う。

・創業計画策定時には、「創業の動機、経験」を充分にヒアリングし、事業計画・資金計画

   に無理がないかを精査支援する。資金計画においては、尾道市の創業資金利子補給制度の

活用を勧め、創業者の負担軽減を提案する。 

③ 専門家・他の支援機関との連携 
・上記①②の事業実施にあたり、「地域資源活用計画」「農商工連携計画」など専門的な課題

や知識が必要な場合は、経営指導員に加え、ミラサポによる専門家派遣や中小企業基盤整

備機構やジェトロなど他の支援機関を活用し、専門家の知識や他の支援機関の支援施策を

活用し、計画策定まで連携した支援を行う。 
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④ 事業計画策定セミナーの開催 
・地域の小規模事業者を対象とした事業計画策定セミナー・個別相談会を開催し、経営計画

策定の重要性の周知や、より多くの事業者へ事業計画策定の支援が実施できる体制を整備

する。 

  ・個別相談会参加者については、講師と経営指導員が連携して支援経過を引き継ぎ、計画完

成までフォローアップにより策定支援を行う。 

 

（目標） 
・本事業実施により、セミナー等開催・専門家や他の支援機関との連携指導回数を増加させ、

５年後には事業計画策定支援件数を年間５０件、創業支援者数を年間４０件、経営革新承

認を年間１０件まで伸ばすことを目標とする。 

支援内容 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参加者

数 

15 人  15 人  18 人  18 人  20 人 30 人

事業計画策定支援事業者数

(専門家等活用含む) 

34 件 37 件 40 件 43 件 46 件 50 件

創業支援者数 

(専門家等活用含む) 

17 件 20 件 25 件 30 件 35 件 40 件

経営革新承認支援者数 

(専門家等活用含む) 

1 件 3 件 5 件 7 件 9 件 10 件

 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
・策定した計画の円滑な実施と事業の安定化・持続的な発展に向けた支援を行う。 

・創業者に対しても定期的なフォローアップ支援を行い、創業直後、創業１～２年後、創業５

年後とステージに合わせた伴走型支援を実施する。 

 

従来まで事業計画実施の支援は、補助金採択事業者や経営革新承認事業者が中心で、内

容も主には補助事業の実績報告作成の支援であった。しかし、商工会議所が個々の事業

者への伴走型支援が求められるなかで、前述に加え、計画の遂行状況を確認し、目標に

向かって取り組む事業者の継続支援を行う。 

計画の実施を事業者のみで行うと、計画通りに進まない場合、経営者１人で悩み、途中

で断念してしまうケースも想定される。特に計画実施時における売上や利益の変動によ

り、資金繰りの悪化等も想定され、定期的な訪問・確認を行い、新たな課題には迅速に

対応して、計画実施の軌道修正の支援を行う。 

① 既存事業者への事業計画実施支援 
・事業計画策定後・補助金採択後には、従来よりも連絡を密にとり、四半期に１回又は半年

に１回程度、巡回訪問や連絡を行い、事業進捗状況を確認する。 

・計画に対し、売上・来店数・受注量・収支・資金繰りなど各項目の遂行状況を確認し、 

資金調達や販路の更なる拡大など新たな課題が発生すれば、必要な指導・助言を行うなど

伴走型の支援を行う。 

  ・事業の遂行状況や経営環境の変化等により、このまま計画の実行が困難な場合には、計画

の修正・変更も視野に入れた支援を行う。 
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・補助金採択事業者には、上記項目の確認・指導のほか、補助事業の事業完了日が決まって

いるため、今後のスケジュールや報告に必要な書類の準備など、実績報告に支障が出ない

よう確認・指導を行う。 

・経営革新承認事業所に対しても、従来同様、上記項目の確認・指導のほか、県の定期的な

ヒアリング訪問への帯同を行い、県の指導に対しても支援できる体制を継続させる。 

② 創業者への事業計画実施支援 
・創業者においても、６か月に１回程度フォローアップ訪問または連絡をとり、開業後の売

上と来客･受注の推移など事業の遂行状況を確認する。 

・定期的なフォローアップにおいて、創業直後には、記帳・申告の遂行状況を確認し、 

   記帳の面においては、経営指導員による指導のほか、事業者の希望と必要に応じて、当所

が外部に委嘱している「記帳継続指導員」を活用し、記帳・申告の指導を行う。 

創業１～２年後では、売上・利益の推移のほか、新たな雇入があれば、労働保険など労務

管理の指導を行い、労働保険事務組合の利用を提案するなど、経営に必要な知識・手続き

の指導と支援を行う。創業５年後の事業の安定化に向けた継続支援を行う。 

③ 専門家・他の支援機関との連携 
・上記①②の事業実施にあたり、専門的な課題には、ミラサポによる専門家と連携し、「地

域資源活用計画」「農商工連携計画」「海外展開」などの計画実施には、支援施策の申請や

活用の点も考慮し、中小企業基盤整備機構やジェトロなど他の支援機関を活用し、 

専門家の知識や支援施策を活用し、事業者と商工会議所と他の支援機関が一体となって、

計画実施を支援する。 

④ 金融面における金融機関との連携 
・当所では、平成１１年の尾道市マル経利子補給制度の創設により、マル経融資の積極的な

推進を行い、毎年 80～100 件の推薦を実施している。引き続き、日本政策金融公庫との連

携を継続し、推進を行う。 

・事業計画の実施において、資金調達が必要なケースが多数想定され、資金使途や金額に 

   応じて、マル経融資の利用のほか、地域金融機関と連携し、県や市の制度資金の斡旋を 

行い、円滑な資金調達を支援する。 

  ・また、事業の実施状況により資金繰りが劇的に悪化した場合も、金融機関と連携・協調し

て、資金計画を含めた事業計画の修正を行い、事業の継続に向けた支援を行う。 

 

（目標） 
・本事業実施により、５年後には事業計画実施支援延べ回数を年間１５０件の目標とする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

既存事業者への事業計

画実施支援延べ回数 

26 回 60 回 120 回 130 回 140 回  150回 

創業者への事業計画実

施支援 

22 回  25 回  25 回  30 回  30 回  35 回

専門家･他の支援機関と

の連携支援回数 

10 回 13 回 15 回 17 回 19 回 21 回

マル経推薦件数 85 件 85 件 90 件 90 件 100 件 110 件

その他融資斡旋件数 55 件 55 件 60 件 60 件 70 件 80 件
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
 ・需要動向として、最近のトレンドや需要の見通し等のセミナー開催のほか、地域の事業者 

や行政・関係機関からの情報や調査データを収集し、事業者からの事業計画策定における事

業領域や顧客ターゲットや商品サービスの内容検討など、相談業務に活用・提供するため、

下記の取組を実施する。 

 

① 需要動向に関するセミナーの開催 
・従来より「さくら講座」にて、造船･舶用産業向けと小売･飲食業向けに、業界の動向見 

通しや繁盛する店の秘訣など需要動向に関するセミナーを開催している。 

引き続き顧客を引きつける販売手法、最近のトレンド商品、今後の需要の見通しなど、 

最近の需要動向についてのセミナーを開催し、事業者に消費者の購買動向や、商品構成、

新商品･新サービス開発の参考など学ぶ機会を設ける。 

② 地域事業者からの需要動向について情報収集 
・地域の経済動向調査の項目と同様、日々の経営指導員による相談業務や、尾道商工会議所

エリアサポーターとの情報連絡会議(年２回)や各部会(７部会･各年１～２回)の出席者か

ら、地域情報や、売上や受注状況、業界全般の動きなどの情報を収集する。 

③ 行政や関係機関からの調査データの収集 
・尾道市や尾道観光協会から、レンタサイクルや駐車場の利用台数などのデータを年２回 

 収集して、観光客の動向を調査する。 

・ひろしま夢ぷらざ(注 2)に尾道地域事業者の出展する地域特産品の売上動向を年２回 

収集し、尾道地域産品の売れ筋動向を調査する。 

  ・広島県商工会議所連合会との共同実施の調査(商圏調査など)データを活用し、尾道地域 

及び県内各地域の消費購買動向などを収集する。 

④ 需要動向のデータ・情報の提供 
・上記②③で収集したデータを所内で共有し、事業者からの相談対応時に地域の経済･需要

の状況として、事業計画策定支援時等に活用する。 

 
(注 2) ひろしま夢プラザ 
広島市中区本通に店舗を置く、広島県商工会連合会が運営し、県内産品の常設販売や店頭での 

イベント販売を行うほか、県内市町の情報発信拠点として運営する。 

 

（目標） 
・本事業実施により、５年後にはセミナー受講者数を年間１００名まで伸ばす目標とする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向関連セミナー

開催回数 

２回 ２回 ３回 ３回 ４回 ４回 

需要動向関連セミナー

受講者数 

74 人 75 人 80 人 80 人 90 人  100人 
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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】 
 

・地域における小規模事業者の販路を開拓するため、他の支援機関主催の各種ビジネス交流会

などに参加を促し、人脈と販路開拓の支援を行う。 

・小売・飲食業等については、各種イベントへの出店を促し、地域住民に加え、観光客や広域

客への売上拡大・商品ＰＲの機会を創出する。 

 ・松江市・今治市など中国横断自動車道尾道松江線や西瀬戸自動車道沿線の商工会議所等と 

  の部会単位で広域交流や、広域合同展示会・販売会を実施し、同業者間の広域交流や広域の

  販路開拓など、ビジネスチャンスの創出に努める。 

 ・ザ･ビジネスモールなどの活用のほか、地域特産品等を用いた新商品等については、市外・

県外の広島県のアンテナショップでの販売を促し、地域外への販路開拓を支援する。 

 

販路開拓について、従来までのイベントやアンテナショップ等への出店支援とビジネス

モールへの登録支援に留まる状況であった。特に小売・飲食においては、地域居住者の

購買が低下しており、商圏を拡大させる必要があると思われる。高速交通網の整備によ

り、観光客誘致や広域の顧客を獲得するチャンスである。商工会議所間の広域交流によ

るビジネスマッチング等販路開拓に向けた取組をスタートしており、各地商工会議所と

の広域交流事業の強化に加え、事業者の地域外販路の開拓意欲と参加意欲を促すよう、

全国レベルへの販路開拓支援も視野に入れて、下記内容の支援を行う。 

 

 ① 各種展示会・商談会への参加支援 
・広島商工会議所主催「ビジネスネットワーク拡大交流会」、福山商工会議所主催「ビジネ

ス交流フェア」への参加促進を行い、ビジネスマッチング機会の創出と販路開拓の支援を

実施する。 

  ・中小企業基盤整備機構やよろず支援拠点との連携により、尾道近隣地域の連携を含め、 

   デパートや商社のバイヤー等が集まる各種全国規模の大型展示会等への出展支援を行う。

・グルメ海の印象派－おのみち－実行委員会(注 3)主催の飲食・物産展「グルメサミット」

や、ひろしま夢ぷらざ(注 2)にて毎年２月開催の「尾道フェア」への出店支援を行い、 

「尾道ブランド」の認知度向上と地域産品の販路開拓を図る。 

 

② 商工会議所の広域交流による販路開拓支援 
・中国横断自動車道尾道松江線(尾道市～松江市)・西瀬戸自動車道(尾道市～今治市)の起 

 点都市となる松江商工会議所や今治商工会議所など沿線商工会議所等との交流事業を積 

極的に行い、他地域のニーズの把握と同時に事業者の広域販路拡大の機会を設ける。 

工業･製造業向け･･･交流会・工場見学会の実施 

（平成 26 年度は松江商工会議所(島根県松江市)・斐川町商工会(島 

根県出雲市)と交流実施。１件商談成立） 

小売･飲食業向け･･･飲食・物産展「グルメサミット」の実施 

菓子製造業向け ･･･ご当地お土産スイーツ対決＆販売会(注 4)の実施 

・小売･飲食業･菓子製造業向けの販売会等は、部会における参加勧奨のほか、同業組合（土

産品組合・飲食組合・菓子組合など）にも勧奨して、出店数を拡大させる。 
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 ③ 地域外への販路開拓支援【指針④】 
・大阪商工会議所運営の「ザ･ビジネスモール」への企業登録の促進や、他のシステム(例：

Yahoo おもてなしギフト)の導入を検討し、インターネットを活用した販路開拓を支援す

る。 

・広島県アンテナショップ「ＴＡＵ」(注 5)や「ひろしま夢ぷらざ」(注 2)等へ地域の 

農林水産加工品等を活用した市内産品の出展を促し、地域外への販路拡大支援を行う。 

 

(注 2) ひろしま夢プラザ 
広島市中区本通に店舗を置く、広島県商工会連合会が運営し、県内産品の常設販売や店頭での 

イベント販売を行うほか、県内市町の情報発信拠点として運営する。 

 

(注 3) グルメ海の印象派－おのみち－実行委員会 
尾道商工会議所が事務局を持ち、尾道市・尾道観光協会・尾道飲食組合・尾道本通り連合会な 

どの構成団体で構成する。毎年秋に食をテーマとしたイベントを行い、おのみちグルメマップ 

の発行、期間限定メニューの提供、飲食・物販イベントの開催等を行う。 

  
(注 4) ご当地お土産スイーツ対決＆販売会 

  平成２５年度に今治商工会議所と尾道商工会議所と因島商工会議所の共催でスタートし、愛媛 

県今治市で開催。 

両市のご当地お土産菓子の試食対決会や共同販売会を行い、両市の特産菓子のＰＲと観光客誘 

致を目的に開催。平成２６年度は尾道市で開催し、松江商工会議所や尾道しまなみ商工会も参 

画し、３市での交流事業となる。 

 

 (注 5) 広島県アンテナショップ 「ＴＡＵ」 
東京都中央区銀座に店舗を置く、広島県のアンテナショップ。 

 

 （目標） 
 ・ビジネスマッチングや地域外の新規顧客獲得や自社ＰＲの機会を創出し、地域外への販路 

開拓支援を実施すると同時に「尾道」の認知度を更に向上を図る。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ビジネス交流会等 

参加事業者数 

３社  ３社  ５社  ５社  ５社  ７社

広域交流事業(販路開拓) 

開催回数 

４回  ４回  ５回  ５回  ６回  ６回

広域交流事業(販路開拓) 

展示･販売会出店事業者数 

40 社 40 社 50 社 50 社 60 社 70 社

地域産品出展支援事業者数 25 社 25 社 30 社 30 社 35 社 40 社
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
・尾道市策定の「尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」と連動し、今後の街づくりビジョ

ンに沿った事業の検討・実施を行う。 

・尾道市や一般社団法人尾道観光協会と意見・情報交換を行い、商業・観光・工業の各分野に

おける地域活性化に向けた事業実施に際しては３者連携で実施する。 

商店街など各種団体が行う地域経済活性化事業への支援のほか、行政・会議所・団体の協力

体制づくりを強固にする。 

・店舗のスキルアップ、観光客受入体制の整備、各種イベントの実施については、商工会議 

所として観光客誘致や地域消費の喚起に繋げるべく、関係機関と連携して積極的に参画・ 

支援を行う。 

・市内の伝統イベント(尾道みなと祭・尾道住吉花火祭りなど)へ連携協力を行うなど、地域 

活性化への貢献を継続して、イベントによる集客を活用した各店舗への販売促進を促す。 
 
従前より尾道市と尾道観光協会との連携体制は構築されており、地域活性化に向けた事

業やイベントの実施や支援を行ってきた。引き続き、尾道市が策定した新しい街づくり

ビジョンと連動し、政経・団体が同じ方向に向かって事業を行う必要がある。連携体制

の強化維持と同時に、商工会議所として店舗向けセミナー等や店舗のスキルアップに繋

がる事業を強化して、地域経済の活性化と地域内購買の促進を図るため、下記内容の支

援を行う。 

 

① 尾道市・各関係機関との連携 
・尾道市による新しい街づくりビジョン「尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略・人口ビ

ジョン」に連動し、居住人口増加対策や創業促進・尾道のブランド力向上など、市の街づ

くり・地域経済の活性化に向けたビジョンに沿った事業の検討・実施を行う。 

  ・尾道市との情報･意見交換を強化し、市長･会頭との交換会(年 6回)、部･課長等幹部クラ

スとの交換会(年 2回)、事務担当者クラスとの交換会(年 12 回)の実施を目指す。 

・商業・観光・工業の各分野の地域活性化事業の実施にあたり、尾道市商工課・観光課や一

般社団法人尾道観光協会との意見・情報交換を随時実施し、連携して事業を実施する。 

  ・尾道本通り連合会をはじめとする各団体が行う地域経済活性化事業への支援を行うほか、

行政・商工会議所・団体が連動して事業を行う体制づくりを目指す。 

  ・尾道商工会議所支店長会(注 6)から、街づくりについての意見集約を行い、尾道市等への

要望活動を行い、街づくりに地域の声を反映させる体制を整備する。 

 ② 観光客受入体制の整備並びに観光客誘致 
・西瀬戸自動車道(尾道市～今治市)は、米 CNN の旅行情報サイトで「世界の最もすばら 

しい７大サイクリングコース」に選ばれたほか、平成２７年４月には「尾道水道が紡いだ

中世からの箱庭的都市」として、尾道市は文化庁が定める『日本遺産』に選定された。 

今後ますます国内外からの観光客が増えることが期待されるなか、観光客の受入体制の 

整備として、店舗等を対象とした外国語講座やおもてなしの接客接遇研修会の開催や、 

街の美化に向けて尾道市と地域住民・事業所と連携し、毎月１日の門前清掃活動や、イベ

ントにおけるゴミの分別を継続実施する。 

・尾道市・一般社団法人尾道観光協会と連携を強化し、さらなる観光客誘致に向けて、平成

２７年に全通した中国横断自動車道尾道松江線や、西瀬戸自動車道の沿線地域など、 

中国・四国地方を含めた広域観光ルートの策定など、滞在型観光圏の確立に向けた取り組

みを実施する。 
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③ 小売･飲食業店舗のスキルアップ・地域内購買促進 
・平成２４年よりスタートしている優良店舗表彰事業「ええみせじゃん尾道」の継続実施を

行い、表彰店舗を広くＰＲし、店舗における店づくりや接客等の改善意欲の高揚や表彰店

舗利用を促進する。 

・上記「(２)観光客受入体制整備」と同様、接客接遇研修など店舗向けセミナーを通じて、

接客・商品構成・販売手法など店舗のレベルアップを支援する。 

・尾道市立大学の学生による市内消費拡大に向け、小売店舗等における「学割サービス」 

導入について商業部会・観光サービス業部会のほか、尾道本通り連合会・尾道飲食組合 

等関係団体と協議・検討を行い、実施する。 

・市内におけるイベントでの集客を活用し、尾道本通り連合会・尾道飲食組合等関係団体 

を通じて、各店舗で販売促進を実施し購買拡大に繋げるよう促す。 

④ 地域活性化イベントへの参画支援 
・尾道市では年間を通じて多くのイベントを開催し、地域の賑わいを創出している。 

主要イベントにおいては多数の集客力があり、地域内消費の拡大に繋がる。商工会議所と

して積極的にイベントへの参画・支援を行い、地域活性化に貢献する。 

商工会議所が実施・支援している主要イベントは下記の通りである。 

春･･･尾道みなと祭、さくら茶会 

夏･･･尾道住吉花火まつり 

秋･･･グルメ海の印象派－おのみち－ 

（グルメマップ発行・期間限定メニューの創設・グルメ物産展の実施など） 

尾道灯りまつり 

 
(注 6) 尾道商工会議所支店長会  
尾道商工会議所創立 120 周年を記念し、平成 24 年に設立。尾道商工会議所議員・会員の出先事

業所の代表者をもって構成する。地域･行政や経済情報の収集･提供のほか、出先事業所であるが

故の他地域勤務時に感じた他地域の振興事業など街づくりについての様々な情報・意見を集約 

し、商工会議所事業への反映や行政への提言を実施する。 

 

（目標） 
 ・街づくりと地域の活性化については、尾道市の街づくりビジョンに連動して、事業の検討・

実施をするなかで、小売商業事業者のスキルアップと観光客誘致を行い、地域の賑わい・ 

地域内消費の拡大に努め、地域小売商業を中心とした地域経済活性化を図る。 

実施内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

尾道市や関係団体との 

意見交換会議 開催回数 

10 回 12 回 14 回 16 回 18 回 20 回

店舗向け研修会等開催数 ５回  ５回  ６回  ７回  ８回  ９回

店舗向け研修会受講者数 165 人 150 人 160 人 180 人 200 人 220 人

学割サービス導入店舗 未実施 検討 10 件 15 件 15 件 20 件

イベント実施・支援回数 ６回   ６回 ６回 ６回 ６回 ６回
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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ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

専門家や他の支援機関との連携により事業者の相談対応を行ってきたが、地区担当制で

相談業務を対応していたため、そこで得た支援ノウハウや事例などを所内で共有させる

機会を設けていなかった。他の会議所との情報交換も事業に反映させることも出来てい

なかった。専門家や他の支援機関・商工会議所との情報交換をはじめ支援ノウハウを習

得し、所内で情報を共有するため下記の取組を行う。 

 
 ・地域の税理士・中小企業診断士など専門家や金融機関等と、事業者への連携支援を行う際 

に、専門家や金融機関の持つ、支援ノウハウや情報を習得する。また、同時に商工会議所の

活用を勧奨する。 

 ・記帳指導員として委嘱の税理士等の指導報告時(月１回)、日本政策金融公庫との勉強会(年

１回)において、新制度や施策等の情報交換や支援事例・支援ノウハウを習得する。 

・会議･研修等を通じて県内県外の商工会議所指導員との情報交換に加え、今まで実施してい

なかった他商工会議所の先進事例については視察訪問の実施を検討するなど、他地域の情 

報・小規模事業者の動向・各種施策の利用状況や支援事例の情報を共有し、先進事例につい

ては導入を検討する。 

・ミラサポによる専門家派遣や中小企業基盤整備機構・ジェトロなど支援機関の専門員と、 

小規模事業者への同行訪問・支援を積極的に行い、専門家や専門支援機関等の持つ支援施策

情報や支援ノウハウなどを習得し、支援スキルの向上に努めるとともに、「事業計画の策定

と実施支援」「小規模事業者販路開拓支援」に活用する。 

 ・上記の取組で得た情報・ノウハウは、所内会議(月２回・各 30 分)や職員研修会(年６回・各

１時間)で発表・説明を行い、経営指導員等で情報を共有する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

従来より経営指導員向けの研修会への参加や、自所主催のセミナーへの経営指導員の受

講、専門家や他の支援機関との連携帯同訪問など、経営指導員が研修や支援能力を高め

る機会はあった。しかし、そこで得た情報や知識などを実際の支援に活かせてなく、所

内での情報共有も至っていなかった。そこで、上記Ⅰと同様、支援ノウハウなど所内で

共有させる体制を整備する。また研修会も従来までのテーマに加え、販売促進など事業

者への相談・支援に活かせる研修会への参加も行い、経営指導員の資質向上に努める。

 
 ・日本商工会議所や広島県商工会議所連合会主催による研修会への参加に加え、中小企業基 

盤整備機構等各支援機関主催の研修や、国や県主催の各種支援施策の新設・拡充時の説明会

に参加し、施策情報を習得し、小規模事業者への指導・助言など支援に活用する。 

 ・地域事業者と商工会議所の伴走型支援体制を構築するためにも、事業計画策定支援や事業計

画実施支援の研修への積極的参加や、販売促進の手法や売上アップに繋がるセミナーなど 

従来まで参加していなかったテーマの研修会への参加を積極的に行う。 
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・商工会議所内で経営指導員等を対象とした職員研修会(年６回・各１時間)を開催し、 

外部専門家を講師とした研修のほか、専門家派遣に帯同した指導員から支援ノウハウや、 

各種研修・説明会参加の職員から支援施策情報や研修内容を説明し、所内の経営指導員の 

情報や支援手法等を共有させる。 

・経験の少ない若手経営指導員に対しては、管理職などをはじめ経営指導員が一緒に経営指 

導をサポートするなど、チーム体制で経営支援を実施し、若手経営指導員の育成と事業者へ

の支援の質の均一化を図る。 

 

 

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 

 
 ・所内において、中小企業相談所長と次長・相談課長・業務課長で年２回実施状況を確認し、

今後の実施スケジュールを確認する。実施状況・目標数値への達成率を検討し、実施時期・

内容の見直しを検討する。 

 ・また年１回、年度後半に外部専門家による、他地域の事業や他の事業所の支援事例の活用 

など助言を受け、次年度の事業内容・スケジュールを見直し・改善策を検討する。 

・本計画は広島県事業評価システム及び当所中期行動計画の実施方針とリンクした部分が 

あり、年２回実施の当所中期行動計画推進管理特別委員会(注 7)においても実施状況を 

報告し、達成状況や外部専門家の助言を考慮した事業評価・事業の見直しを行う。 

 ・上記の事業成果、評価、見直しにより策定した改善策については、正副会頭会議で諮り、 

  承認を得たのちに、ホームページへの掲載により地域の小規模事業者が常に閲覧できる体制

を整備する。 

 

 (注 7) 中期行動計画推進管理特別委員会  
尾道商工会議所議員、地域事業者等で構成される尾道商工会議所の特別委員会。 

平成 26 年度より実施を開始している中期行動計画の実施状況・内容について協議･検討･評価 

を行う。 
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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月現在）

（１）組織体制 

尾道商工会議所 事務局 

     専務理事：１名・事務局長(総務課長兼務)：１名 

総務課（課員８名） 

尾道中小企業相談所 

 相談所長１名（経営指導員）・相談所次長１名（経営指導員） 

相談課（４名）経営指導員３名・補助員１名 

業務課（２名）経営指導員１名・補助員１名 

尾道地域中小企業支援センター 嘱託マネージャー２名 

  ※本経営発達支援事業は、尾道中小企業相談所に所属する経営指導員６名と 

補助員２名、中小企業支援センター嘱託マネージャー２名で対応する。 

（上記□枠内の職員） 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  尾道商工会議所 中小企業相談所 

    〒722-0035 広島県尾道市土堂二丁目１０番３号 

     ＴＥＬ  ０８４８－２２－２１６５  ＦＡＸ ０８４８－２５－２４５０

 ＵＲＬ http://www.onomichi-cci.or.jp 

     E-Mail  occi@onomichi-cci.or.jp 

専務理事 

事務局長 
兼総務課長 

総務課(課員８名) 

中小企業相談所長 
（経営指導員）

相談課長 
（経営指導員）

業務課長 
（経営指導員） 

相談課(課員３名)

経営指導員２名 

補助員  １名 

中小企業支援センター

嘱託ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ２名

業務課(課員１名)

補助員  １名 

中小企業相談所次長 
（経営指導員） 
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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） 

 ２８年度

(28年4月

以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 17,470 17,470 17,470 17,970 17,970

 

小規模事業経営支援事業費 

講習会開催費 

金融指導費 

記帳指導員謝金 

小規模事業施策普及費 

地域エリアサポーター推進費 

特別相談事業費 

 指導研修等旅費 

 

一般会計 

 部会活動費 

 委員会活動費 

 

 

5,270

1,300

500

2,400

200

100

320

450

12,200

3,200

9,000

5,270

1,300

500

2,400

200

100

320

450

12,200

3,200

9,000

5,270

1,300

500

2,400

200

100

320

450

12,200

3,200

9,000

5,270 

1,300 

500 

2,400 

200 

100 

320 

450 

 

12,700 

3,500 

9,200 

5,270

1,300

500

2,400

200

100

320

450

12,700

3,500

9,200

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金・県補助金・市補助金・会費 

 

 

（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 

経営分析、事業計画策定、事業計画実施、創業支援における、専門家の派遣による専門

的な課題の把握と対応策の検討並びに支援施策の有効活用など、連携支援により円滑な

相談対応・支援の体制を構築。 

連携者及びその役割 
 
・尾道市 商工課（創業支援・融資利子補給など） 

代 表：産業部長 佐藤 顕治 

所在地：広島県尾道市久保一丁目１５－１ 

ＴＥＬ：０８４８－３８－９１８２ 
 
・中小企業基盤整備機構中国本部（地域資源活用･農商工連携･販路開拓･事業承継･海外展開） 

代 表：本部長 井上 秀生 

所在地：広島県広島市中区八丁堀５－７広島ＫＳビル３Ｆ 

ＴＥＬ：０８２－５０２－６３００ 
 
・日本貿易振興機構 広島貿易情報センター（海外展開･海外市場調査） 

代 表：所長 髙橋 弘紀 

所在地：広島県広島市中区千田町三丁目７－４７広島情報プラザ４Ｆ 

ＴＥＬ：０８２－５３５－２５１１ 
 
・公益財団法人ひろしま産業振興機構（チーム型支援･創業支援･専門家派遣･販路開拓･海外展開） 

代 表：理事長 深山 英樹 

所在地：広島県広島市中区千田町三丁目７－４７広島情報プラザ内 

ＴＥＬ：０８２－２４０－７７１５ 
 
・よろず支援拠点（売上拡大・経営改善） 

代 表：コーディネーター 畑 博士 

所在地：広島県広島市中区千田町三丁目７－４７広島情報プラザ内 

ＴＥＬ：０８２－２４０－７７０６ 
 
・広島県事業引き継ぎ支援センター（事業承継・後継者バンク活用） 

代 表：統括責任者 平野 勝正 

所在地：広島県広島市中区基町５－４４広島商工会議所ビル７Ｆ 

ＴＥＬ：０８２－５５５－９９９３ 
 
・日本政策金融公庫尾道支店（金融支援・創業支援） 

代 表：支店長 浜 晋治 

所在地：広島県尾道市東御所町１－２０ＪＢ本四高速尾道ビル４Ｆ 

ＴＥＬ：０８４８－２２－６１１１ 
 
・管内金融機関（金融支援） 

（広島銀行・中国銀行・しまなみ信用金庫・もみじ銀行・愛媛銀行・三井住友銀行・ 

伊予銀行・山口銀行・広島県信用組合・備後信用組合） 
 
・ミラサポ登録専門家（新分野進出・販路開拓・商品開発ほか多数の経営課題への助言･支援） 
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連携体制図等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域事業者・創業希望者 

（相談者） 

専門的課題の把握と事業計画策定・実施における連携支援 

様々な支援機関と連携することにより、各支援機関の有する専門的な知識や情報、支援

施策の有効活用ができる。専門的な経営課題の把握・解決や、事業計画策定・事業計画

の実施支援に繋げ、創業や経営革新・第二創業希望者を含め、地域の事業者の経営の安

定化・持続的発展への円滑な支援が期待できる。 

尾 道 商 工 会 議 所
尾道地域中小企業支援センター 

 
経営分析・事業計画策定・実施支援（専門的な課題・対応を含む） 
 中小企業基盤整備機構 ･･･地域資源活用・農商工連携・販路開拓 
 ひろしま産業振興機構 ･･･専門家派遣・チーム型支援・知財支援など 
 よろず支援拠点    ･･･売上拡大・経営改善 
 ミラサポ登録専門家  ･･･専門家派遣・新分野進出･販路開拓･新商品開発など 
創業支援 

 尾道市商工課     ･･･創業総合相談会開催・創業融資利子補給 
 日本政策金融公庫   ･･･創業総合相談会開催・創業融資支援 
 ひろしま産業振興機構 ･･･創業総合相談会開催 
金融・資金繰り支援 

 日本政策金融公庫   ･･･マル経融資ほか各種融資支援・資金繰り改善支援 
 管内金融機関     ･･･県･市の制度融資支援・資金繰り改善支援 
 尾道市商工課     ･･･マル経融資利子補給・市融資信用保証料補助 
海外展開 

 日本貿易振興機構   ･･･海外販路開拓・海外市場調査 
 中小企業基盤整備機構 ･･･海外販路開拓・海外市場調査 
事業承継 

 広島県事業引継ぎ支援センター ･･･専門相談員の派遣・相談会開催 
                  後継者バンクの活用による創業希望者との 

マッチング 
 中小企業基盤整備機構 ･･･専門家の派遣 
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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 

地域経済活性化事業の検討・実施における連携 

連携者及びその役割 
 
・尾 道 市 商工課（商工業振興事業・イベントなど） 

観光課（観光振興事業・イベント・観光客誘致など） 

政策企画課（街づくりビジョン策定・広域ＰＲ・広域連携など） 

 代 表：産業部長 佐藤 顕治 ・ 企画財務部長 戸成 宏三 

所在地：広島県尾道市久保一丁目１５－１ 
 
・一般社団法人 尾道観光協会（観光イベント・観光客誘致など） 

代 表：会長 川﨑 育造 

  所在地：広島県尾道市長江一丁目３－３ 

   

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域経済活性化に向けた事業の検討・実施における連携 

従来より３者との連携体制は構築されているが、尾道市が新たに策定する街づくりビ

ジョンにより、３者が同じ方向に向かって地域活性化に取り組む必要がある。街の魅

力度アップ・居住人口の増加・観光客誘致・地域購買力とブランド力向上に向け、連

携を強化することで、より効果の高い地域経済活性化事業の実施が期待できる。 

尾道商工会議所 

尾道市 
＜商工課＞ 

・商工業振興事業等の検討･実施に係る連 
携･情報交換 
小売店主向けセミナー・店舗表彰事業

地域内就職促進事業 など 
＜観光課＞ 

・観光振興事業等の検討･実施に係る連携･

情報交換 
各種イベント実施・観光ＰＲ 
観光客誘致・観光客受入体制整備 
観光客の動向調査など 

＜政策企画課＞ 

・街づくりビジョン策定や広域交流事業の

検討･実施に係る連携･情報交換 
  街づくりビジョンの策定・広域ＰＲ 

広域連携事業 など 

一般社団法人尾道観光協会 

・観光振興事業等の検討･実施に 
係る連携･情報交換 
観光振興イベント・観光ＰＲ 
観光客誘致 
観光客受入体制整備 
 観光客の動向調査 など 


