
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
福山商工会議所（法人番号 1240005007833） 

実施期間 平成 30年 4月 1日から平成 33年 3月 31日 

目標 

１．小規模事業者数の維持 

 「企業経営力強化支援」、「創業及び事業承継支援」、「販路拡大支援」を実施

方針とし、小規模事業者数の減少に歯止めをかける。 

２．個々の強み・特性を活かした小規模事業者の魅力向上 

 「特産品のブランド化支援」、「地域の価値や魅力発信」、「経営者の育成」を

実施方針とし、小規模事業者の魅力向上に取組む。 

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】 

売上など事業計画を策定する上で参考となる地域の経済動向を継続的に収

集し、整理、分析の上、小規模事業者に提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  需要を見据えたビジネスプラン等を策定する上で必要な経営の実態把握を

行う。財務状況や強み、弱みなどを把握した上で、経営状況を分析し事業

計画策定等、今後の当該企業に対する支援に活用していく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  経営状況の分析や市場調査の結果等を踏まえ、需要を見据えた事業計画を

策定するための指導、助言を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画策定後、定期的な巡回等を行い、策定した事業計画における進捗

状況を確認し、支援対象の小規模事業者、事業承継者に応じて必要な支援

を伴走型で実施する。創業者についても適宜実施支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  需要を見据えた新商品開発、販売促進を支援するために、業種や商品別の

動向について情報を収集、整理、分析の上、小規模事業者に提供する。ま

た、個者の商品・役務の需要動向を調査するためテストマーケティングを

行う。 

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】 

  多様な顧客ニーズに合った商品・役務を提供・発信する機会を増大させる

ため、商談会を開催し参加を促す。また、アンテナショップ等への出品支

援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  中心市街地活性化、観光活性化、松永地区活性化について、福山市及び事

業者団体等が参画し意識・目標を共有する場を創設し、目的、目標、達成手

段、各主体の役割分担を明確にし、事業の効果、効率化を検証しつつ連携し

て取組む。 

連絡先 

住 所：広島県福山市西町二丁目 10番１号 

電 話 番 号：０８４－９２１－２３４５（代表） 

         ０８４－９２１－８７３４（担当：経営課） 

代表Ｅ－mail:cci@fukuyama.or.jp 

ＨＰアドレス：http://www.fukuyama.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．福山市の概要 

  

（１）位置・市域 

 

当市は、広島県の東南端、瀬戸内海に面した山陽道のほぼ中央に位置している。東の岡山

市からは 58km、西の広島市から 103kmの距離を隔て、それらの大都市の影響を大きく受ける

ことなく、政治経済、文化等、あらゆる面で備後圏のリーダーとしての役割を担っている。 

市域は平成 29年３月１日現在、東西 29.5km、南北 45.7km、面積 518.14㎢。 

 

 
 

（２）発展経緯 

 

 大正５年の市制施行により市域は 5.8㎢、人口 32,356人の福山市が誕生した。その後、

隣接する 12 カ村の合併により市域を拡大。第二次大戦中には市街地の８割が焦土と化す空

襲を受け、多くの死傷者がでるとともに、産業面でも大きな打撃を受けたが、戦後は以下の

転換点を経て発展してきた。 

 

①合併による拡大 

 昭和 50年までに、松永市など１市 14町と合併し、市域を拡大。さらに平成の大合 

併により、平成 18年までに、４町と合併し、現在の市域が形成された。 

 

②繊維の町から鉄の町へ 

 産業面では、繊維製品、木工品、畳表や琴など、特色ある伝統的地場産業で栄えてき

たが、昭和 36年には日本鋼管㈱福山製鉄所（現ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所）の誘致
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が決定し、西日本有数の工業都市となった。 

 

③成長著しい地元企業の上場 

 当市には、青山商事株式会社や福山通運株式会社など、全国的にも有名な企業もあり、

多種多様な企業が当地発で上場を果たしている。 

 また、ものづくりの街として、オンリーワン、ナンバーワンの技術をもつ企業や海外 

に展開する企業も多く、地元経済や雇用を支えている。 

 

 上場企業  (50 音順) 
  企業名 事業内容 株式市場 

1 青山商事（株） 紳士服・関連洋品小売 東証 1部 

2 アシードホールディングス（株） 
自動販売機による飲料・

食品の販売管理 
東証 2部 

3 （株）アドテックプラズマテクノロジー 
半導体製造装置関連機器

の製造 
マザーズ 

4 （株）石井表記 
プリント基板製造装置製

造 
東証 2部 

5 （株）エフピコ 合成樹脂製簡易容器製造 東証 1部 

6 （株）オービス 
プレハブハウス製造・販

売・リース 
JASDAQ 

7 （株）コーコス信岡 ユニフォーム等製造 JASDAQ 

8 （株）自重堂 
トータルメンズファッシ

ョン企画製造 
東証 2部 

9 日東製網（株）福山工場 
漁網、ゴルフネット等製

造 
東証 1 部、名証 1 部 

10 （株）ハローズ 
食料品主体のスーパーマ

ーケット 
JASDAQ 

11 福山通運（株） 貨物自動車運送業 東証 1部 

12 マナック（株） 難燃剤、工業薬品販売 東証 2部 

13 ローツェ（株） 
液晶ガラス基板製造用搬

送装置の開発製造販売 
JASDAQ 

   （当所調べ） 

 

④中核都市への移行 

 平成 10年には、中国地方では岡山市に次いで２番目となる「中核市」へ移行するな 

ど、福山市の拠点性はさらに高まった。 

 

⑤市政 100年 

 平成 28年に市制施行 100周年を向かえ、「人間環境都市」を基底に、「にぎわい し 

あわせ あふれる躍動都市 ばらのまち福山」を将来都市像として位置づけ、その実現 

に取り組んでいる。 
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（３）位置づけ 

 

①広島県の東の拠点、人口規模第２位  

当市の人口は大正５年の市制施行より一貫して増加してきたが、近年は増加ペースが鈍化

し、ほぼ横ばいで推移している。 

広島県全体に占める人口割合は 16.3％となっており、人口規模で県内第２位、中国地方第

４位の都市となっている。 

 

（人口の推移） 

年 人口 

1965年 301,376人 

1975年 405,677人 

1985年 441,502人 

1995年 453,791人 

2000年 456,908人 

2005年 459,087人 

2010年 461,357人 

2015年 464,811人 

 ※人口は、現在の市域による。 

 ※出典「国勢調査」。福山市 HPより転載。 

 

 当市の製造品出荷額等は 20,519 億円で県内で第２位、全国で第 18 位に位置してい

る。商業面では、卸売業の年間商品販売額は 9,000億円、小売業の年間商品販売額は 4,749

億円でいずれも県内第２位に位置している。 

 

②備後地域の拠点都市 

 当市は、古くから備後地域の拠点都市として、工業、商業ともにバランスよく発展し 

てきた。また当市が発展することで、近隣市町村へも事業所の立地、人口増というかた 

ちで波及効果を発揮してきた。 

 

 しかし、人口減少社会の到来により、当市の人口は横ばいを保っているが、備後地域 

では減少が始まっている。そうした状況のなか、平成 26年には、国の新たな広域連携 

モデル構築事業の委託を受け、「びんご圏域活性化戦略会議」を立ち上げた。 

 

この会議は、「備後圏域連携中枢都市圏」を構想し、中核都市である当市が、近隣の 

三原市、尾道市、府中市、世羅町、神石高原町、笠岡市（岡山県）、井原市（岡山県）と

連携し、「経済成長のけん引」「高次都市機能の集積・強化」「生活関連機能サービス向上」

を目的に、「豊かさが実感でき、いつまでも住み続けたい備後圏域」をめざすもので、当

市にはその中心的役割が期待されている。 
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③観光拠点、倉敷と尾道の中間点  

観光地として知名度の有る、倉敷市と尾道市の中間に位置しており、当市の南部、沼

隈半島の先端に位置する「鞆の浦」は、潮待ち風待ちの港として栄え、「万葉集」で大伴

旅人の歌にも詠まれており、古い町並みや数ある神社仏閣や港湾施設に往時の繁栄の跡

を偲ぶことができるなど、有力な観光資源を有している。 

 

 

２．地域の課題 

 

 当地域は、今後発展していくにあたり、多大なポテンシャルを有しているが、以下の

課題があり、今後、課題解決に取り組む必要がある。 

 

（１）小規模事業者数の減少 

 

 経済センサスによる当所管内の小規模事業者数は下記のとおり減少傾向にある。地域

の活力を維持するためには、雇用の受け皿でもある小規模事業者数の減少に歯止めをか

ける必要がある。 

 

年度 当所管内小規模事業者数 

平成 21年度 12,958 

平成 24年度 12,188 

平成 26年度 11,991 

 

（２）業種別構成から見る課題 

 

 経済センサスによる、業種別構成をみると、県内第２位の都市規模であることを特徴

づけていた、商業（卸売業、小売業）及び製造業の比率が、わずかではあるが減少傾向

にあり、経済のソフト化の傾向は今後も加速すると考えられる。 

 また、下のグラフに示すとおり、主に商業、製造業などを対象にした事業所支援業種

である「情報通信業」の状況を RESASで確認すると、「映像・文字・音声情報制作業」の

構成比 60．3％（全国 55．7％）、「インターネット付随サービス業」の構成比 6.3％（全

国 9.1％）と同業種のなかでの構成比が全国平均より下回っており、インターネット等

のコンテンツで事業所を支援する業種を創業支援などで増やす事で、商業、製造業など

の競争力強化や活性化につなげる必要がある。 

 

 

経済センサスによる福山市の業種別構成   

  平成 21年 平成 26年 

 全産業 22,998事業所 21,683事業所 

卸売業，小売業 26.6％ 26.0％ 
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製造業 12.6％ 12.3％ 

宿泊業，飲食サービス業 11.7％ 11.2％ 

建設業 9.0％ 8.5％ 

生活関連サービス業，娯楽業 8.9％ 9.3％ 

不動産業，物品賃貸業 6.7％ 6.8％ 

サービス業（他に分類されないもの） 6.0％ 6.1％ 

医療，福祉 5.9％ 7.2％ 

学術研究，専門・技術サービス業 3.7％ 3.8％ 

教育，学習支援業 2.8％ 3.1％ 

運輸業，郵便業 2.6％ 2.4％ 

金融業，保険業 1.7％ 1.7％ 

情報通信業 0.9％ 0.7％ 

複合サービス事業 0.7％ 0.6％ 

農業，林業、漁業 0.2％ 0.2％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0％ 0.0％ 

鉱業，採石業，砂利採取業 0.0％ 0.0％ 

 

 
 

（３）事業承継の困難 

 

 事業の不安定、先行きの不透明感、負債を次の世代に受け継ぐことへの不安、売上不 

振が承継する側、受ける側双方の不安感につながり、対象者がいても承継しない、させ

ない状況にあり、事業承継への取り組みに注力する必要がある。 
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（４）慢性的な人手不足 

 

 受注できても対応が困難な状況が発生しており、外国人労働者の確保にも限界があ

る。賃金上昇による利益の低下、労働時間の増加に伴う法令の抵触懸念 設備投資、

ＩＴ化、生産性向上への支援が必要になる。 

 

（５）郊外型店舗の急増 

 

市内にチェーン拡大を急ピッチで進める本部が２社存在し、既に飽和状態となる。 

周辺店舗の売上減少、中心市街地の通行客の減少、小売業、サービス業の疲弊が進む。 

一方で、セルフでなく、ひとを介して購入したいニーズもあるが、対応できていない。 

 

（６）ＩＴ、デザイン等、事業所支援業種の未発達 

 

 市内製造業等の高付加価値化を図る上で、デザイン等のアドバイスを受ける必要があ 

る際に選択肢が狭い。こうしたサービスを提供する事業者の育成が遅れており、事業と 

して成り立ちにくい状況にある。育成することができれば地域企業の高付加価値化に寄 

与することができる。 

 

（７）観光客が少ない、収入につながらない 

 

 倉敷と尾道に挟まれて通過点となっている。観光客の買い物や宿泊の受け皿となる施 

設が乏しい。販売を伸ばすモデル事業所の設定、集中的支援による事例づくり、地域外 

での販売に成功された中核事業所とのつながりの強化、地域を象徴するみやげ品などの 

物販が少ない。 

 

（８）駅前の再生、中心市街地の活性化が進展しない 

 

 郊外店舗やチェーン店の増加により、地元資本の小規模小売店、サービス店は、売上 

不振に陥っている。しかしすべてが低調なわけでもない。意欲ある事業者に対する販売 

知識の提供や起業支援を通して商業街区の活性化を図る。 

 

 

３．第１期計画の取組み 

 

（１）個者支援 

 

（現状） 

 小規模事業者の売上、利益の向上に寄与するため、経営状況分析や事業計画策定、及

び実施支援に取組んできた。経営指導員の資質の向上に努めるべく、研修等に取組み、

一定の手順を学んだことで、平成 28年度は 226者の経営状況分析を行い、144者の事業
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計画を策定し、72者のフォローアップを行った。 

 

（課題） 

 経営指導員研修により、経営状況分析や事業計画策定の手順や手法を習得できたこと

で、目標とする件数を超えることができた。しかし、いまだ精度に不足が感じられてお

り、より数をこなす必要を感じている。小規模事業者の売上、利益の向上において、明

らかな成果が得られたという状況にない。事業計画策定件数のうち、補助金申請や融資

を受けるための計画の割合が多く、本来目的の支援が乏しい現状にある。 

 

（２）創業支援 

 

（現状） 

 以前から相談件数は、多かったが、経営発達支援事業に取り組むことで、商工会議所

が頼れる支援機関であるとの認識や知名度が高まり、相談件数が増加した。経営指導員

による創業計画の策定、融資の実行、開業前のアドバイスなど、きめ細かく行ったこと

で、平成 28年度は 32件の創業を支援できた。 

 

（課題） 

 目標とする支援の件数は達成できたものの、支援の程度にばらつきがあり、複数の支

援を受けている創業者も１件に数えられているため、当所が目指す一貫性をもった質の

高い支援に至っているか疑問が感じられている。また、主婦の方が副業として仕事を始

めるという趣旨の創業が多く、本業として創業し、事業拡大や雇用を前提とした創業者

の支援に携われていないことも問題と感じている。 

 

（３）観光振興 

 

（現状） 

 地域内随一の観光地、鞆地区をメインとして「鞆の浦 de ＡＲＴ」を開催し、現代

アートの魅力を発信するとともに、観光地の事業者支援にも取り組む。観光拠点施設、

桝屋清右衛門内のみやげ品店の集中支援を行い、観光地区内の小売業の売上の底上げを

支援した。 

 

（課題） 

 作家 20名、期間は３週間にてアート作品を展示することで知名度向上につなげる「鞆

の浦 de ＡＲＴ」を開催したところ２万８千人の集客が図れた。しかしながら本来目的

としていた地域内における観光客の購買につながらず売上、利益の向上には至っていな

い。 

 

（４）商店街の活性化 

 

（現状） 

 商店街の活性化、にぎわい創出のため、商店街内の店舗に集客を促す、「まちゼミ福山」
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を実施した。また、「ふくやま手しごと自慢市」により、個性的な工芸の技を広く市民に

紹介する活動にも取組み、地域内店舗の知名度向上にも寄与した。 

 

（課題） 

 平成 28年度は「まちゼミ福山」は２回開催し、延べ 67講座、677人が受講した。「ふ

くやま手しごと自慢市」は２回開催し、延べ 204店が出店し、来場者は約１万人だった。

「まちゼミ福山」では、営業歴が浅く意欲的な商店が多く、本来活性化を支援する対象

者と想定している古くから営業されている商店の参加が少ない。知名度は向上できては

いるが、ある程度限られた範囲にとどまっていること、及び売上、利益の向上につなが

っているか、確認できていないことが問題と認識する。 

 

 

４．地域の目標 

 

 福山市は、第五次福山市総合計画（平成 29年度から平成 33年度までの５か年）にお

いて次の産業振興策を策定した。 

 当所としては、行政と一体となり地域の活性化に取組むため、福山市が掲げる方針に

連動し、独自の目標を設定し経済振興策の一翼を担う。 

 

・技術革新に対応できるものづくり人材の育成や新たな産業の創出、企業経営力の強化

につとめる。 

・特産品のブランド化や６次産業化を推進して販路の拡大を進めるとともに、新たな担

い手を育成する。 

・魅力ある商店街づくりに取り組み、新たな事業展開を行う経営者を育成する。 

・鞆の浦や福山城など地域の価値や魅力を発信し、国内外から多くのひとを呼び込む。 

・求職者と企業のマッチングを勧め、女性や高齢者など多様な人材の就業を促進する。 

（産業関連項目を抜粋） 

 

 

５．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

＜中長期的な振興のあり方・10年後の将来像＞ 

 環境変化や売上の低迷又は新規事業展開など、事業を遂行する上で課題に直面した小

規模事業者が、当所の支援を受け「経営状況分析」「事業計画策定」「計画策定後の実施

支援」を経て、新たな需要を開拓し売上、利益の向上を体験することで、自立的に持続

的経営が行えるようになる状態を目指す。 

 自立的とは、次のステップに進む際に、自ら「経営状況分析」「事業計画策定」に取組

み、取組みの困難性を認識したときには、早期に当所へ相談に来る状態を想定する。 

 

上記のように、事業が持続的に発展できる経営力を身に着け、継続できるようにする

ため、下記の取り組みを行う。 
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・小規模事業者が潜在的に有する強みを自覚することで、将来的に発展できる可能性

を自覚して頂くための機会を提供する。 

・自覚され新事業活動に取組まれる場合、経営状況の分析を行い、その結果を踏まえ

た事業計画策定を支援する。 

・事業計画に基づく結果の検証を行うことで、自らが計画を策定できる知識を身につ

けてもらい自立して頂く。 

 

 

６．第１期計画の評価 

 

 （１）「１．新たな産業創出」の評価 

   ①第１期計画における取組み 

    創業者の発掘・増加を図るため、ひろしま産業振興機構、福山地域中小企業支

援センターと連携し創業塾を開催するとともに、個別の相談に対しては、創業計

画策定支援、創業融資の斡旋に取組んだ。 

また、創業後の不安定な時期を支援するため創業フォローアップ講座の開催や

個別相談を実施した。 

 

   ②取組みに対する評価 

    創業を希望される方の業種に偏りがあり、「新たな産業創出」の糸口を見出せな

かった。 

具体的には、飲食業、美容院などの創業希望者が従事している業種では、正規

雇用でないことや、賃金上昇が見込めないことで将来的な生活設計が困難と言う

理由での創業希望が多かった。 

 

   ③本計画での位置づけ、今後の展開 

    本計画の「目標１．小規模事業者数の維持」実施方針の「創業及び事業承継支

援」に「新たな産業創出」を取りこみ、特に当地域の課題である「インターネッ

ト等のコンテンツで事業所を支援する業種」などの産業支援業種の創業促進に取

組む。 

 

 （２）「２．活力ある地場産業への再生支援」の評価 

   ①第１期計画における取組み 

    当地域の地場産業である、繊維製品、機械金属製品、家具・木工製品、伝統工

芸品である琴製造業の支援に取組むため、巡回訪問などでの聞き取りを行い、経

営環境分析、経営計画作成の取組みを勧めた。 

 

   ②取組みに対する評価 

    いずれの地場産業も、経営者の高齢化が進んでおり、経営環境分析や経営計画

作成などの新たな取組みを推奨したが、取組み意欲を示されることは稀であっ

た。 

また、古くからある産業の喫緊の課題は、後継者難による事業承継であることが
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把握できた。 

    

   ③本計画での位置づけ、今後の展開 

    本計画の「目標１．小規模事業者数の維持」実施方針の「創業及び事業承継支

援」に「地場産業の再生」を取りこみ、本計画においても取組みを継続する。 

特に高齢の経営者に対しては「事業承継診断」を行い、廃業阻止につなげる。 

 

（３）「３．時代のニーズに対応した産業活動基盤の強化」の評価 

   ①第１期計画における取組み 

    地球環境負荷への極小化、高度情報通信技術への対応、海外進出の強化を取組

み目標として掲げ、各種セミナーでの啓発、ＩＴ補助金の活用、専門家相談への

誘引に取組んだ。 

 

   ②取組みに対する評価 

    小規模事業者の認識する課題は、眼前の販路開拓や人手不足など当該事業所に

とって緊急性の高いものに目が向きがちで、「分かってはいるが、今は取組めな

い、取組まない」課題への関心は総じて低かった。 

    また、ＩＴを活用した生産性向上による人手不足解消は、小規模事業者ほど必

要性を感じたが、事業者自身がＩＴ化を自身の問題と捉えるに至っていないこと

が確認できた。 

 

   ③本計画での位置づけ、今後の展開 

   本計画の「目標１．小規模事業者数の維持」実施方針の「企業経営力強化支援」

と「目標２．個々の強み・特性を活かした小規模事業者の魅力向上」実施方針の

「経営者の育成」に「産業活動基盤の強化」を取りこみ、より個者支援に特化し

た取組みを本計画において実施する。 

 

（４）「４．人材育成・確保機能の強化」の評価 

   ①第１期計画における取組み 

    巡回指導、景気観測調査の付帯調査として人材に関する情報収集を行った。 

    また、各種の階層別のセミナーや人材確保セミナーを開催した。 

 

  ②取組みに対する評価 

   巡回指導、景気観測調査では人材不足・人手不足の声が多く寄せられた。今後

も少子化が続く状況では、一般的なセミナーでの啓発では中小小規模事業者の対

応は追いつかないと認識した。 

 

   ③本計画での位置づけ、今後の展開 

   本計画の「目標１．小規模事業者数の維持」実施方針の「企業経営力強化支援」

と「目標２．個々の強み・特性を活かした小規模事業者の魅力向上」実施方針の

「経営者の育成」に「人材育成・確保機能強化」を取りこみ、生産性向上に関す

るセミナーや研修を開催し、小規模事業所内で生産性向上に取組む人材育成、並
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びにＩＴ補助金等を活用した生産性向上の促進に取組む。 

 

（５）「５．地域商業及び中心市街地の活性化」の評価 

   ①第１期計画における取組み 

    中心部商店街において、「街ゼミ」、「手しごと自慢市」、「福山駅前等歩道空間活

用社会実験 OPEN STREET FUKUYAMA」を開催し、活性化に取組んだ。 

 

   ②取組みに対する評価 

    イベントでの活性化は一過性なものに終わってしまう。個者支援と連動して開

催することで、より効率的、効果的な取組みが可能となると認識した。 

 

   ③本計画での位置づけ、今後の展開 

   本計画の「目標１．小規模事業者数の維持」実施方針の「販路拡大支援」と「目

標２．個々の強みを活かした小規模事業者の魅力向上」実施方針の「地域の価値

や魅力発信」、「経営者の育成」に「地域商業、中心市街地の活性化」を取りこみ、

個者支援との連動性を深めたイベント開催を行う。 

 

（６）「６．産学官金民の連携による産業支援機能の強化」の評価 

   ①第１期計画における取組み 

    「特定非営利活動法人中小企業販路開拓支援協議会」、「広島県東部産業支援会

議」、「オール広島創業支援ネットワーク」並びに「広島県事業承継ネットワーク」

に参画し、連携強化に取組んだ。  

 

  ②取組みに対する評価 

    関係機関との役割分担、支援担当者の人脈構築が進み、特に、公益財団法人ひ

ろしま産業振興機構とは、創業サポーター制度の活用を当所で一部担うなど連携

が深化した。 

 

   ③本計画での位置づけ、今後の展開 

    本計画内の目標としての位置づけは成されていない。これは、上記の連携強化

により、関係機関相互の役割分担が明確になり、通常業務として対応が行われる

ようになったもので、上記①記載する協議会とうには今後も参画し、情報交換、

支援事例紹介を通じ、支援力の強化、支援機能の補完など、今後も関係強化に取

組むものである。 

 

 以上の評価に基づき、本計画においては、下記７．のとおり目標を整理する。 

 

 

７．本経営発達支援計画の目標と実施方針 

 

 地域の課題、これまでの取組み、福山市の第五次総合計画、小規模事業者の中長期的

な振興のあり方、前回計画の評価を踏まえ下記の２点を目標に設定し、２つの目標達成
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のための実施方針その１．～その６．に基づき、各種事業に取り組む。 

 

※下線部は新規の取組み。 

 

目標１．小規模事業者数の維持 

 

実施方針その１．企業経営力強化支援 

 

 経営状況の分析、事業計画策定、及び計画策定後実施支援に取組み、小規模事業者の

自立を促すためＰＤＣＡに基づくマネジメントサイクルの導入、定着を助言する。需要

を見据えたビジネスプラン等の作成を支援することで企業経営力を強化し、小規模事業

者数の減少に歯止めをかける。 

 

実施方針その２．円滑な創業、及び事業承継による持続的な発展の支援 

  

需要を見据え、顧客の確保に取り組むことで、売上、利益の向上につながり経営を持

続させるよう支援し、小規模事業者数の減少に歯止めをかける。 

 

実施方針その３．販路拡大支援 

 

 特産品に関わらず地域内小規模事業者の販路拡大を支援するため、従来から取り組む

「広域取引商談会」、「ビジネス交流フェア」を継続参加、及び実施する。今後、当所が

主催して県外企業の支店長などを招き、福山の手みやげ、贈答品を直接紹介する場を創

設するなど事業者間交流を促進し、小規模事業者の販路拡大に貢献する。 

 

目標２．個々の強み・特性を活かした小規模事業者の魅力向上 

 

実施方針その４．特産品のブランド化支援 

 

 福山市の取り組まれる「イチオシ！福山ビジネス手土産」、「福山ブランド」などの施

策に基づく出品を側面的に支援する他、上記の施策と連動しブランド化に取組まれる小

規模事業者を対象としたセミナー、研修等を開催し、ブランド力や営業力強化を支援す

る。 

 

実施方針その５．地域の価値や魅力の発信 

 

 イベントの開催によって一定程度の知名度向上にはつながっているが、観光客の消

費、すなわち地域商店等の売上にはつながっていないという指摘がある。もともと観光

客が購入する商品を販売する店舗が少ないという理由もあり、中長期的観点からこの解

決策を見出す。ＩＴ、デザイン等、事業所支援業種の利用を促し、こうした業種の受注

機会拡大にも寄与する。 

 



- 13 - 
 

実施方針その６．新たな事業展開を行う経営者の育成 

 

 「まちゼミふくやま」、「ふくやま手しごと自慢市」を継続開催し、平成 29年度から開

催する「福山駅前等歩道空間活用社会実験 OPEN STREET FUKUYAMA」の３事業の開催

時期を連動させ、相乗効果を高め、個者の知名度向上に寄与する。 

また、成長意欲のある事業者に対してセミナーを開催し、事業計画策定を促す。事業

計画を策定し、伴走型で支援することにより、新たな事業展開による事業目標の達成を

実現する。 

 

～目標達成に向けた仕組みの構築～ 

 

 本計画の目標達成に向け、当所が提供する支援に個者を取り込むには、支援する側が

理想とする仕組みを想定し、構築するためにＰＤＣＡサイクルを回し、改良、改善する

ことが重要であると考える。 

 個者に支援機関からの支援の受け方を理解していただき、参加していただくために

は、「巡回により接点をもつ」「参加しやすいセミナーへの参加を促す」「本質的な支援を

受ける場としての研修（塾）への参加を促す」「研修（塾）で得た自社の気付きを解決す

るための窓口相談を勧める」「課題解決のための支援施策の活用」の各段階を経て、成果

を出すことが伴走型支援の理想的な仕組みと考え目標達成に向け取組みたい。 

 また、次の支援案件発掘に向け、「成果を上げた個者の事例を広めること」で、新たな

支援案件を掘り起こす。 

 こうした、サイクルを繰り返し回し広げることで地域の課題解決につなげたい。 

 

【事業の連動性】 

1 年を通して行うセミナーや研修は、相互に連動性を持って行い、案件発掘と個者支

援を同時に行う体制を構築し、効率化に取り組む。 
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【成功事例創出のサイクル】 

支援を受けた方をお招きして、支援の体験報告を行って頂く。小規模事業者の多くは、

支援が何であるかわかっていないが、正しく理解して頂き、支援の要望を募る。 
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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 30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】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○計画通り取り組み、事業評価委員会においても特段の指摘はなかった。 

 

○売上など事業計画を策定する上で参考となる指標への認識が甘く、収集する統計情報

を単に参考資料として個者に提供するだけに終わっていた。 

参考となる指標を理解するため担当制を導入するなどの仕組み構築を課題として認識

した。 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○第１期計画において実施した調査は原則として継続し、効果的な情報収集、整理、分

析、提供のため、担当を決めて取組む。また、本計画においては、消費動向、企業、

個人の支出の動向を参考にすることで地域経済動向を把握することに適していると

思われる５項目を新規に調査することとした。 

 

 ※新規調査項目は（２）の④に「【新規】」として表示 

 

○これまでは、情報を収集する上で活用イメージや目的を明確にしていなかったこと

で、労力をかけて収集、整理、分析したデータが十分に活かされなかった。 

今後は、所報、ホームページにおいて情報提供するとともに、事業計画策定の精度向

上に役立てる。 

 

（１）地域経済動向調査の狙い 

 

 当所が行う事業計画策定支援に活用するのみでなく、広く提供することで小規模事業

者の経営判断に役立つ情報の提供をタイムリーに行う。 

  

（２）調査内容 

 

 事業計画を策定する際に役立つ、消費動向や想定される消費者の給与水準など数値的
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な根拠につながる情報を中心に収集、分析、整理、提供する。 

 

①福山市の景気観測調査【継続】 

調査の狙い 毎月、当所管内 200社の中小企業に対し、当月と３ヶ月先の見通

しを調査項目に従い調査することで、中小企業の景況感を把握

し、事業計画策定ならびに経営判断の参考に供する。 

調査対象 調査対象は、各業種から当所議員企業も含め、当地域において代

表的な中小企業を選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業種 調査対象数 

機械 16社 

金属 12社 

食品 ７社 

繊維 ８社 

電気機械 10社 

木材 10社 

その他 18社 

卸売 34社 

小売 24社 

建設 22社 

運輸 14社 

サービス 14社 

その他 11社 

合計 200社 

調査方法 郵送によるアンケート調査 

調査項目 売上額、受注、原材料・商品仕入などの項目について、当月実績

見込みと、３ヶ月先の見通しを調査 

活用方法 所報、ホームページによる提供 

経営指導員による、巡回、個者支援での提供、活用 

 

②賃金・夏季賞与調査【継続】 

調査の狙い 年１回、当所管内 200社の中小企業に対し、賃金の動向、夏季賞

与の動向を調査することで、企業の業績動向、賃上げの動向を把

握し、事業計画策定ならびに経営判断の参考に供する。 

調査対象 調査対象は、各業種から当所議員企業も含め、当地域において代

表的な中小企業を選定する。 
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業種 調査対象数 

機械 16社 

金属 12社 

食品 ７社 

繊維 ８社 

電気機械 10社 

木材 10社 

その他 18社 

卸売 34社 

小売 24社 

建設 22社 

運輸 14社 

サービス 14社 

その他 11社 

合計 200社 

調査方法 郵送によるアンケート調査 

調査項目 賃金、夏季賞与 

活用方法 所報、ホームページによる提供 

経営指導員による、巡回、個者支援での提供、活用 

 

③流動客調査【継続】 

調査の狙い ３年に１回、福山市中心部及び JR 松永駅周辺の流動客状況を調

査し、事業計画策定ならびに経営判断の参考に供する。 

調査方法 対象 62地点（福山市中心部 57地点、JR松永駅周辺５地点）に人

員を配置し、平日、休日の時間帯別の人の流れを記録 

調査項目 上記地点における、中学生以上（推定）の歩行者、自転車利用者 

活用方法 所報、ホームページによる提供 

経営指導員による、巡回、個者支援での提供、活用 

 

④行政等が実施する各種統計データ調査【継続】 

調査の狙い 毎月１回、関係機関が実施する各種統計資料より業種毎の動向等

を調査し、事業計画策定ならびに経営判断の参考に供する。 

調査方法 各種統計資料の最新情報を関係機関の HPから収集する。 

調査対象資料・調

査項目 

福山市人口（住民基本台帳） 

【調査機関：福山市】 

人口 

消費者物価指数 

【調査機関：総務省、広島県】 

消費者物価指数（福山市、全国） 

求人・求職 

【調査機関：福山公共職業安

定所】 

有効求人数、有効求職者数、有効

求人倍率 

福山港外国貿易額 輸出高、輸入高 
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【調査機関：神戸税関福山支

署】 

新設住宅着工数 

【調査機関：国土交通省、福山

市】 

新設住宅着工数（広島県、福山市） 

広島県の賃金、労働時間及び

雇用の動き【新規】 

【調査機関：広島県】 

賃金給与総額、総実労働時間、常

用雇用数 

福山市建築確認申請取扱件数

【新規】 

【調査機関：福山市】 

住居専用、一戸建て住宅、工業用、

商業用、その他 

新車登録台数【新規】 

【調査機関：中国運輸局】 

新車登録台数（広島県、福山市） 

百貨店・スーパー・商品別販売

額【新規】 

【調査機関：中国経済産業局】 

百貨店、スーパーの商品別販売額

（広島県） 

専門量販店販売動向【新規】 

【調査機関：中国経済産業局】 

専門量販店の商品別販売額（広島

県） 

活用方法 所報、ホームページによる提供 

経営指導員による、巡回、個者支援での提供、活用 

 

（３）目標 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○計画に沿って取組み、事業評価委員会では巡回訪問件数、セミナー等開催回数、経営

分析件数とも良好との評価を得た。 

支援内容 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

目標 目標 目標 

福山市景気観測調査結果 

所報・ＨＰ公表回数 
12回 12回 12回 

賃金・賞与調査結果 

所報・ＨＰ公表回数 
１回 １回 １回 

流動客調査結果 

所報・ＨＰ公表回数 
－ － １回 

各種統計データ調査結果 

所報・ＨＰ公表回数 
12回 12回 12回 
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○他方、巡回訪問やセミナー開催数と経営分析件数については、相関がみられず、多く

は補助金申請や融資に関連した経営分析を行っていた。 

 また、経営状況分析に導くには、経営指導員各人に任せた巡回や、セミナー参加者へ

の経営状況分析の告知に頼るのではなく、巡回により課題と感じている事の聞き取り

や、何を課題と感じセミナーに参加したかを聞き取り、支援の第一歩として経営状況

分析を行うなどの工夫が必要と認識した。 

 本計画においては、下記（１）に示すスキームのとおり、組織的な仕組みに従った活

動を展開することで、効率的な経営状況分析件数増に取組む。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○需要を見据えたビジネスプラン等を策定する上で必要な経営の実態把握を行う。財務

状況や強み、弱みなどを把握した上で、経営状況を分析し事業計画策定等、今後の当

該企業に対する支援に活用していくことを目指す。【継続】 

 

○これまでは、補助金申請や融資を目的とした経営状況の分析を行ってきた。そのため、

申請などを終えると見直されることもなく、事業計画策定支援に必ずしも役立ってこ

なかった。そのため需要を見据えたビジネスプラン等を作成する本来目的に即した経

営状況の分析に取り組む。 

 

○本計画から、下記（１）に掲げるスキームにしたがい、「巡回」「セミナー」「研修」「個

別相談」を連動させ、「巡回」での課題聞き取り、「セミナー」「研修」での参加動機の

確認を行い、「個別相談」「経営状況分析」に導く。【新規】 

 

（１）支援のスキーム【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

経営指導員による巡回訪問件数 2,250件 2,658件 2,250件 2,286件 

セミナー等の開催回数 20回 27回 20回 31回 

経営分析件数 190件 194件 200件 226件 

小規模 
事業者 

所報 
商工ふくやま 

巡回指導 
経営指導員 

セミナー 
研修 

【個者支援】窓口相談 

経営状況分析 事業計画策定 
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 今後３年間をかけて継続的に小規模事業者が相談、及び支援の要請を受け付けること

ができるよう案件発掘に取り組む。 

 平成 28年度より、経営状況分析を含む支援の手段と手順を標準化させ、小規模事業者

にどのような進め方で支援が受けられるか説明できるように体制を整備している。 

 セミナーへの参加や窓口相談を勧め、経営指導員が直接、支援を案内する他、所報に

て支援内容の説明や事例紹介を掲載するなどにより、支援に対する理解を深めて頂く。

その結果、窓口相談に来られた小規模事業者に対して、ヒアリングすることで経営実態

の把握、及び経営状況の分析に取り組む。 

  

（２）経営状況分析の目的 

 

 経営状況分析は、経営環境、及び経営資源を分析する経営環境分析と決算書を分析す

る財務分析の２種類の方法で行う。 

新規の取組み、事業の方向性、売上や利益の伸び悩みなど課題をもつ小規模事業者で

望まれる方すべてを対象に、事業計画の策定等、今後の支援対象企業に対する支援に活

用することを目的とする。 

ヒアリングを通して、支援対象企業の実態や現状、及び将来の目論見などを把握し、

整理、分析することを通して、売上、利益の向上に資する助言に役立てる。 

特に財務状況の悪化している小規模事業者には、積極的に決算書の開示を求めまた決

算書を分析し、数値に基づき窮境原因を究明し、経営課題の抽出や改善の方向性、及び

経営改善策を提示することで財務体質の改善を目指す。 

 

（３）経営状況分析を行う手段 

 

①経営状況分析シートの活用【継続】 

 経営実態の把握、及び経営状況の分析、及び将来の事業展開、その目標を設定するこ

とを目的としたＡ４版２枚の経営状況分析シートを活用する。 

 

②巡回指導でのヒアリング【新規】 

 経営状況分析シートに記載された項目に即してヒアリングを行う。経営者の経営課題

を共に考えて、その対策を検討する段階に経営状況分析シートを活用する。 

 

③経営革新塾の活用【継続】 

 ２日間 12時間を要して、経営戦略を構想し、事業計画を策定する研修を行い、講師の

アドバイスを受けて小規模事業者自らが自己の経営状況を分析して気づきを得て頂く

機会を提供する。 

 

④経営指導員による分析【継続】 

 これまでもマル経融資のあっせんや記帳代行など経営改善普及事業に取り組んでき

たことから、決算書の内容について概ね理解できているが、今後は分析し、経営改善の

方向性や改善策が行えるスキルを身につけ小規模事業者に対してアドバイスする。スキ

ルは経営指導員研修等において習得し、所内勉強会にてさらにブラッシュアップする。 
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⑤専門家による窓口相談【継続】 

 経営に対する悩みや課題を解消する専門家のアドバイスを経て、事業計画策定を勧め

る。その上で策定を希望された場合、上記と同様にヒアリングを通して経営状況分析シ

ートを活用して行う。また同様の方法で財務分析も実施する。 

 

（４）経営状況分析を行う効果 

 

 経営状況分析シートは、主に経営環境を分析するためのフォーマットである。小規模

事業者が販売する商品、又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員

等の経営資源の内容、その他の経営状況を分析することで、持続的な経営の発展や新事

業の取組みにつながる事業展開の方向性について考えをまとめることができるように

なる。また経営環境分析とともに財務分析を行うことで、より客観的なアドバイスが行

えるようになる。 

 

（５）経営状況を分析する項目 

 

 いたずらに多岐にわたる項目を羅列するのでなく、経営戦略を立案する上で、不可欠

な分析項目に限る。その項目を深く認識、分析することで、表面的にはわからない、本

質的な強みや課題が浮かびあがる。その対策や活用を図ることにつながる、的確な事業

計画が策定できるよう経営環境分析、及び財務分析を行う。 

 

① 経営環境分析【継続】 

項  目 目    的 

販売する商品、提供

する役務 

商品やサービスの取り扱い品目、及び品揃えの考え方を把握 

する。今後、販売を伸ばそうとする商品を特定する。 

客層構成、及び主力

客層 

当該企業の顧客の特性を把握する。需要を見据えたビジネス

プラン等を作成する上で、顧客ターゲットを想定する。 

支持される要因 顧客が支持する理由を検討頂くことで、認識されていない潜

在的な自社の強みを見出す。 

顧客動向 プラスと

マイナスの要因 

今後事業を展開する上で影響する、プラス、マイナス、それぞ

れの変化を予測する。取組みの妥当性を検証する。 

市場動向 プラスと

マイナスの要因 

取組みに影響する要因を特定することで、対応策を事前に検

討することができ、取組み項目が想定できる。 

保有する技術、ノウ

ハウ 

経営資源上の強み 

新事業に取組むにあたり、競争優位な点を特定することがで

きる。他社と競合しない、独自の強みを自覚することができれ

ば、事業の妥当性立証につながり、自信も高まる。 

経営課題 現状における不振要因や将来の取組みにおいて不足する資源

などを特定することで、具体的な対応策が検討できる。 

事業の展開、及び目

標 

需要を見据え、客観的に妥当性が検証できる事業展開の方向

性を確立させる。その上で、取組みの目標を設定する。 
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②財務分析【継続】 

項  目 目    的 

収益性分析 売上高利益率、売上高費用比率、資本利益率などの指標を用

い、同業他社、同業種の平均値と比較、分析し経営課題の抽出

に用いる。 

効率性分析 資本回転率、資本回転期間、資本利益率などの指標に加え、労

働力の活用効率も加味し、同業他社との比較を行うことで個

者の効率性を分析し、経営課題の抽出に用いる。 

生産性分析 付加価値労働生産性、労働分配率、従業員当り売上高などの指

標を用い、同業他社と比較、分析し経営課題の抽出に用いる。 

安全性分析 固定比率、負債比率、流動比率などの指標を用い、個者の支払

い能力を分析し、経営課題の抽出に用いる。 

成長性分析 売上高成長率、総資産成長率などの指標を用い、個者が参入す

る市場と比較し、経営課題の抽出に用いる。 

損益分岐点分析 売上高と総費用の関係を明らかにし、目標利益に対する売上

高の設定など、個者の課題抽出とともに、今後の目標設定に用

いる。 

 

（６）分析結果の活用 

  

① 事業計画を策定する基礎的データ【継続】 

事業計画の策定等、今後の支援対象企業に対する支援に活用することが主目的であ

る。事業計画を策定した後、新たな課題が生じた際に、事業計画には記載されていない

子細な分析結果が記録されている経営状況分析シートで検証ができる。一定間隔で経営

状況分析シートを作成すれば、当該企業の強みや経営課題の変遷を時系列でみることが

できるようになり、病院のカルテのような役割を果たす。 

また計画策定後に取組むフォローアップにおいても、数値的な検証が行えるようにな

る。 

 

②経営指導員間の情報共有【新規】 

 当所は不定期に所内異動が慣行となっており、個者支援に携わる経営指導員が担当替

えとなる。その際に新しい支援を始める上で、経営状況を記録しておくことで、一定の

情報が得られる。支援対象企業へのヒアリングの重複が回避できるようになる。また、

他の経営指導員が閲覧することで、新たな追加的アドバイスが得られ、間違いの指摘を

受けることもできるようになる。 

 

（７）経営状況分析に取り組む目標【継続】 

 

 当面の目標は、経営指導員等が、小規模事業者の経営環境の変化に対する対応、強み

を活かした経営戦略の立案、及び不振企業の経営改善策の立案に役立つ分析ができるよ
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うになることである。 

 的確な経営状況分析が行えるようになることで、小規模事業者が期待するアドバイス

ができるようになり、信頼関係が構築できるようになることを目指す。 

 

平成 28 年度の実績件数 226 件だったが、補助金の募集状況により増減することも考

慮し、経営指導員 15 名が毎月 1 件強の経営状況分析を行い、事業計画策定に導くこと

を想定し目標とする。 

  

 経営指導員 15名×1.1件×12ヶ月≒200件 

 

※経営分析件数には、経営分析研修参加者数が含まれる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○補助金の募集時期に合わせ事業計画策定セミナーを２回開催し、事業計画作成支援に

取組んだ。目標件数を上回り、事業評価委員会においても取組みが評価された。 

 創業については、創業塾を開催し創業支援者数、第二創業（経営革新）支援者数とも

事業評価委員会においておおむね良好との評価を得た。 

 

○補助金、融資に関連した事業計画策定が多く、本来の意味での計画策定が少なく、そ

の後の支援につながらないケースも多かった。 

 しかし「顧客管理塾」「経営革新塾」（いずれも２日間 12時間）を開催し、受講者と一

緒に現状分析、計画策定に取り組むことで、信頼関係が構築され、伴走型支援につな

がる確立が高かったこともあり、そうした場に導き、その後の支援につなげるスキー

ムを構築することが課題と認識した。 

 創業、第二創業（経営革新）においても、需要を見据えた計画になるよう、計画の精

度を上げることが課題と認識した。 

 

支援内容 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

事業計画策定セミナー 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定事業者数 50件 49件 55件 144件 

専門家活用件数 12件 24件 14件 70件 

 

支援内容 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

目標 目標 目標 

経営分析研修（参加者数） ３回（60名） ３回（60名） ３回（60名） 

経営分析件数 200件 210件 220件 
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支援内容 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

創業塾開催回数 1回 1回 1回 1回 

創業支援者数 27件 23件 29件 32件 

第二創業（経営革新）支援者数 6件 2件 7件 5件 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○経営状況の分析や市場調査の結果等を踏まえ、需要を見据えた事業計画を策定するた

めの指導、助言を行う。 

 

○今後は、持続的発展に寄与するという本来目的の計画策定支援を行い、売上、利益の

向上につなげる。 

 

（１）支援の目的 

 

 小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するた

め、顧客ニーズや自らの強み、弱みを踏まえた事業計画に基づく経営の推進に役立てる。 

 

（２）支援の考え方 

 

 従来は、経営指導員それぞれが研修などで取得した手法で支援をしてきたが、支援成

果を評価する方法が整っていなかったため、正しい支援のあり方があいまいなまま進め

られてきた経緯がある。 

第１期計画で実施した研修により、支援の標準化を進め、成果が期待できる体制づく

りに取り組んだ。本計画においても引き続き取り組む。 

 経営指導員間のスキルのばらつきを平準化するためにフォーマットを活用する。 

 

①成功事例の創出を目指すこと【継続】 

 小規模事業者の売上、利益が向上する本質的なアドバイスに取組む。そのために、販

路開拓や顧客管理のノウハウを習得する。 

 

②支援手法の標準化に取り組む【継続】 

 第１期計画で実施した研修により、事業計画策定のためのツールの他、既存顧客対応、

新規開拓を目的としたツールも計画策定後実施支援において活用する。 

 

（３）支援対象 

 

 経営状況分析を実施した小規模事業者のうち、事業計画策定支援を希望される方すべ 

てを対象とする。セミナーや研修に参加された方に対して希望を募る。 

 また事業承継を検討される小規模事業者に対しても、円滑な事業承継に向けた事業計

画策定支援を行う。 
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 さらに、創業者に対しても、早期に経営の安定化を図る必要から、事業計画策定を支

援する。 

 その他、希望はされないが、金融機関やその他の支援機関から支援の要請があった小 

規模事業者、及び潜在的可能性が感じられ支援による成果が見込める小規模事業者を経 

営指導員等がリストアップし、データベースに記録して、日頃の巡回指導やセミナー等 

の参加推奨に役立てる。 

 

（４）支援方法 

 

①経営戦略構想シートの活用【継続】 

 事業計画は、取り組む目的や目標によって期待される記載内容が異なるため、基本的 

には支援対象者の希望や要望に沿う。 

 特に希望がない場合は、原則として経営戦略を策定する上で必要な事項を整理するた

めにＡ４版２枚の経営戦略構想シートを活用する。 

 

②研修での活用【継続】 

 ２日間 12時間を要して、経営戦略を構想し、事業計画を策定する研修を行い、講師の

アドバイスを受けて小規模事業者自らが自己の経営状況を分析した上で経営戦略構想

シートを作成する。希望があれば、さらにブラッシュアップを重ね、経営革新計画とし

てとりまとめ、広島県知事あて承認を申請する。 

 

 事業承継を検討される小規模事業者に対しても、承継の形式（子への承継、従業員へ

の承継、Ｍ＆Ａなど）に応じた戦略策定を行う。特に子への承継では、売上、利益の安

定が重要な要素考え、販路開拓により将来不安が払拭される戦略策定を検討する。 

 また、創業者に対しは、創業資金相談、創業塾などで接点を持った方を中心に、斯業

経験、経歴、資格などの強みを整理し、事業計画策定支援を行い、早期の経営安定に資

する。 

 

（５）支援の効果 

 

事業計画を策定支援することで、自らが先を見据えた事業計画が立案できるようにな 

り、さらに検証を重ねることで、ＰＤＣＡの考え方が定着できる。 

 

（６）支援目標 

 

 経営状況を分析した支援対象者の９割を事業計画策定に導く事を目標とする。また、

創業計画策定について、創業予定者の状況、構想を聞き取り計画策定を支援する。 
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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】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○経営指導員による担当事業所制、金融支援、経営発達支援融資制度の推進、創業後の

フォローアップを取組み事項とし、目標はマル経融資の件数としていた。 

 

○経営指導員による担当事業所制は、データベースを構築することで、ある程度、適切

に運用できている。 

 

○事業計画策定後の支援の指標としてマル経融資の件数を掲げていたが、マイナス金利

政策など、他の要因に左右されることもあり、指標としては適切ではなかった。 

 

○事業計画策定後の支援としては、定期的なフォローのしくみが構築できず、各経営指

導員の裁量に任せて行う結果になった。 

 

○フォローのしくみと頻度についての目安、判断基準を設け、効果的に取組むことが課

題と認識した。 

 

小規模事業者経営改善資金推薦件数（通称：マル経融資） 

年 度 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

件 数 95件 89件 100件 82件 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○事業計画策定後、定期的な巡回等を行い、策定した事業計画における進捗状況を確認

し、支援対象の小規模事業者、事業承継に取組む事業者の状況に応じて必要な支援を

伴走型で実施する。 

 

○創業者については、創業前後の課題が発生しやすい時期に、連絡を密にし進捗状況を

確認。状況に応じて必要な支援を伴走型で実施する。 

支援内容 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

目標 目標 目標 

事業計画策定件数 180件 189件 198件 

（内）事業承継計画  10件  12件  14件 

創業計画策定件数  10件  12件  14件 

合  計 190件 201件 212件 
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○これまでは、事後支援を要する必要もなく、小規模事業者との意思疎通も希薄であっ

たことから、計画策定を支援しても補助金等の申請を終えた後は、接点すら有してこ

なかった。 

 

○今後は、そうした要望にも沿いつつ、真に事業計画を必要とする小規模事業者の存在 

が確認でき、かつ当所経営指導員等もスキルが身についてきたことから、成功事例創

出に向け意欲的に伴走型で支援する。 

 

（１）フォローアップの狙い 

 

 定期的なフォローアップを行うことで、策定した事業計画の進捗を確認し、新たな課

題が発生している場合は、必要な支援を行うことで、着実な経営の発達を目指す。 

 

（２）指導内容 

 

原則四半期に一度フォローアップを行う。進捗確認だけでなく、次回訪問時までの取

組み、及び目標設定をすることとし、必要以上に多頻度な訪問は、求められない限り行

わない。また、創業者に対しては、創業前後の課題が発生しやすい時期は毎週フォロー

アップを行い、進捗確認と懸念される事項の洗い出しを行う。 

支援対象事業の取組みが順調に進捗、また新たな課題も生じることなく、目標以上の

成果が得られている場合、さらに訪問頻度を低下させることもある。 

 従来は、事後支援のための巡回を行ってこなかったが、既に事業計画策定を支援した

小規模事業者が増加しているため、以下の要領にてフォローアップ手法も標準化を進め

る。 

 

①数値に基づく進捗状況の把握【新規】 

 小規模事業者の多くは、月次試算表を作成していないところも多いため、販売の数量 

など計測できる指標を別途設定し、タイムリーな進捗をつかむ。遅れて作成された試算 

表によっても、売上、利益率などの検証を行い、必要なアドバイスを行う。また、創業

者に対しては、記帳指導を重点的に行い、売上、利益についての考え方を学んでいただ

く。 

 

②売上、利益を高めるアドバイス【継続】 

 当所は、新規顧客の獲得や既存顧客との関係強化など、顧客や売上を増やすための基 

本的な考え方や進め方を学ぶことができる研修を開催している。この研修への参加を推 

奨するが、受講のみでは実施が困難であるため、進め方を理解している経営指導員等が 

アドバイスする。 

 アドバイスに際しては、既存顧客対応、新規開拓を目的としたツールを使用し、考え

方の整理、取組む手順を明らかにし、計画策定後の支援に資する。 

 創業者に対しても同様に、早期の顧客獲得につながるアドバイスを行うとともに、基

本的な考え方や進め方を学ぶことができる研修への参加を勧める。 
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③課題の抽出、解決策の提示【継続】 

 設定した数値的目標に届かず、かつ小規模事業者が不本意と感じる結果になった場合、 

そこには必ず課題が生じている。しかし当事者は、生じている課題に気づきにくいこと 

から、第三者視点で課題を見極め、想定できる対応策とともにアドバイスする。 

 

④次回訪問時の目標設定【新規】 

 フォローアップは、原則として四半期に一度の頻度で行うため、３か月程度で成果が

測定できる取組みをアドバイスする。一年間という長い目標では、モチベーションが低

下しやすいため、期間を短くするが、あまり短期間であると窮屈に感じて支援を受けな

くなる可能性を考慮した。 

 

⑤中小企業会計要領の推奨【新規】 

 小規模事業者が正確な財務情報に基づいて経営状況を把握して、経営改善等を図り、 

自社の経営状況を金融機関等利害関係者に情報提供できるように、中小会計要領の理解 

の促進、及び導入を推奨する。 

 

（５）フォローアップの目標 

 

 事業計画策定支援をした全支援対象事業所を対象とし、原則として四半期に一度の頻

度でフォローアップを行う。創業計画策定支援をした支援対象事業所は、創業前後２ヶ

月間は毎週フォローアップし、その後は原則として四半期に一度の頻度でフォローアッ

プを行う。 

 

年度 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

目標 目標 目標 

事業計画策定者フォローアップ 720件 756件 792件 

創業計画策定者フォローアップ 110件 132件 154件 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○外部業者に委託し、1,000 社に対し、「業況」「販路開拓」「商品開発」「経営上の課題」

についてアンケート調査を行い、310 社から回答があった。内容を整理、分析し小規

模事業者支援に活用した。 

 

○対象業種、商品を絞らなかったことで、漠然とした「需要」の動向についての情報提

供にとどまり、支援に用いるには限界があると認識した。 
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○個社や個別の商品の需要動向を調査し活用することで、対象とする小規模事業者の新

たな販路開拓や新商品開発に際して効果的な情報提供が可能となり、事業計画策定支

援、計画実行支援に有用であると認識した。  

   

（本計画の取組みの方向性） 

 

○「福山ワイン」を需要動向調査のテーマとして取り上げ、新たに企画される商品、参

入する事業者、創業者へ提供することで、マーケットインの考え方を前提とした経営

計画策定の参考とする。 

 

○特区認定などの、地域のあらたな需要開拓の動きに連動した調査を当所が行うこと

で、既存事業者の活性化に加え、創業を喚起することで、本計画の目的とする「小規

模事業者数の維持」に資する。 

 

（１）「福山ワイン」の需要動向について調査する。【新規】 

 ①背景 

  当所では、平成 27 年度から平成 28 年度にわたり、「地域力活力∞全国展開プロジ

ェクト」に採択され、福山市の花であるバラの花から分離された「ばらの酵母菌」を

活用し赤ワイン「さんぞうの赤」を醸造した。 

  また、平成 27年３月に構造改革特別区域計画（第 36回）において、「ふくやまワイ

ン特区」が認定され、つづいて平成 28年３月に同特別区域計画（第 39回）において、

福山市を含む備後圏域内６市１町を対象とする「備後ワイン・リキュール特区」の認

定を受け、既にワイン醸造を手がける小規模事業者が２社創業するなど、「福山をワイ

ンの街に！」をキャッチフレーズに地域の活性化に取組んでいる。 

   

②需要動向調査の目的 

「福山ワイン」の需要について調査することで、既存の醸造業者のみならず、新規

参入業者、流通業者、小売業者、飲食店並びにそれらの創業者などが企図する「新商

品開発」、「新サービス開発」、「商品提供」に対し情報提供し、買い手のニーズを踏ま

えた、マーケットインの考え方にもとづいた売れる商品・提供方法・サービス方法づ

くりを支援する。 

また、それらの取組みにたいする効果的な経営計画策定を支援し、需要を見据えた

戦略策定に資する。 

 

③需要動向調査の内容 

調査方法 「福山ワイン」を取り扱う醸造業者及び販売業者の商品に対し、

下記の方法によりアンケートを実施する。 

 調査対象は、会場により一般またはバイヤーなどの業者とす

る。 

 

・東京銀座ＴＡＵ（広島県が運営するアンテナショップ）でのア

ンケート 
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 対象者：実際に購入した方（一般） 

 方 法：商品にアンケート用紙を同封し、郵便、ＦＡＸで回答

を送付してもらう。 

 その他：回収率を上げるため、回答者から抽選でワインを含む

福山の特産品をプレゼント 

 回収数：150件 

（目標） 

 

・福山ばら祭の試飲ブースでのアンケート 

対象者：試飲された方（一般） 

 方 法：試飲の後、ブース内に設置のアンケートに回答いただ

き、その場で回収 

 その他：回収率を上げるため、回答者から抽選でワインを含む

福山の特産品をプレゼント 

 回収数：200件 

（目標） 

 

・商工会議所共同展示商談会「feel NIPPON」でのアンケート 

対象者：試飲された方（バイヤーなどの業者） 

 方 法：試飲の後、ブース内に設置のアンケートに回答いただ

き、その場で回収 

 その他：回収率を上げるため、回答者から抽選でワインを含む

福山の特産品をプレゼント 

 回収数：150件 

（目標） 

 

 合計 500件の回答を得ることを目標とする。 

 

調査項目  

項目 調査方法、内容 

回答者属性 

 

記入式 

（例）性別、年代、職業 

テイスト 選択式 

（例）１．非常においしい 

   ２．おいしい 

   ３．普通 

   ４．まずい 

   ５．非常にまずい 

   コメント（    ） 

包装・容器 選択式 

（例）１．非常に良い 
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   ２．良い 

   ３．普通 

   ４．悪い 

   ５．非常に悪い 

利用シーン 選択式 

（例）１．テーブルワイン 

   ２．特別な日の食事 

   ３．外食（レストラン） 

   ４．外食（ワインバー） 

   ５．外食（その他） 

   ６．ギフト 

   ７．その他（    ） 

購入意向 選択式 

（例）１．是非買いたい 

   ２．機会があれば買って

みたい 

   ３．どちらともいえない 

   ４．買ってみたいとは思

わない（理由   ） 

購入経路 選択式 

（例）１．百貨店 

  ２．スーパー 

  ３．コンビニ 

  ４．お土産店 

  ５．道の駅 

６．インターネット 

通販サイト 

７．その他（   ） 

   ８．わからない 

普段好んで飲むワイン 選択式 

（例）１．白 

   ２．ロゼ 

   ３．スパークリング 

   ４．赤（フルボディ） 

   ５．赤 

（ミディアムボディ） 

  ６．赤 

（ライトボディ） 

「福山ワイン」を購入するなら

（価格帯） 

選択式 

（例）１．～500円 

   ２．501～1,000円 
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   ３．1,001～1,500円 

   ４．1,501～2,000円 

   ５．2,000円～ 

  ６．その他（    円） 
 

 

④需要動向調査の提供 

分析結果を提供し、販売並びに新商品開発戦略の策定支援を行う。 

 

⑤需要動向調査の目標 

 支援事業者数 ３事業者 

 

（２）手しごと自慢市でのテストマーケティングの実施【新規】 

 地域の小規模事業者がもつ個性的な工芸の技を広く市民に紹介し、福山市中心市街地

の賑わい創出を目的として開催する標記事業において、テストマーケティング用のブー

スを設定し、支援を行う小規模事業者から出店者を募り、商品、役務を提供し消費者へ

アンケート調査することで、実販売に向けた、商品、役務及びその提供方法についてブ

ラッシュアップの参考とする。 

 出店者は、食品、雑貨、サービス（例、マッサージなど）を対象とし検討する。 

 また、出店に際しては、事前に訴求方法、訴求用資材について検討し、準備を整えて

臨み、事後においては検証を支援することで、需要を見据えた効果的、効率的な支援を

実施する。 

 

①テストマーケティング調査内容 

調査目的 小規模事業者が取扱う商品、役務及びその提供方法について、実

販売に向けたブラッシュアップに寄与し、ブラッシュアップの方

向性や実行支援の参考とする。 

調査対象 手しごと自慢市に来場する一般市民 

調査方法 購入者に対しブースで調査票への記入を依頼 

回答者には抽選でプレゼントを提供することで回収率向上を図

る。 

調査対象数 参加事業者各１アイテムを対象とし、購入者全員に依頼し、２日

間で１アイテムにつき 100名以上からの回答を目指す。 

調査項目 （食品の例） 

項目 調査方法、内容 

回答者属性 

 

記入式 

（例）性別、年代 

使用感 

（例）味、使いやすさ、利用し

ての感想など 

選択式 

（例）１．非常においしい 

   ２．おいしい 

   ３．普通 

   ４．まずい 
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   ５．非常にまずい 

   コメント（    ） 

形状 

（例）見ため、印象、雰囲気 

 

選択式 

（例）１．非常に良い 

   ２．良い 

   ３．普通 

   ４．悪い 

   ５．非常に悪い 

利用シーン 選択式 

（例）１．ふだんのおかず 

   ２．特別な日の食事 

   ３．酒のさかな 

   ４．ギフト 

   ５．その他（    ） 

購入意向 選択式 

（例）１．是非買いたい 

   ２．機会があれば買って

みたい 

   ３．どちらともいえない 

   ４．買ってみたいとは思

わない（理由   ） 

購入経路 選択式 

（例）１．百貨店 

  ２．スーパー 

  ３．コンビニ 

  ４．専門店 

  ５．お土産店 

  ６．直営店 

  ７．道の駅 

  ８．インターネット通販

サイト 

  ９．その他（    ） 

  10．わからない 

価格帯 選択式 

（例）１．～500円 

   ２．501～1,000円 

   ３．1,001～1,500円 

   ４．1,501～2,000円 

   ５．2,000円～ 

  ６．その他（    円） 
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②テストマーケティングの目標 

 参加事業者数 ２事業者 

 

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】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○商談会については、需要開拓のベースとなる、開催回数、参加企業数、来場者数を目

標に設定し開催した。事業評価委員会においても、概ね良好との評価を得た。 

 

○商談件数、成約件数など、売上、利益の向上につながる効果確認が不足していた。事

業を利用した小規模事業者からは、残念ながら継続して参加したいと言う声が限定的

であり、満足が必ずしも得られていないと認識した。 

 

・ビジネス交流フェア 

支援内容 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

商談会、講演会開催回数 １回 １回 １回 １回 

参加企業数 115社 132社 120社 127社 

参加人数 260人 244人 270人 224人 

 

・商工ふくやまへの掲載 

支援内容 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

商工ふくやま 10件 0件 15件 15件 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○多様な顧客ニーズに有った商品・役務を提供・発信する機会を増大させるため、商談

会を開催し、広島県が運営する「ＴＡＵ（タウ）」や広島県商工会連合会が運営する「ひ

ろしま夢ぷらざ」など、福山以外の都市圏のアンテナショップへの出品支援を行う。 

  

○これまでは、当所が実施する商談会などの情報提供のみに終わっており、機会が十分

に生かされていなかった。 

 

○今後は、商談会などへの参加前に、ＰＲの仕方など、小規模事業者に事前学習機会を

提供し、経営指導員、専門家等によって、実のあるアドバイスを行い、売上、利益の

向上につながる支援を行う。 

 

（１）需要開拓事業の目的 
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 事業計画に沿った、販路開拓、新商品・新役務開発の取組成果を試す機会として、ま

た評価を受ける機会として実施する。需要開拓の取組み手順が整備され、継続して効率

的、かつ効果的な需要開拓を、小規模事業者自らが取り組めるように自立を促す。 

 

（２）需要開拓事業 

 

①福山商工会議所ビジネス交流フェア【継続】 

開催趣旨  地域経済の活性化のために、備後地域の事業者が、新たな連携、

新商品開発や新役務の展開、販路開拓など事業者間でビジネスチ

ャンス拡大を図る場を提供することを目的に開催。 

支援目的  同交流フェアに、伴走型で支援している小規模事業者を参加さ

せ、販路拡大、認知度向上に取組み、売上、利益の向上に資する。 

支援対象 新たな連携・新商品開発・新役務の展開、販路開拓に取組まれる

小規模事業者を対象とする。 

支援内容・方法 ・参加者予定者には新規開拓についての考え方、備え方について

学べるセミナーを事前に開催し受講を勧める。 

・受講して演習することにより、自己に欠けていることなど認識

された課題を解決するために、経営指導員が伴走型で支援する。 

・個別の課題解決には、経営指導員が対応するとともに個別相談

会にて専門家の助言を得て、課題解決にあたる。 

・チラシ、パンフレットなどの営業用資材の製作については販促

支援に明るい専門家を活用する。創業支援を行ったデザイナー

などの紹介にも取組み、創業者の初期段階の顧客基盤づくりも

同時に支援する。 

目標（成果指標） （平成 30年度） 

参加者数：３名 

商談件数：30件(１参加者×10件) 

成約件数：３件(１参加者１件の成約) 

（平成 31年度） 

参加者数：５名 

商談件数：50件(１参加者×10件) 

成約件数：５件(１参加者１件の成約) 

（平成 30年度） 

参加者数：７名 

商談件数：70件(１参加者×10件) 

成約件数：７件(１参加者１件の成約) 

 

②手しごと自慢市【継続】 

開催趣旨  福山市中心市街地の賑わい創出のために、小規模事業者らがも

つ個性的な工芸やサービスを紹介し、中心市街地に大勢の一般市

民を誘致することを目的に開催。 
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支援目的 同自慢市に伴走型で支援している小規模事業者を出店させ、自

らの技術や技を披露させ、認知度向上に資する。また、この場で

購入につながった一般客を継続利用につなげるための取組みも行

い、顧客獲得への足がかりとする。 

支援対象 消費者向けの個性的な商品や役務などをもつ小規模事業者 

支援内容・方法 ・参加者には新規開拓についての考え方、備え方について学べる

セミナーを事前に開催し受講を勧める。 

・個別の課題解決には、経営指導員が対応するとともに個別相談

会にて課題解決にあたる。 

・チラシ、パンフレットなどの営業用資材の製作については専門

家を活用し支援する。 

目標（成果指標） （平成 30年度） 

出店者数：３名（全体では 150名の出店を予定） 

販 売 額：15万円／日(１出店者×５万円) 

（平成 31年度） 

出店者数：５名（全体では 150名の出店を予定） 

販 売 額：25万円／日(１出店者×５万円) 

（平成 32年度） 

出店者数：７名（全体では 150名の出店を予定） 

販 売 額：35万円／日(１出店者×５万円) 

 

③支店長への福山手土産紹介【新規】 

開催趣旨 支店など県外企業の出先機関の拠点長等を対象に、福山の小規

模事業者が製造する手土産品や贈答品を紹介する機会を設け、ビ

ジネスでの出張、帰省の際など、法人、個人を問わず、手土産の選

択肢を提供し、小規模事業者の需要開拓に資すことを目的に開催。 

支援目的 小規模事業者が製造する手土産品や贈答品の商品紹介、試食な

どを行い、拠点長等から味、数量、サイズ、価格などについて、意

見を聴取し、商品のブラッシュアップを行い、手土産品等として

の販路拡大に資する。 

支援対象 「福山らしさ」を盛り込んだ手土産品や贈答品を製造する小規

模事業者から各社１アイテムを選定し、商品のブラッシュアップ

対象とする。 

支援内容・方法 ・福山に赴任されている他地域の役職員や支店長などを集まりや

すいところにお招きし、普段、顔を合わせる機会の持てない小

規模事業者とお引き合わせする。 

・参加者には新規開拓についての考え方、備え方について学べる

セミナーを事前に開催し受講を勧める。 

・個別の課題解決には、経営指導員が対応するとともに個別相談

会にて課題解決にあたる。 

・チラシ、パンフレットなどの営業用資材の製作については専門
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家を活用し支援する。 

目標（成果指標） （平成 30年度） 

拠点長等：30名 

出 品 者：20名 

アンケート：600枚回収 

（平成 31年度） 

拠点長等：33名 

出 品 者：22名 

アンケート：726枚回収 

（平成 32年度） 

拠点長等：36名 

出 店 者：24名 

アンケート：864枚回収 

 

④ＴＡＵ（タウ）、ひろしま夢ぷらざ等への出品支援【新規】 

支援目的 小規模事業者が提供する商品の首都圏など福山以外の都市圏で

の需要を開拓する。 

支援対象 地域外商圏へ商品提供する意欲の有る小規模事業者 

支援内容・方法 ・広島県が東京都中央区銀座で展開する「ＴＡＵ（タウ）」、広島県

商工会連合会が広島市中区本通りに展開する「ひろしま夢ぷら

ざ」などのアンテナショップへの出品を支援する。そこで得ら

れた顧客や飲食店など事業所も含め、反復利用が期待できるよ

うに、顧客との関係維持、強化につながるアドバイスを行う。販

路開拓や顧客管理をテーマとした研修にも参加して頂き、顧客

づくりのセオリーを学んでご参加頂く。 

・専門家を活用し、商品、包装資材等のブラッシュアップを支援

することで試し買いを増やす。 

・試し買い頂けた方が、次も利用して頂ける方策を経営指導員が

共に考えてアンテナショップを利用して自らの販売モデルを構

築する。 

目標（成果指標） （平成 30年度） 

出品者数：２名 

（平成 31年度） 

出品者数：３名 

（平成 32年度） 

出品者数：４名 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○地域活性化のために、「まちゼミ福山」「鞆の浦 de ART」「ふくやま手しごと自慢市」

を開催し、地域の活性化と小規模事業者の経営改善に取組んだ。 

 

○地域活性化の方向性や事業を実施していくなかで発生する課題に対応するため、関係

者間で協議する場、運営方法、参加団体などの見直しも含め、ＰＤＣＡサイクルを意

識した取組みにすることが課題として認識した。 

 

○また、開催自体が目的化しており、開催回数、来場者数をカウントしていたが、地域

の活性化、併せて小規模事業者の活性化への波及効果の確認にいたらなかった。域内

小規模事業者の事業に対する満足度、期待は、いずれも高いとはいえないと自己評価

する。 

 

・まちゼミ福山の開催 

項目 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

開催回数 ２回 ２回 ２回 ２回 

講座数 55講座 62講座 60講座 67講座 

受講者数 350人 514人 500人 677人 

 

・鞆の浦 de ART の開催 

項目 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

開催回数 １回 １回 １回 １回 

出展者数 20人 20人 20人 20人 

来場者数 35,000人 30,000人 38,000人 28,000人 

 

・ふくやま手しごと自慢市の開催 

項目 
平成 27年度 平成 28年度 

目標 実績 目標 実績 

開催回数 １回 １回 １回 １回 

出店者数 150店 140店 150店 100店 

来場者数 10,000人 10,000人 10,000人 10,000人 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○中心部商店街活性化を目的とした「まちゼミ福山」、観光資源が豊富な鞆地区の活性化

を目的とした「鞆の浦 de ART」、小規模零細事業者が自ら創作した自慢の逸品やアー
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ト作品を展示、販売する「ふくやま手しごと自慢市」を開催し、地域の活性化に取り

組む。 

 

○これまでは、様々な団体が開催する、各種イベントの中の１つのイベントとして、当

所も参画、開催し、開催すること自体が目的化していた。 

 

○今後は、福山市、福山市商店街振興組合連合会などの事業者団体と意識・目標を共有

する場を創設し、当該事業の目的、目標、達成手段、各主体の役割分担の明確化を図

り、事業の効果、効率を検証しつつ連携して取り組む。 

 

（１）事業の内容 

 

①まちゼミ福山【継続】 

地域の課題 中心市街地、商店街の衰退は深刻の度を深めている。また、

場所によっては再開発計画を諦めるなどの問題も発生し、従来

からある商店街を活性化し、街に賑わいを取り戻すことが課題

と認識されている。 

関係機関と認識共有

の仕組み 

関係機関：当所、福山市商店街振興組合連合会 

（当所の役割） 

・事務局として支援 

・企画、広報支援 

・参加店舗のブラッシュアップ 

 

（福山市商店街振興組合連合会の役割） 

・参加店舗の募集 

 

（認識共有の仕組み） 

当所が事務局となり、同連合会の役員と連携を図り、年 12回

程度会議を開催し、中心市街地及び商店街が持つ課題について

情報交換、活性化への方向性の調整を行い、事業を実施する。 

取組みの狙いと内容 中心市街地活性化・商店街活性化のために、商店街の店主な

どが講師となり、自身の店舗で取り扱う商品、サービスの情報・

知識、効果的な使用方法などのコツを無料で受講者に伝授する

ゼミを開催し、店舗の知名度を向上する。 

また、参加する店舗には、事前に開催する店舗活性化のため

のセミナーへの受講を促し、ゼミへの参加を「お試し利用」と

位置づけ、再来店、顧客化の施策を事前に計画し、売上、利益

の向上を、主体性をもって目指していただく。 

 

②鞆の浦 de ART【継続】 

地域の課題 「鞆の浦」は、風光明媚であり古い町並みや数ある神社仏閣

なども有し、有力な観光資源であるが、倉敷と尾道に挟まれて
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通過点となっている。また、観光客の買い物の受け皿となる施

設が乏しい。 

関係機関と認識共有

の仕組み 

関係機関：当所、鞆の浦 de ART実行委員会 

（当所の役割） 

・事務局として実行委員会を支援 

・活動費用の負担 

 

（実行委員会の役割） 

・全体の企画 

・展示場所の調整 

・開催期間中の地元店舗との連携、調整 

 

（認識共有の仕組み） 

当所が事務局となり、年 10 回程度会議を開催し、地元が持

つ課題について情報交換、活性化への方向性の調整を行い、事

業を実施する。 

取組みの狙いと内容 福山市鞆の浦地区で現代アートの展示を展開する事で、外国

人を含めた広域からの旅行者を誘致し、瀬戸内の国際的な文化

交流拠点となる事を目的に開催し、もって観光消費増を目論

む。 

鞆の浦地区 20箇所に現代アート作家約 20人の作品を展示。

期間中、展示作家による作品見学ツアーや、似顔絵スケッチ、

名産の保命酒の利き酒コンテストなどを開催し、観光消費増に

資する。 

 

③福山駅前等歩道空間活用社会実験「OPEN STREET FUKUYA」【継続】 

地域の課題 JR福山駅前の流動客数の減少による商業機能の衰退 

関係機関と認識共有

の仕組み 

関係機関：当所、福山市商店街振興組合連合会、㈱天満屋福山

店、元町協栄㈱、㈱フューレック、山陽ＳＣ開発㈱

（さんすて福山）、福山駅前開発㈱（アイネスフク

ヤマ）、大和情報サービス㈱（リム・ふくやま）、㈱

ベッセル、ウエスギ㈱ 

 

（当所の役割） 

・全体調整 

・行政等関係機関との調整 

・出店者募集 

 

（各機関の役割） 

・場所の提供 

・近隣店舗との調整、協力要請 
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（認識共有の仕組み） 

 年 10 回程度会議を開催し、駅前の機能、商業における課題

について情報交換し、性化への方向性の調整を行い、事業を実

施する。 

 

取組みの狙いと内容 平成 29 年度より福山市中心部の歩道を活用し、関係行政機

関、地域住民等が参加し、活性化イベントを開催し、道路施策

の検討、展開の参考にするために開催される。対象となる歩道

及び大型商業施設では、飲食、雑貨など小規模事業者が提供す

る商品販売を行う。 

 

④ゲタリンピック【継続】 

地域の課題 地場産業であるゲタ、畳表の衰退と高齢化の進展。フランチ

ャイズ店の出店加速。 

関係機関と認識共有

の仕組み 

関係機関：当所、ゲタリンピック実行委員会 

 

（当所の役割） 

・事務局として実行委員会を支援 

・活動費用の負担 

・運営支援 

 

（実行委員会の役割） 

・企画、広報活動 

・参加者、出店者、ボランティア募集、調整 

・関係機関との調整 

 

（認識共有の仕組み） 

当所が事務局となり、年 20 回程度会議を開催し、地元が持

つ課題について情報交換、活性化への方向性の調整を行い、事

業を実施する。 

取組みの狙いと内容 松永地区を中心に、地元住民が主体となり、特産品である「ゲ

タ」「畳表」「塩」をテーマにしたイベントを開催。 

 イベントを開催することで、発生する課題を地域住民が主体

となり解決を図り、地域活性化の基礎となる、住民間の連携を

強化し、地域を活性化する。 
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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 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○前回の取組では、多数の機関が参加する会合には出席したが、なかでも「経営発達支

援事業情報交換会」では、他地域の商工会議所・商工会、経営発達支援事業に造詣の

深い中小企業診断士などの専門家と意見交換、取組内容、問題点について情報交換を

行い、当所の経営発達支援事業の推進に役立てた。 

 

○また、当所中小企業支援センターの専門家相談に同席し、中小企業診断士、税理士、

社会保険労務士の相談ノウハウの習得につとめた。 

 

○地域性や背景がことなることで、特徴的な取組みが生まれていることが確認でき参考

になったが、収集した情報やノウハウを整理、蓄積し当地域にどのようにフィードバ

ックしていくかが課題と認識した。 

 

○専門家への同席は、個別案件の相談対応としては参考になったが、専門家間でもノウ

ハウに違いがあり、どのケースでどの対応が有効かを検討することより、事例を蓄積

し、どこまでを経営指導員が対応し、どこから専門家への相談に回すか、基準を統一

することが課題と認識した。 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○新たな需要開拓を進める基盤構築のために、多様な支援機関及び専門家と連携し、各

地域の小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ等に関して情報交換する。 

 

○これまでは、商工会議所や商工会など同様の支援を行う機関との情報交換が中心であ

り、有益な情報は少なかったが、継続して出席することで、支援機関自身の課題解決

事例を参考にし、当所の取組む本計画の実施するうえでの参考とする。 

 

○引き続き、「経営発達支援事業情報交換会」に出席し、他地域、特徴的な取組を行って

いる支援機関の情報収集を行い、当所の支援ノウハウの蓄積に取り組むとともに、情

報交換会により構築されたネットワークを活用し、日常業務の課題解決に資する。 

 

（１）経営発達支援事業情報交換会【継続】 

 

主催 特定非営利活動法人中小企業販路開拓支援協議会 

中小企業の販路開拓等を側面的支援する民間団体 

開催回数 年１回 例年 11月に開催 平成 26年度に発足 

参加機関 経営発達支援事業に意欲的に取り組む支援機関 13者程度 
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・商工会議所 福井、大津、高知、北九州、福山 

・商工会 兵庫県、鳥取県、佐賀、熊本の各県内単会 

経営発達支援事業に関わる中小企業診断士 

・北海道、東京、広島他 

内容 交通アクセスのよい兵庫県神戸市三ノ宮にて開催。 

情報交換と相互アドバイスを内容とし、意見交換する。 

・経営発達支援の進捗状況等情報交換 

・伴走型支援体制構築の現状と課題 

・先進的取組み事例紹介（ゲストによる講演） 

・参加機関の取組み目標、及び達成手段の表明 

上記項目で意見交換することで、支援先の開拓方法、内部

体制の構築などのノウハウの習得を目指す。 

 

（２）広島県東部産業支援会議【継続】 

 

主催 広島県商工労働局 

開催回数 年４回程度 

参加機関 広島県東部に位置する 28機関 

・商工会議所 ５商工会議所 

・商工会 10商工会、連合会 

・産業支援機関 ３機関 

・政府系金融機関 ２支店 

・試験研究機関 １機関 

・行政機関 １県、４市、２町 

内容 会議、勉強会、視察等を通じ支援ノウハウの交換を図る。 

・補助金申請ノウハウの共有 

・財務診断ノウハウの共有 

・企業訪問、ヒアリングノウハウの共有 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○日本商工会議所など上部団体が主催する研修への参加を通じ、資質向上に努めてきた

が、当所が課題とするテーマに合致するものと必ずしも一致していない面もあった。 

 

○平成 28 年度より、支援の手順や手法等ノウハウを習得する専門家の活用した独自の

研修を実施し、経営指導員の支援能力の向上、及び支援に対する自信の涵養につなげ

た。 
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○支援に携わる経営指導員が揃って参加することは業務との関係からも困難であり、指

導能力に差がでないような工夫が必要と認識した。 

   

（本計画の取組みの方向性） 

 

○経営指導員等の資質の向上を図る手段として、経営指導員研修等、上部団体や中小企

業大学校等への派遣は従来通り実施する。 

 

○平成 29年度より取り組みを始めた、（１）から（６）の取り組みを、さらに内容の充

実や効率的運用に取組み、経営指導員等の資質向上を図る。 

 

（１）支援対象小規模事業者の分類【継続】 

 

 支援対象先をリストアップしてデータベースに記録する。以前は、何人が対象者であ

るかすら把握できていない状況にあったが、データベースを作成し、「重点支援先」「要

支援先」「支援候補」と分類することで、経営指導員が支援先の位置づけ把握し、分類ご

とのアプローチのノウハウを共有する。 

 

（２）効果的な巡回方法と事業者との信頼構築【継続】 

 

 巡回指導による訪問や小規模事業者と初めて面談するなどの際の心構えなどを習得

すること。相手に有益な会話ができるようにならなければ、セミナーの参加や事業計画

策定の勧めもできないことから、先輩経営指導員に同行するなどにて会話方法を習得す

る。 

 

（３）販路開拓等支援ノウハウの習熟【継続】 

 

 経営発達支援の成否は、支援対象小規模事業者の売上、利益の変化で評価されること

になる。そのため売上の拡大は必須となるが、意外にも小規模事業者は、拡大させる方

法を思いつかないケースが多い。経営指導員等の支援の場に互いに同席し、内部で相互

アドバイスすることで、経験の浅い経営指導員等に販路開拓のノウハウを習得させ早期

に戦力化する。 

 

（４）経営革新計画の策定手法習得【継続】 

 

 平成 28年度において実施した経営指導員研修において、経営革新計画書、並びに申請

書の作成方法などを習得し、現在、複数の経営指導員等が承認申請に向けた支援に取組

んでいる。現在は、ある程度時間を要しているが、経営環境分析、経営戦略立案の場に

互いに同席することで、他の経営指導員等の手法を学ばせ、短時間で作成できるようさ

らに習熟度を高める。 
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（５）目的を有した専門家派遣への帯同【継続】 

 

 当所も専門家を派遣する事業に取り組んでおり、帯同することで一定の知識習得に役

立ってはいるが、今後は、単なる情報収集という位置づけでなく、自らが専門家に変わ

って、アドバイスができるようになるレベルでの知識習得を目指し、専門家の手法を学

ぶ。 

 

（６）指導員会議の開催【継続】 

 

 支援事例を紹介し、その中で工夫したことを各自に発表させることで支援ノウハウの

共有を図る。単なる経過報告に留まらず、助言したことや使用した支援ツールなどを紹

介し、他の経営指導員が、支援に役立つ内容で実施する。 

 また、平成 29 年度より運用を開始した、支援対象者データベースについて、経過報

告、支援のポイント、支援ツールについて報告し、ノウハウの共有を図る。 

 さらに、支援状況については、従来から運用しているＴＯＡＳに、接触日毎に支援内

容を入力し、誰が閲覧しても対象者がどのような状況に有るか分かるように管理する。 

  

（７）中小企業大学校への派遣【継続】 

 

①中小企業支援担当者等研修「税務・財務診断」（基礎Ⅰ） 

初任経営指導員を対象に、「税務」と「財務診断」の基本的事項について、20日間に渡

り開催される研修に職員を派遣。企業診断の基本的事項について習得させる。 

 

②中小企業支援担当者等研修「経営診断基礎」（商業） 

 基礎Ⅰ研修を修了した経営指導員を対象に、「財務分析」「外部環境分析」「販売分析・

マーチャンダイジング」「IT活用」「店舗施設」「事業計画」について、20日間に渡り開

催される研修に職員を派遣。商業診断の実務に係わる事項について習得させる。 

 

（８）日本商工会議所が行う研修への参加【継続】 

 

①マル経基礎研修会 

 マル経融資に携わる初任者を対象に、「決算書の読み方」「経営分析・財務分析・融資

判断」「推薦書記入のポイント」について、３日間に渡り開催さえる研修に職員を派遣。

融資業務の基本知識を習得させる。 

 

（９）広島県商工会議所連合会が行う研修への参加【継続】 

 

①経営指導員応用研修会（一般コース） 

 経営指導員を対象に、「広島県重点施策」「日本政策金融公庫融資制度」「企業再生」「事

業承継」などについて、１日間で開催される研修に職員を派遣。施策の動向や地域で課

題となっているテーマについて研修させる。 
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②経営指導員応用研修会（特別コース） 

 経営指導員を対象に、「経営力向上計画」「マーケティング」「伴走型支援」などについ

て。２日間で開催される研修に職員を派遣。個者の事例や支援事例について研修させる。 

 

 

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【継続】 

 

（第１期計画における取組と課題） 

 

○大学教授、中小企業診断士、行政職員からなる事業評価委員会を構成し、年１回委員

会を開催し事業内容について評価を受けた。定量面、定性面から客観的評価が得られ、

経営発達支援事業を推進するにあたり、大いに参考になった。 

 

○有益な指摘や改善アドバイスも得られたものの、総体的、断片的なコメントも見受け

られ、すべての事業毎の評価にまで至らなかった。 

 

（本計画の取組みの方向性） 

 

○事業を体系的、網羅的に評価する方法を想定し、的確に小規模事業者の経営発達に資

するようＰＤＣＡサイクルを確立させ、事業の改善につなげる。 

 

○これまでは、事業毎に概要説明と定量的な成果の報告を行い、指摘を得ることに留ま

っていた。今後は、担当者が行った事業毎のレビューを、実施概要、担当者の気付き、

改善点と項目を分けた様式を作成し報告し、委員からの客観的指摘を受ける方法に改

める。 

  

○毎年度、本計画の事業の実施状況及び成果について、次の方法により検証を行い、次 

年度の事業の計画・実施につなげる。 

 

（１）委員の構成 

大学教授、中小企業診断士、行政職員等で構成する「事業評価委員会」を設置し、事

業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を受ける。 

 

（２）評価会議の開催 

「事業評価委員会」の結果により、計画内容、支援事業内容などを検証、見直すための

役員、経営指導員等による「経営発達支援事業検討会議」を開催する。 

 

（４）トップによる方針決定 

当所正副会頭会議において、事業評価委員会における評価等に基づき、経営発達支援

事業の取組みにおける見直しの方針を決定する。 
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（５）評価結果、及び次年度方針の公開 

事業の成果・評価・見直しの結果を当所のホームページ、所報「商工ふくやま」等で

公表し、経営発達支援事業の実施内容の周知と事業の利用拡大につなげる。 

 

（目標） 

項目 現状 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

事業評価委員会回数 １回 １回 １回 １回 

経営発達支援事業検討会議回数 １回 １回 １回 １回 

 

（実施時期） 

実施事業 
４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１

月 

２ 

月 

３ 

月 

事業評価委員会 開催 見直し 

経営発達支援事業検討会議     検討・見直し 

評価データ公表 公表 
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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２９年４月現在） 

（１）組織体制 

 

福山商工会議所 経営発達支援事業実施体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山商工会議所 組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

専務理事 

事務局長 

事務局 （１７名） 
産業振興部       部長 １名 
            部次長１名 
経営課           ５名 
松永支所          ２名 
産業課           ５名 

   情報課           ３名 
 福山地域中小企業支援センター 
   専門家（税理士・診断士他） ６名 

 
 

会 頭（１名） 
副会頭（４名） 

専務理事（１

 
常議員会（４８名） 

議員総会（１２０

 

名誉会頭（１名） 
顧  問（２名） 
参  与（３名） 

監事（３名） 

会員 
小売商業部会    卸売商業部会 
機械金属工業部会  繊維工業部会 
食品工業部会    木材・伝統産業部会 
一般工業部会    建設業部会 
金融業部会     運輸・通信業部会 
観光・サービス業部会 

委員会 

青年部 
女性会 

特定商工業者 

事務局長（１

 

事務局 
総務部 
 総務課 
経理課 
会員課 

産業振興部 
 産業課 
 情報課 
 経営課 
松永支所 
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【事務局体制】 

 役員１名 職員３１名 

  専務理事     １名 

 職員３１名 

事務局長     １名 

  一般職員    １１名（男４名、女７名） 

  経営指導員   １５名（男１０名、女５名） 

  補助員      ４名（男２名、女２名） 

 

（２）連絡先 

福山商工会議所 

 〒720-0067 広島県福山市西町二丁目１０番１号 

  電話番号：０８４－９２１－２３４５ ＦＡＸ番号：０８４－９２２－０１００ 

 メールアドレス cci@fukuyama.or.jp 

 ホームページアドレス http://www.fukuyama.or.jp 

 

 本事業に関する連絡先 

 

    産業振興部 経営課 

   電話番号：０８４－９２１－８７３４ ＦＡＸ番号：０８４－９２２－０１００ 

 

  産業振興部 松永支所 

   電話番号：０８４－９３３－２１５１ ＦＡＸ番号：０８４－９２２－０１００ 

 

  産業振興部 産業課 

   電話番号：０８２－９２１－２３４９ ＦＡＸ番号：０８４－９２２－０１００ 

 

  産業振興部 情報課 

   電話番号：０８４－９２１－８７３６ ＦＡＸ番号：０８４－９２２－０１００ 

 

  福山地域中小企業支援センター 

   電話番号：０８４－９２１－８７３５ ＦＡＸ番号：０８４－９２２－０１００ 
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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） 

 30年度 

( 30年 4月以降) 
31年度 32年度 

必要な資金の額 175,540 176,560 177,560 

 

中小企業振興事業特別会計 

 

一般会計 

商工業振興費 

特別事業費 

 調査広報費 

 

 

 

 

133,980 

 

 

12,530 

10,000 

19,030 

135,000 

 

 

12,530 

10,000 

19,030 

136,000 

 

 

12,530 

10,000 

19,030 

（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 

会費、負担金（参加料）、国補助金、広島県補助金、福山市補助金 

 

 

 

（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 

１．地域の経済動向調査    …円滑かつ効果的な調査及びその公表の実現に向けた連携 

２．経営状況の分析      …小規模事業者の正確な経営状況分析の実現に向けた連携 

３．事業計画策定の支援    …需要を見据えた事業計画立案の実現に向けた連携 

４．事業計画策定後の実施支援 …事業計画の円滑な進捗と効果的見直しの実現に向けた連携 

５．需要動向調査       …効果的な情報収集と個社の商品・役務の需要調査の実現に向けた連携 

６．新たな需要の開拓     …小規模事業者の売上・利益の増大の実現に向けた連携 

７．地域経済活性化の取り組み …地域の各種団体等が一体となった効果的取組の実現に向けた連携 

８．支援力向上のための取り組み…当所の支援力向上と多面的支援の実現に向けた連携 

連携者及びその役割 

１．氏名又は名称 

区分 連携者 連携者の役割 連携の効果 

 行
政 

広島県 

知 事 湯崎 英彦 

広島県広島市中区基町１０－５２ 

電話番号：０８２－２２８－２１１１ 

・地域経済動向調

査情報の提供、

助言 

・需要動向調査情

報の提供、助言 

・経営改善普及事

業とうでの指

導 

・支援力向上のた

めの研修、会議

等の立案、実施 

・小規模事業者支

援の充実 

・地域経済活性化

に寄与 

福山市 

市 長 枝広 直幹 

広島県福山市東桜町３番５号 

電話番号：０８４－９２１－２１１１ 

・地域経済動向調

査情報の提供、

助言 

・需要動向調査情

報の提供、助言 

・地域経済活性化

の取り組みへ

の参画、助言 

・効果的な地域経

済動向調査の実

現 

・効果的な需要動

向調査の実現 

・地域経済活性化

に寄与 

 

金
融
機
関 

日本政策金融公庫 福山支店 

国民生活事業 

支店長 林  武志 

広島県福山市光南町二丁目２番７号 

電話番号：０８４－９２２－６５５０ 

・各種融資制度斡

旋の協力 

・融資先等への助 

 言 

・支援案件の紹介 

・効果的な融資制

度利用促進 

・事業計画策定後

の実施支援に寄

与 

（株）広島銀行 福山営業本部 

執行役員福山営業本部本部長 

岡野 帝男 

・各種融資制度斡

旋の協力 

・融資先等への助 

・効果的な融資制

度利用促進 

・事業計画策定後
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広島県福山市霞町一丁目１－１ 

電話番号：０８４－９２１－３５１１ 

 言 

・支援案件の紹介 

の実施支援に寄

与 

（株）中国銀行 福山支店 

支店長 宮崎 俊司 

広島県福山市紅葉町１－１ 

電話番号：０８４－９２２－１２３１ 

・各種融資制度斡

旋の協力 

・融資先等への助 

 言 

・支援案件の紹介 

・効果的な融資制

度利用促進 

・事業計画策定後

の実施支援に寄

与 

（株）もみじ銀行 福山支店 

専務取締役福山支店長 佐々木 博信 
広島県福山市延広町１－２８ 
電話番号：０８４－９２２－３２１０ 

・各種融資制度斡

旋の協力 

・融資先等への助 

 言 

・支援案件の紹介 

・効果的な融資制

度利用促進 

・事業計画策定後

の実施支援に寄

与 

しまなみ信用金庫 福山営業部 

専務理事 香川 隆志 

広島県福山市船町７－２８ 

電話番号：０８４－９２４－３８８８ 

・各種融資制度斡

旋の協力 

・融資先等への助 

 言 

・支援案件の紹介 

・効果的な融資制

度利用促進 

・事業計画策定後

の実施支援に寄

与 

 

商
工
会
議
所
・
商
工
会 

広島県商工会議所連合会 

会頭 深山 英樹 

広島県広島市中区基町５－４４  

電話番号：０８２－２２２－６６１０ 

・支援力向上のた

めの研修、会議

等の立案、実施 

・経営指導員等の

資質向上 

福井商工会議所 

会頭 川田 達男 

福井県福井市西木田２丁目８－１ 

電話番号：０７７６－３６－８１１１ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・経営指導員等の

資質向上 

大津商工会議所 

会頭 大道 良夫 

滋賀県大津市打出浜 2 番 1 号コラボし

が 21 9階 

電話番号：０７７－５１１－１５００ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・経営指導員等の

資質向上 

高知商工会議所 

会 頭 青木 章泰 

高知県高知市本町 1丁目 6番 24号 

電話番号：０８８－８７５－１１７７ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・経営指導員等の

資質向上 

北九州商工会議所 

会頭 利島 康司 

北九州市小倉北区紺屋町13-1 毎日西

部会館1・2階 

電話番号：０９３－５４１－０１８１ 

 

 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・経営指導員等の

資質向上 
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広島県商工会連合会 東部支所 

広島県福山市神辺町大字川北８９２－７ 

電話番号：０８４－９６０－３１０７ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・会議への参加 

・経営指導員等の

資質向上 

福山あしな商工会 

会 長 林  吉宏 

広島県福山市新市８２０－１ 

電話番号：０８４７－５２－４８８２ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・会議への参加 

・経営指導員等の

資質向上 

福山北商工会 

会 長 二畠 直敏 

広島県駅家町倉光４１７ 

電話番号：０８４－９７６－３２１１ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・会議への参加 

・経営指導員等の

資質向上 

神辺町商工会 

会 長 髙橋 邦宏 

広島県福山市神辺町川北９４８－１ 

電話番号：０８４－９６３－２００１ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・会議への参加 

・経営指導員等の

資質向上 

沼隈内海商工会 

会 長 三谷 省吾 

広島県福山市沼隈町草深１８９１－６ 

電話番号：０８４－９８７－０３２８ 

・支援力向上のた

めの情報交換 

・会議への参加 

・経営指導員等の

資質向上 

 

地
域
団
体
等 

福山市商店街振興組合連合会 

代表理事 高田 健司 

広島県福山市西町二丁目１０－１ 

福山商工会議所内 

電話番号：０８４－９２１－２３４９ 

・地域経済活性化

への取り組み

への参加 

・地域経済活性化

に寄与 

鞆の浦 de ART実行委員会 

委員長 岡本 純夫 

広島県福山市西町二丁目１０－１ 

福山商工会議所内 

電話番号：０８４－９２１－２３４９ 

・地域経済活性化

への取り組み

への参加 

・地域経済活性化

に寄与 

福山駅前等歩道空間活用社会実験実行

委員会 

委員長 小川 智弘 

広島県福山市西町二丁目１０－１ 

福山商工会議所内 

電話番号：０８４－９２１－２３４９ 

・地域経済活性化

への取り組み

への参加 

・地域経済活性化

に寄与 

ゲタリンピック実行委員会 

委員長 信岡  健一郎 

広島県福山市松永町３丁目１３－９ 

電話番号：０８４－９３３－２１５１ 

 

 

・地域経済活性化

への取り組み

への参加 

・地域経済活性化

に寄与 

http://www.fukuyama.or.jp/
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そ
の
他
の
支
援
機
関 

（公財）ひろしま産業振興機構 

理事長 深山 英樹 

広島県中区千田町３－７－２７ 

電話番号：０８２－２４０－７７１５ 

・専門家相談等

（よろず支援

拠点、創業サポ

ーター）による

助言 

・専門家相談によ

る効果的な経営

状況分析の実現 

・専門家相談によ

る効果的な事業

計画策定の実現 

・専門家相談によ

る効果的な事業

計画策定後の実

施支援の実現 

・専門家相談によ

る効果的な創業

支援の実現 

中小企業基盤整備機構 中国本部 

本部長 村松 清孝 

広島県広島市中区八丁堀５－７ 

電話番号：０８２－５０２－６６８９ 

・支援力向上のた

めの各種研修、

セミナーの開

催 

・経営指導員等の

資質向上 

広島県事業引継支援センター 

統括責任者 平野 勝正 

広島県広島市中区基町５－４４ 

電話番号：０８２－５５５－９９９３ 

・事業承継相談の

指導、助言 

・専門家相談によ

る効果的な事業

承継の実現 

特定非営利活動法人中小企業販路開拓

支援協議会 

理事長 川上 正人 

広島県広島市東区光町１丁目１２－１

６ 

電話番号：０８２－２６３－１１５３ 

・販路開拓支援へ

の指導、助言 

・支援力向上のた

めの研修立案、

実施 

・支援力向上のた

めの情報交換

会の開催 

・情報交換会開催

による支援力向

上に寄与 

・経営指導員等の

資質向上 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 規 模 事 業 者 等 

福山商工会議所 

支 
 

援 

経
営
相
談 

行政 

金融機関 

商工会議

所商工会 

地域団体

 

その他の

支援機関 

【連携内容】 
１．経済動向調査、５．

需要動向調査、６．需要

開拓、７、地域経済活性

化 

【連携内容】 
２．経営状況分析、３、計

画策定、４．実施支援（融

資制度活用） 

 

【連携内容】 
６．需要開拓、７．地域経

済活性化、８．支援力向上 
 

【連携内容】 
２．経営状況分析、３．計

画策定、４．実施支援、８．

支援力向上 
 

【連携内容】 
６．需要開拓、７．地域経

済活性化 

各事業、各機関とネット

ワークを形成し、小規模

事業者等を総合的に支

援 
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