
 

 
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 東広島商工会議所 

実施期間 平成 27 年４月 1日～平成 32 年３月 31 日 

目標 

 東広島市は、広島大学の統合移転を契機に発展を遂げ、学生をはじめ若年者の構成比

が高い全国でも数少ない人口増加都市であるが、若者向きの商業・サービス施設が充実

していない状況にもある。一方、東広島市西条は、古くから三大銘醸地と呼ばれ、西条

駅周辺には蔵元が軒を連ねる「酒蔵のあるまち」として脚光を浴びつつある。 

 こうした中、当市がさらなる成長を目指したまちづくりを進めるには、まちの賑わい

や交流の場となる商業・サービス機能の充実・強化が不可欠となることから、商業・サ

ービス業に注力するとともに、活力と魅力ある店づくりに向けた支援を展開し、「地域

特性を活かした活力と賑わいのあるまち」の実現を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ‐１ 地域の経済動向調査に関すること 

   地域内の経済動向を把握し、会議所報やホームページ等で公表することにより、

小規模事業者へ調査結果を提供し、事業計画作成などの基礎資料とする。 

Ⅰ‐２ 経営状況の分析に関すること 

   巡回訪問や窓口相談時においては、地域の状況や、小規模事業者が抱える課題、

当商工会議所に対する要望等の情報を収集し、伴走型支援を検討する資料とする。

なお、分析にあたっては、日本政策金融公庫が公表している小企業の経営指標調査

の結果を基礎資料として、数値面（安全性、収益性、生産性）などの内部環境、競

合面などの外部環境についての分析を実施し、経営計画策定の基礎とする。 

Ⅰ‐３ 事業計画の策定支援に関すること 

   事業計画の策定を希望する小規模事業者を掘り起すため、セミナーや相談会を開

催する。事業計画の策定にあたっては、制度融資や補助金など各種制度の活用も検

討しながら、事業の目指すべき姿（目標）に向け、伴走型の支援を行う。 

   また、当商工会議所、東広島市、広島大学が共催する「起業家養成講座」を通じ

て創業希望者の育成を図るとともに、創業に必要な計画書の作成や許認可の手続き

についてアドバイスを行う。 

Ⅰ‐４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業計画策定後の実施支援にあたっては、巡回訪問や窓口相談、各専門家と連携

し、必要な指導助言を行うフォローアップを実施する。 

Ⅰ‐５ 需要動向調査に関すること 

   東広島市が行う商業実態調査の結果を踏まえ、当市の市場動向を調査するととも

に、小規模事業者自らが顧客に簡単なヒアリングを行い、新規顧客の開拓やセルフ

イノベーションに繋げる。 

Ⅰ‐６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  広島県内で開催されるビジネス交流会への参加を通じて、人的ネットワークの拡大

に力を注ぐ。また、東広島市観光協会と連携し、地域イベント等に出展している事業

者の情報を基に、必要に応じ専門家派遣等による支援を行う。なお、販路開拓に意欲

のある小規模事業者については、アンテナショップ等の活用などの支援を行う。その

他、多店舗化を目指す事業者には、他の支援機関と連携し支援策を検討する。 

Ⅱ  地域経済の活性化に資する取り組み 

  「酒まつり」等のイベントを通じ、当地域の魅力を発信、観光客の再訪を増やす。

また、中心市街地の賑わいを創出するため、出店希望者に対し、助成制度や空き店

舗等の情報を提供するなどのサポートを行う。その他、地元就職率を高めるため、

地元企業のイメージアップを図り、高度な人材の確保と若者の定住増を図る。 

連絡先 

 東広島商工会議所 企業指導課 

 広島県東広島市西条中央７丁目 23番 35 号 

 ＴＥＬ：082-420-0304 ＦＡＸ：082-420-0308 

 ＵＲＬ：http://www.hhcci.or.jp/  



- 1 - 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

<東広島市の現状> 

東広島市は、昭和 49 年の市制施行以来、賀茂学園都市の建設及び広島中央テクノポ

リス建設の２大プロジェクトにより、大学・研究機関の集積と産業基盤・都市基盤の整

備が進められてきた。 

 

その結果、200ha 以上にも及ぶ公的産業団地が開発整備され、電気機械関連や自動車

関連の製造業をはじめ多数の企業や研究機関が立地し、製造品出荷額等も１兆円を超

え、工業都市として目覚ましい発展を遂げてきた。 

 

しかしながら、平成 20 年の世界同時不況以降、東日本大震災や歴史的な円高など、

わが国経済を揺るがす出来事が発生し、製造品出荷額等は、平成 19 年の 1 兆 4,380 億

円を境に、平成 21 年には、1兆 410 億円まで減少した。 

また、半導体製造大手の再建問題や、家電製造大手の規模縮小等の影響もあってか、

製造品出荷額等は、平成 23 年の１兆 245 億円から、平成 24 年は 9,099 億円、平成 25

年は、8,600 億円と大幅に落ち込んでいる。 

 

 
参考資料 東広島市の商工業 2015 

 

一方、産業別事業所数の構成では、卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業を主体に

第３次産業が約 80％と高い割合を示している。 

 

このような状況の中、東広島市は、「日本一住みよいまち」を目指し、平成 23 年１月

に東広島市成長戦略基本方針を策定、この中で、「活力ある産業創造都市の構築」と「魅

力ある中心市街地の形成」を産業分野の重点項目とし、平成 32 年の目標値として、製

造品出荷額を１兆 5,000 億円、年間商品販売額を 5,000 億円としている。 
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<東広島市の課題> 

人口は、広島大学、近畿大学工学部の移転や広島国際大学の開学に伴う教職員と学生

の転入、さらには平成 17 年の周辺５町との合併などにより、平成 22 年国勢調査では、

19 万人を超え（住民基本台帳は 18 万人強）、全国的に少子高齢化が進む中にあって数少

ない人口増加都市となっている。特に、学生をはじめとする若年者の構成比が高いこと

が特徴であるが、その反面、若者向きの商業・サービス施設が充実していない状況にも

ある。 
（東広島商工会議所管内人口（西条町、八本松町、志和町、高屋町の合計：136 千人〈H26.3〉※下図は東

広島市全域（福富町、豊栄町、河内町、黒瀬町、安芸津町を加えたもの） 

 

 
 

参考資料：東広島市ホームページ 
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商業面では、大型店の進出により小売商店数は平成３年をピークに減少している。中

でも大型店売場面積の占有率は、県内で最も高く、地元小売業者にとっては、非常に厳

しい競争環境にある。一方、飲食サービス業、サービス業を主体に第三次産業は増加傾

向にあり、近年はサービス経済化が着実に進展している。 

 

東広島市西条は、灘、伏見とともに三大銘醸地に数えられる日本酒の産地でもある。

明治～昭和初期にかけて多くの醸造家が創業し、現在でもＪＲ西条駅周辺には、７つの

蔵元が集積しており、「酒蔵通り」と呼ばれる独自の町並を創り出している。また、毎

年 10 月中旬には、20 万人を超える人出で賑わう「酒まつり」が開催されており、酒蔵

地区への訪問者は年々増加している。今後、魅力的な観光地とするためには、滞留時間

を長くするような集客施設や店舗の「しつらえ」、「おもてなし」の充実が必要となって

いる。 
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東広島市では、「活力創造のまち」、「魅力創出のまち」、「安心充実のまち」の３つの

成長戦略基本方針の中で、「活力ある産業創造都市の構築」を重点項目の一つとして掲

げており、産業構造の多角化に向け、市内産業の活性化及び企業誘致を積極的に展開す

るため、民間活力の導入による新たな産業団地の整備などを行い、必要な基盤整備を推

進するとある。このことは、産業団地の誘致により、雇用の増加も期待でき、その受け

皿としてのまちの賑わいや交流の場も必要となる。 

 

このような地域の状況を踏まえ、当市がさらなる成長を目指したまちづくりを進める

には、まちの賑わいや交流の場となる商業・サービス機能等の充実・強化が課題となっ

ている。 

 

<東広島商工会議所の取組み〉 

以上のような状況を踏まえ、当商工会議所としては、「地域の活性化」を最重要課題

として掲げ、その担い手であり、イノベーションの源泉である「中小企業の活力強化」

に向け、各種事業に取り組む。 

 

中でも、今回の経営発達支援事業計画においては、商業・サービス業に注力するとと

もに、当地域の小規模事業者を対象に、東広島市、地域金融機関その他支援機関との連

携を図り、面的な伴走型支援を行う。 

 

具体的には、地域の経済動向を把握するため、景気観測調査や LOBO 調査等を実施。

経営状況の分析については、巡回訪問や窓口相談、ヒアリングの実施、経営分析を実施

する。 

 

また、事業計画策定支援については、起業家養成講座やセミナー・説明会の実施を行

い、事業計画の策定を希望する小規模事業者を掘り起こす。事業計画策定後は、巡回訪

問等によるフォローアップを実施する。 

 

需要動向の調査については、業界動向の把握や、小規模事業者自らが行う顧客ヒアリ

ング調査などを行い、新規顧客の獲得を目指す。 
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新たな需要の開拓等については、広島県内で開催されるビジネス交流会への参加を通

じて、人的ネットワークの拡大に力を注ぐ。また、東広島市観光協会と連携し、毎年５

月と 10 月に開催しているイベント（スィーツ展等）に出展している事業者リスト等の

提供をいただき、必要に応じ専門家派遣等による支援を行う。さらに、販路開拓に意欲

のある小規模事業者については、アンテナショップ等への出展などさらなる販路開拓の

支援を行う。その他、多店舗化を目指す事業者には、他の支援機関と連携し支援策を検

討する。 

 

地域経済の活性化に資する取り組みについては、「酒まつり」等のイベントを通じ、

当地域の魅力を発信、観光客の再訪を目指す他、ご当地グルメの認知度を高めるための

取り組みを実施する。また、中心市街地への出店希望者に対し、助成制度や空き店舗等

の情報提供を行い、にぎわいや魅力の創造に繋げる。その他、大学生の地元就職率を高

めるため、地元企業のイメージアップを図り、高度な人材の確保と若者の定住増を図る。

 

これらの支援を円滑に推進するためには、当商工会議所自体の支援力向上が必要とな

るため、関係機関との連携強化を行うとともに、各種研修会への参加や組織内での勉強

会を行い、職員個々のレベルアップを図る。また、組織内での情報共有により、当商工

会議所全体で小規模事業者を支援する体制を整える。 

 

以上のことにより、小規模事業者個々の経営力向上、販売促進等を継続して支援する

ことで、個店の魅力アップと競争力の強化を図り、「地域特性を活かした活力と賑わい

のあるまち」とすることを目標とする。 

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．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

  経営発達支援事業を遂行する上で、地域の経済動向などは、小規模事業者の経営指

針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の基礎となるが、これまであまり活用されてこ

なかった。 

このことから、各種調査を実施し、その結果を、会議所報等を通じて事業者に公表

することはもちろんのこと、職員が経済動向を把握することで、各業種、業態に即し

た相談・指導、さらには小規模事業者の事業計画作成などの基礎資料とする。 
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（事業内容） 

（１）広島県商工会議所連合会が県下 1,000 社余の中小・小規模企業を対象（当商工会

議所管内は 90 社）に実施している景気観測調査（３カ月毎に実施）により、県内

全体と当地域の景況を比較し、調査結果を当商工会議所所報に掲載（３カ月に一度）

する。 

また、これまでの推移を年度ごとにまとめ、ホームページに掲載し、広く周知す

るとともに、必要に応じて小規模事業者に提供する。 

 

（２）全国の商工会議所ネットワークのもと、企業を取り巻く経営環境や直面する課題

等の現状を示すデータとして実施している LOBO 調査（早期景気観測調査：毎月１

回実施／当商工会議所の対象は４社）により、経済動向を把握し、また、結果をホ

ームページに掲載することで、広く周知する。 

 

（３）国の機関である「まち・ひと・しごと創生本部」が公開している「REASAS：地域

経済分析システム」を活用し、「産業マップ」「観光マップ」「人口マップ」「自治体

比較マップ」の中から必要と思われるデータを抽出・分析して、経済動向の把握に

努める。（新規） 

 

（４）なお、産業別構成比の高い「商業・サービス業」については、商業統計調査、経

済センサス活動調査も利用して、３年ごとに商店数・従業者数・年間販売額等を確

認し、「商業・サービス業」における課題抽出を行い、これらの情報をホームペー

ジで紹介するとともに、小規模事業者の相談時等に活用する。（新規） 

 

（５）上記調査の結果については、当商工会議所内のイントラネットワーク上にアップ

し、職員全員が閲覧できるようにして、小規模事業者に対する事業計画作成時の基

礎資料とする。（新規） 

 

（目標）地域内の経済動向を把握し、会議所報やホームページ等で公表することにより、

小規模事業者へ調査結果を提供し、事業計画作成などの基礎資料とする。 

    主な調査項目および実施回数、対象等は次のとおりである。 

 

・景気観測調査  四半期ごと年４回実施／対象 90 社 

・LOBO 調査 毎月実施／対象４社 

・REASAS：地域経済分析システムのデータ活用 随時 

・商業統計調査、経済センサス活動調査 ３年ごとに経済動向を把握 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

小規模事業者の持続的発展に向けては、大企業ではできないこと、すなわち、小回

りの利く経営手法や価格以外の強みで対抗する必要がある。しかし、自社の分析がで

き、強みや弱みを理解し、活用している小規模事業者は多くない。そのためには、小

規模事業者自らが、経営状況の実態把握、分析を行うことが重要となる。 
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このことから、まずは経営指導員等による積極的な巡回・窓口相談等を通じて、当

商工会議所と小規模事業者が顔の見える信頼関係を構築し、気軽に相談できる体制を

整備する。 

 

（事業内容） 

（１）巡回訪問・窓口相談では、会議所の施策・情報（地域の経済動向、金融情報・補

助金情報・労務関係情報等）を提供し、顔の見える信頼関係を築くことで、小規模

事業者の現状と課題を把握する。 

実施に当たっては、経営指導員一人当たり、年間 850 件以上の巡回訪問・窓口相

談を目標とする。 

 

（２）小規模企業振興委員会議を開催し、小規模企業振興委員から地域の状況や自らが

営む事業、或いは業界動向について発表をいただき、意見交換を行う。また、巡回

訪問や窓口相談時には、地域の状況や、小規模事業者が抱える課題、会議所に対す

る要望等の情報を収集し、伴走型支援を検討する資料とする。 

 

（３）ＴＯＡＳ／Ｗeb 版は、これまで主に件数の管理用として利用してきたが、巡回訪

問や窓口相談を通じて得た情報（売上高、粗利益高）等をカルテ入力することで、

データベース化する。これらの情報を当商工会議所内で共有し、伴走型支援に活用

する。（新規） 

 

（４）以上のことを踏まえ、経営指導員によるヒアリングや、日本政策金融公庫が公表

している小企業の経営指標調査を基礎資料として、事業所の経営状況を数値面（安

全性、収益性、生産性）などの内部環境や、競合面などの外部環境について分析を

実施し、経営計画策定の基礎とする。（新規） 
 

※ＴＯＡＳ／Ｗeb 版：情報の資源化・共有化という視点から、「データ中心主義」の設計技法を採

り入れ、商工会議所の運営基盤である 地区内事業所の情報をデータベース

化し、その上に業務処理システムを構築している。これにより、全所的な情

報の 共有化を行うことが可能になり、併せて各業務を横断した情報の戦略

的活用も可能となっている。 

※小規模企業振興委員会：小規模事業者と当商工会議所のパイプ役として、東広島商工会議所の各

エリア（西条、八本松、志和、高屋）に 18 名の小規模振興委員を委嘱・

設置し、国・市・会議所の施策情報の周知や小規模事業者からの相談を取

り次ぐなどの活動を行っている。また、年に１回程度小規模企業振興委員

会議を開催し、地域の経済状況や、当商工会議所に対する要望など、意見

交換を行うことにより、今後の活動方針の一助としている。 

 

（目標）巡回訪問や窓口件数を平成 31 年度には 4,700 件を目標とする。 

    経営分析件数を平成 31 年度には 60 件を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問・窓口相談件

数 
4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700
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支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

経営分析件数 未実施 10 60 60 60 60

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

地域における創業を支援するため、東広島市が策定した「創業支援事業計画」に沿

って、経営・財務・人材育成・販路開拓や支援制度に関するアドバイスを行う。創業

後も巡回・窓口相談により、伴走型の支援を実施する。 

 事業者の経営課題を解決するため、上記１．経済動向調査の、上記２．の経営状況

の分析の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び、伴走型の指導・助言を行い、小規模

事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

（事業内容） 

（１）チャレンジ精神を持った創業希望者を対象に、当商工会議所、東広島市、広島大

学の３機関共催による「起業家養成講座」を開催し、ビジネスモデルの構築や資金

調達など、創業に必要な知識やノウハウを学ばせ、創業希望者の育成を図る。 

 

（２）参加者の募集については、当商工会議所のホームページや市広報誌・ホームペー

ジ等を通じて呼びかけるほか、各支援機関の窓口でポスターの掲示、チラシの配布

を行い幅広く周知する。 

 

（３）東広島市の「創業支援事業計画」が、産業競争力強化法に基づく国の認定（平成

26 年 10 月 31 日付け）を受けたことにより、上記の「起業家養成講座」を修了した

者には、税制面や保証面での優遇措置が受けることのできる「特定創業支援事業」

について周知するとともに、創業に必要な許認可や手続きのアドバイスを行う。 

 

（４）また、新商品・サービスの提供や設備投資を行う場合は、創業補助金の活用を検

討し、申請する際にはその支援を行う。 

 

（５）事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を希

望する小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（６）窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画

策定を希望する小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（７）事業計画策定を希望する小規模事業者には、まず自分の目指すべき姿（目標）を

明確にさせ、そのための環境分析（自店の強み・弱み、競合店等）を行い、アクシ

ョン、スケジュール、損益・資金計画など、計画づくりのサポートを行う。 

 

（８）事業計画を策定し、その実施にあたっては、小規模事業者経営発達支援融資など

の制度融資、あるいはものづくり・商業・サービス革新事業や小規模事業者持続化
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補助金等、各種制度の活用を検討し、申請する場合は事業計画書作成の支援を行う。

 

（目標）創業支援者数年 15 件を目指す。 

セミナー・説明会の開催を年 1回、事業計画策定事業者数を年 5件とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

起業家養成講座開

催回数 
1 1 1 1 1 1

創業支援者数 12 15 15 15 15 15

セミナー・説明会

開催回数 
未実施 1 1 1 1 1

事業計画策定事業

者数 
未実施 0 5 5 5 5

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（事業内容） 

（１）創業後は、税務、記帳・経理、労務などの経営相談に応じるため、巡回・窓口指

導による個別のフォローアップを行い、伴走型の支援を行う。なお、第二創業につ

いては、ミラサポの専門家派遣制度を活用し支援する。 

 

（２）事業計画策定後も、定期的（３ヵ月に１回）に巡回訪問し、進捗状況の確認を行

うとともに、各種専門家と連携しながら、必要な指導・助言を行うフォローアップ

を実施する。 

 

（３）上記の事業計画策定に取り組むため、１年目は、地域の経済動向等の調査・分析

や事業者を選定するための情報収集の年とし、２年目から経営分析を行った事業者

も含め毎年５件程度（担当職員５名）の事業計画策定を目指す。また、フォローア

ップの期間は原則３年間とする。 

 

（目標）フォローアップの期間は原則３年間とし４年後に 15 件を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

フォローアップ件

数 
未実施 0 5 10 15 15

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 東広島市の成長戦略基本方針の一つに、活力ある産業創造都市の構築を重点項目に

掲げており、産業構造の多角化に向け、市内産業の活性化及び企業誘致を積極的に展

開するため、民間活力の導入による新たな産業団地の整備などを行い、必要な基盤整
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備を推進するとある。このことは、企業の誘致により、雇用の増加が期待でき、その

受け皿としてのまちの賑わいや交流の場も必要とされるが、現時点では十分ではない。

小規模事業者にとっては、これらの動向を踏まえた新規顧客の獲得が課題であり、

当商工会議所としても、これまでセミナー等で紹介していた「自らが顧客動向を把握

し、新規顧客の取得を目指す」仕掛けを行うことで、販路（売上）拡大に繋げる。 

 

（事業内容） 

（１）平成 27 年度に東広島市が５年に 1 回実施している商業実態調査（買回り品にお

ける買い物行動と意識の推移、大型小売店・地元小売店・コンビニエンスストア・

通信、インターネット、カタログ販売の利用理由の推移、地元の買い物施設への要

望等を調査）の結果を踏まえ、当市の市場動向を把握する。 

 

（２）上記の調査結果を基に、産業別構成比の高い「商業・サービス業」の課題をとり

まとめ、小規模事業者に提供するとともに、経営分析が必要な支援対象者のピック

アップを行う。（新規） 

 

（３）ピックアップした小規模事業者に対しては、その内容に応じた最適な支援機関、

例えば、ひろしま産業振興機構の事業（中小企業イノベーション促進支援事業〈チ

ーム型支援〉、よろず支援拠点事業）の紹介を行い、必要と思われる案件に対して

は、マッチングを図るとともに、事業計画策定等、個別の具体的な課題に対しては

ミラサポなどによる専門家派遣を行う。（新規） 

 

（４）必要に応じて地元金融機関・日本政策金融公庫などと連携し、金融支援などの面

的支援に結びつける。 

 

（５）小規模企業振興委員会議を開催し、小規模企業振興委員から地域の状況や自らが

営む事業、或いは業界・業種動向について発表をいただき、意見交換を行う。また、

巡回訪問や窓口相談時には、需要動向の意見を聴取し、事業計画策定時の基礎とす

る。 

 

（６）さらに、セミナー、巡回訪問や窓口相談を通じてヒアリング調査の効果や調査票

の例示等を行い、小規模事業者自らが顧客に簡単なヒアリングを行う（当店を選ん

だ理由、欲しいサービスなど）ことで、新規顧客の開拓やセルフイノベーションに

繋げる。 

また、調査の結果を収集し、事業計画作成につながるアドバイスを行うとともに、

入門編として、中小企業基盤整備機構が作成し公開している経営計画書作成アプリ

「経営計画つくるくん」等を紹介し、自らが事業計画を作成できるように支援する

ことで、セルフイノベーションの効果を高める。（新規） 

 

（７）全体的な市場統計を調査する際に最も役立つのが、政府統計であり、その総合窓

口（e-Stat）の最新データを活用し、需要動向について調査する。（新規） 

[Web]  http://www.e-stat.go.jp/ 
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（８）また、各省庁のホームページには統計データおよび解説が掲載してあるので、こ

れらも活用する。（新規） 

経済産業省：統計 http://www.meti.go.jp/statistics/index.html 

厚生労働省：厚生労働統計一覧表 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/index.html 

国土交通省：統計情報 http://www.mlit.go.jp/statistics/details/index.html

農林水産省：統計情報 http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html 

 

（目標）小規模事業者が自ら行う顧客ヒアリング調査を支援し、セルフイノベーション

に繋げる。支援者件数は年 10 件を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

顧客ヒアリング調査 

支援者件数 
未実施 5 10 10 10 10

 

 

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】 

 

当商工会議所のホームページでは、技術データバンク、商業データバンク、ものづ

くり商品カタログを掲載し、販路開拓の支援を行っている。その中身は、企業概要の

他、保有技術や商品を紹介し、ＢｔｏＢを促進する仕組みとなっている。 

また、当商工会議所内に設置している地域中小企業支援センターでは、企業の技術

開発等の支援を行っているが、その多くは中小企業である製造業が大半を占めており、

商業・サービス業向けのものは少ない。 

こうした現状を踏まえ、当商工会議所としては、商業・サービス業にも注力し、広

島県内で開催されるビジネス交流会を通じて、人的ネットワークの拡大支援に力を注

ぐ。  

また、東広島市観光協会と連携し、毎年５月の連休に開催している「酒スィーツ展」

や 10 月に開催している「酒まつり」の「のん太マーケット（スィーツ展）」に出展し

ている事業者リストや顧客の声を提供いただき、販路開拓に意欲のある小規模事業者

については、アンテナショップ等への出展などの支援策を提案する。 

その他、多店舗化等を目指す事業者については、ひろしま産業振興機構と連携し、

支援策を検討する。 
 

※東広島地域中小企業支援センター：当商工会議所内に設置している、東広島地区でこれから創業し

ようと考えている事業者や、新製品の開発或いは 新規事業に

進出し、経営革新を図りたい中小企業を支援する組織 

 

（事業内容） 

（１）小規模事業者に対し、広島商工会議所が主催する県内の事業者を集めた、ビジネ

スネットワーク拡大交流会やひろしま産業振興機構が主催する販路拡大支援事業

（販売力強化支援事業「販売戦略塾」（チーム型支援）、ビジネスフェア等の展示会

出展支援事業）等を、当所ホームページや、巡回指導・窓口相談等で広報するとと
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もに、支援が必要と思われる小規模事業者にも、参加・登録を促し、人的ネットワ

ークの拡大に努める。 

 

（２）東広島市観光協会と連携し、「酒スィーツ展」「のん太マーケット」に出展してい

る事業所リストや顧客の声を提供いただき、その事業者の課題を抽出する。その解

決のために、必要に応じてミラサポの専門家派遣制度を活用し、販路拡大に繋げる。

（新規） 

 

（３）販路拡大を希望する小規模事業者については、広島市にある市町村情報ステーシ

ョンの「ひろしま夢ぷらざ」と連携を取り、店頭販売（１日）の実施を通じて、購

入客の反応を確かめる。その反応を受けて、ミニイベント（２週間）や常設の可能

性についても検討するとともに、商品化に向けた支援を行う。（新規） 

 

（４）また、東京にある「広島ブランドショップＴＡＵ（タウ）」の出展については、

広島県商工労働局ブランド推進課と連携を取り、まずは、チャレンジコーナーに出

展することで、顧客の反応を伺う。その反応に応じ、同課によるバイヤーの紹介を

いただき、販路拡大に繋げる。（新規） 

 

（５）なお、販路拡大支援の際は、広島県商工労働局ブランド推進課と連携し、出展の

ノウハウを学ぶとともに、「首都圏販路開拓に関するセミナー」の参加を促す。 

（新規） 

 

（６）一般的に小規模事業者は、少ロット販売するに当たって、値付けや個包装を苦手

としている。 

しかしながら、いろいろな商品を少しずつ楽しみたいという顧客の要望が根強い

ことから、東広島市観光協会と連携し、統一の包装紙等について調査・研究を行う。

また、「スイーツ展」でのばら売りや、他社商品とのコラボ販売を試験的に行うこと

で、付加価値の高い商品やサービスが提供できる販売方法を検討する。（新規） 

 

（７）一方、サービス業における販路（売上）拡大は、多店舗化やフランチャイズ化が

有力な戦略の一つとして考えられており、その事前準備が必要となる。そのため、

ひろしま産業振興機構等と連携して、よろず支援拠点事業などの相談を通じ、支援

策を検討する。また、インターネットなどのＩＴ化による販路拡大を目指す小規模

事業者には、ミラサポの専門家派遣制度等を活用し、販売促進のきっかけを探る。

併せて、経営指導員が同席することで、指導方法について学ぶとともに、身近な成

功事例等の情報提供を行う。（新規） 

 

（８）ものづくりに取り組む小規模事業者に対しては、ひろしま産業振興機構と連携し、

前述（１）の販路拡大支援事業（販売力強化支援事業「販売戦略塾（チーム型支援）」、

ビジネスフェア等の展示会出展支援事業）等への登録や参加を特に促し、小規模事

業者の知識向上に役立てる。また、当商工会議所が行っている技術データバンク、

ものづくりカタログへの掲載によりＢｔｏＢを促進する。 
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※前述（６）のイメージ図 

 

（目標）人的ネットワークの拡大のためビジネス交流会等への参加を促し、また、他団

体への出展支援を行うことによる販路拡大・売上向上を目指す。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ビジネス交流会・

販路開拓等参加・

登録支援者数 

未実施 5 5 5 5 5

他団体の展示会参

加支援者数 
未実施 0 5 5 5 5

IT 化による販路拡

大支援者数 未実施 2 2 2 2 2

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

東広島市の中心にある西条は、兵庫の灘、京都の伏見と並び３大銘醸地の一つとし

て知られている。 

JR 西条駅周辺の「酒蔵通り」には、酒蔵が集積しており、レトロな赤レンガの煙突

や、なまこ壁などが特徴ある景観を形成している。西条のように酒蔵が狭い地域に集

中している地域は全国的にも珍しく、また、昨今の日本酒ブームも相まって注目を集

めている。 

「酒まつり」は、昭和 50 年代に誕生した「みんなの祭り」を、平成２年にお酒をシ

ンボルとしたまつりへと発展させた。以来、一層の地域活性化を目指し、内容を充実

させながら、現在では、東広島市を代表する一大イベントとして、毎年 10 月第２週の

土曜日・日曜日に開催しており、県内外から 20 万人以上の来場を集めている。 
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酒蔵でのイベントや、全国のお酒が楽しめる「酒ひろば」などの試飲コーナー、お

酒が飲めない子供も楽しめるイベントコーナなども充実しており、外国人の来場者も

増えている。 

また、「酒蔵通り」を来訪する観光客は年々増加傾向にあり、各酒蔵は見学場所を設

け、ボランティアガイドの見学ツアーも人気を博しており、観光客の受入体制は徐々

に充実している。 

それに併せて、酒蔵通りの一つのシンボルである「くぐり門」は、平成 23 年の改装

を経て、東側は、くぐり門珈琲店として喫茶。西側は西条酒蔵通り観光案内所として

休憩所やトイレ、多目的スペースを設置しており、毎月イベントが開催され、まちの

にぎわいに一役買っている。 

また、西条駅の西側は飲食街として賑わっており、西条駅前商店街振興組合が組織

され、まちづくりの活動を行っている。中でも組合員事業所を広く周知する取組みと

して、低価格で数店舗はしごできる「ワイワイはしご酒」のイベントを毎年７月に開

催し、500 名もの参加者を集め、新規顧客の開拓に繋がっている。 

平成 23 年９月には、当商工会議所の商業部会に飲食分科会「西條お酒とお米の会議

所」を組織し、西條酒と米粉を切り口に、手軽に楽しめる新しいご当地グルメ「コメ

カラ」を開発した。平成 24 年 12 月には「コメカラ」を商標登録し、平成 27 年３月末

時点では、30 店を超える提供店舗があり、各店オリジナルのコメカラを提供するなど

食によるまちづくりに取り組んでいる。 

しかし、西条駅前、酒蔵地区を含む東広島市の中心市街地は、小売店舗数、小売販

売額ともに減少しており、商業機能の衰退が進んでいる。これは、大型店への客離れ、

経営者の高齢化による廃業が原因と考えられる。そのため、空き店舗が散在しており、

これを貸店舗として新規出店を促しているものの、すでに住居用としているため、新

規出店が進んでいない。 

加えて、統一された案内サインや観光バス駐車場が整備されず、また、酒蔵地区の

中心を通る本通りは、幅員の割には車両通行量が多く危険であるなど、地区の回遊性

を低下させる一因となっており、観光資源を十分に活用できていない。 

また、「学園都市」を標榜する東広島市には、㈱広島テクノプラザ、酒類総合研究所、

広島県立総合技術研究所、ＪＩＣＡ中国国際センター、中国電力エネルギア総合研究

所などが立地する広島中央サイエンスパークや、広島大学、近畿大学工学部、広島国

際大学が立地しており、学生の人口は突出して多い。しかし、これら大学から東広島

市内への就職率は 3.5％と少なく、人材確保の面での課題となっている。 

こうしたことから、地域資源を活用した商業の新規出店を促し、中心市街地のにぎ

わいを創出することにより、交流人口の拡大を図る。さらに、地元企業のイメージア

ップを図り、若者の定住増へ繋げることで、地域全体の活性化を図る。 
 

 

※くぐり門：昭和初期ににぎわった芝居小屋「朝日座」への入口となっていたもので、西条酒蔵通り

にある路地をまたいで建つ建物のこと。通称「くぐり門」 

※コメカラ：「コメカラ」とは、地元西條酒と米粉の両方を使った唐揚げのことで、具材は鶏肉に限

らず、魚介類や野菜でも構わない。具材を西條酒に漬け込むことによって柔らかく仕上

がる点や、米粉の衣でカリッとした食感と油を吸収しにくい（☆）低カロリーでヘルシ

ーな点に特徴がある。     ☆出典「米粉利用の促進について」農林水産省 
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※学園都市：大学や研究機関等が散在し、これらと市民との相互依存関係が深く、教育研究機能がそ

の都市の主な機能として運営されるとともに、都市全体が教育的・文化的環境にふさわ

しく整備されている都市のこと。 

 

（事業内容） 

（１）当市の代表的な地域資源である日本酒に特化した全市的なイベント「酒まつり」

を毎年１０月の第２土曜日・日曜日の２日間、酒蔵通りを含んだ西条駅前から東広

島市役所の一帯で開催している。運営には、当商工会議所の青年部・女性会、東広

島市観光協会、西条駅前商店街振興組合、東広島市の他、関係団体が連携し、実行

委員会を組織して、当地域のにぎわい創出、地域経済の活性化に向け意識を共有し

実施している。なお、事務局は東広島市観光協会であるが、本まつり立ちあげの経

緯から実行委員長は、これまで当商工会議所青年部員が多数務めており、実行委員

にも多く名を連ね運営に深く関わっている。 

   このまつりは、県内外から 20 万人以上の来場者を数え、日本３大銘醸地である

西条酒の知名度向上と、酒蔵が西条駅周辺に集中している西条酒蔵通りの魅力を発

信しているが、今後、再訪する観光客を増やし、低迷している日本酒の消費拡大と

にぎわい創出に繋げて行く。 

 

（２）西条駅前商店街振興組合、当商工会議所、東広島市が連携し、商店街の活性化と

まちのにぎわい創出に向け、低価格で数店舗をはしごできる「ワイワイはしご酒」

のイベント（毎年７月開催）などの共同販促事業にむけた実施支援を行う。このこ

とにより、新規顧客の開拓や、各店舗の売上向上、まちのにぎわい創出を図る。 

 

（３）東広島市と連携し、中心市街地の酒蔵通り周辺における空き店舗の解消を図り、

まちの魅力及びにぎわいを創出するため、空き店舗等を酒蔵通り周辺の景観に配慮

した外観に改装して新規出店する事業者に対して、東広島市が改装費の一部を助成

する「東広島市中心市街地新規出店支援事業補助金」や当商工会議所が実施した空

き蔵・空き店舗の調査結果（平成 25 年度実施）などの情報提供を行い、出店に向

けたサポートを行う。 

 

（４）「コメカラ」に関する会議を定期的に開催し、ご当地グルメの認知度を高めるた

めの取組みについて協議するとともに、参加店舗のさらなる拡大や、各種イベント

への参加を支援することで、「食によるまちづくり」を支援する。 

 

（５）西条駅前、酒蔵地区を含む東広島市の中心市街地の活性化は、事業者、有識者、

行政、金融機関で組織する東広島市中心市街地活性化協議会（会長は当商工会議所

会頭）において、相互の情報を交換し、まちのあるべき姿を協議・共有する。また、

まちの活性化に取り組んでいる団体等の課題に対して、専門家を招聘して、課題解

決に向けた支援を行い、にぎわい創出と地域経済の活性化に努める。 

 

（６）人口減少の社会を迎えるに当たって、地元企業の就職による人口増加策は、地域

活性化の基盤となると考えられる。このことから、地元企業への就職率アップを目

指し、当商工会議所青年部と経済産業委員会、東広島市雇用対策協議会が協力し、
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年に１度「学生と企業の交流会」を開催し、企業 PR を行うとともに、学生が地元

企業を知るきっかけづくりの場を提供している。そのためには学生から魅力的な特

徴を持った企業であると認識される必要があり、「魅力ある企業」を目指そうとす

る意欲ある企業に対しては、専門家がチームを編成し経営改善の支援を行う。将来

的には、東広島市が目標としている現状の市内就職率 3.5％から 7.0％に引き上げ

ることを目指し、関係機関と連携して地元企業のイメージアップを図ることで、高

度な人材の確保、若者の定住増に繋げる。（新規） 
 

※東広島市中心市街地活性化協議会：中心市街地が持続的に発展し、賑わいと活力を取り戻すために、

事業者、有識者、行政、金融機関で組織。事務局は当商工会 

議所内に設置。 

※東広島市雇用対策協議会：広島西条公共職業安定所、東広島商工連絡協議会、東広島市で構成。東

広島市の企業への就職促進を図るための組織、就職ガイタンス等を開催

し、市内の学生と地元企業とのマッチングを図っている。 

※経済産業委員会：東広島商工会議所定款 54 条の規定による常任委員会の一つ。地域全般の振興対

策や企業を取り巻く諸課題（税制・施策・環境）対策、労働法規、雇用問題等及

び生涯学習対策等をテーマに活動している。 

 

（目標）「酒まつり」イベントを各団体と連携して実施する。 

「ワイワイはしご酒」の実施支援を行う。 

コメカラ参加店を平成 31 年には 46 店舗を目指す。 

    中心市街地への新規出店支援を行う。 

学生との交流の場を設けるとともに企業の魅力アップのための支援を行う。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

酒まつり来場者数 25 万 25 万 25 万 25 万 25 万 25 万

ワイワイはしご酒来

場者数 
500 500 500 500 500 500

コメカラ参加店舗数 36 38 40 42 44 46

新規出店支援者数 0 １ １ １ １ １

学生との交流会参加

企業数 
43 50 50 50 50 50

企業の魅力アップの

ための支援者数 
未実施 0 5 5 5 5

※ 酒まつり・ワイワイはしご酒の来場者数については、エリアが限定されており、受入人数に限りが

あるため、現状維持としている。 
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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 

 

  広島県内の商工会議所を対象とする「小規模事業研究会」や、よろず支援、信用保

証協会等と、支援ノウハウ、支援の現状、支援の方向性について他の商工会議所や各

支援機関と情報交換を行う。 

  また、事業を円滑に進めるため、地元東広島市はもとより中小基盤整備機構やひろ

しま産業振興機構の支援策を活用するとともに、創業や融資に関しては、日本政策金

融公庫をはじめ地元金融機関との連携強化を図ることにより、包括的な支援を行う。

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

  経営発達支援計画の実効を上げるためには、経営指導員等の資質向上が不可欠であ

り、小規模事業者からの要望に応え得る知識の習得が必要となる。 

現在は、定例的な研修会へ参加しており、個別支援力の向上を図っているが、伴走

型支援を進めるためには、支援力向上に資する研修会等に参加し、さらなる知識の習

得が必要となる。 

  また、現在、経営指導員等が個別に保有している支援ノウハウ及び小規模事業者の

経営分析の結果等は、今後は、組織内で共有することで、様々な課題解決に対応でき

る職員のスキルアップに繋げる。 

 

（事業内容） 

<経営指導員等の支援力向上の仕組み> 

（１）経営指導員については、広島商工会議所が主催する応用研修会や、必要に応じて、

中小企業大学校の研修会（基礎Ⅰ・基礎Ⅱ・専門コース）に参加し、資質の向上を

図ってきた。今後、小規模事業者に対する伴走型支援を進めて行く上では、販売促

進や財務体質強化を重視した支援能力の向上を図る必要があるため、日本商工会議

所が主催する研修会（全国フォーラム等）や、中小機構や中小企業大学校等が主催

する研修会に、年１回以上参加する。 

 

<支援ノウハウ等を組織内で共有に関する体制> 

（２）将来的に経営指導員となる若手の職員については、実際の指導の場において、ベ

テラン経営指導員と連携して小規模事業者を支援する。こうした活動を通じて、指

導・助言内容、情報収集方法を学び、支援能力の向上を図る。（新規） 

 

（３）年１回程度、広島県事業引き継ぎ支援センターやひろしま産業振興機構、広島県

信用保証協会などの公的支援機関を招き、事業承継やひろしま産業振興機構の取組

み、信用保証協会の役割など、「会議所と関係団体の連携に資する勉強会」を開催

して、連携先との関係を深め、相談しやすい人的ネットワークを構築する。こうし

た場に、補助対象職員、一般職員も参加して、小規模事業者を支援する意味と必要
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性、当商工会議所が行うべき役割について改めて認識することで、モチベーション

を高め、組織内でのノウハウを共有する。（新規） 

 

（４）「所内研修会」を４半期に１回、定期的に開催し、各経営指導員が保持している

支援等のノウハウを共有するとともに、経営発達支援事業の遂行に役立てる。また、

情報をわかりやすく小規模事業者に伝えるために、専門講師を招きプレゼンテーシ

ョン力やコミュニケーション力を高めるための研修会も年 1回開催する。（新規） 

 

 

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、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

（事業内容） 

（１）東広島市産業部長、中小企業診断士等の有識者により、事業の実施状況、成果の

評価、見直し案の提示を行う。 

 

（２）東広島商工会議所の小規模企業振興委員連絡会議において、評価・見直しの方針

を決定する。 

 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議・常議員会へ報告し、

承認を受ける。 

 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を東広島商工会議所内で、閲覧できるよう報告

書をまとめるとともに、ホームページ（http://www.hhcci.or.jp/）で計画期間中

公表する。 
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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 

東広島商工会議所の組織体制 
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実施体制

 

（２）連絡先 

東広島商工会議所 企業指導課 

広島県東広島市西条中央 7丁目 23 番 35 号 

ＴＥＬ：082-420-0304 

ＦＡＸ：082-420-0308 

ＵＲＬ：http://www.hhcci.or.jp/ 

 

 



- 21 - 
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 1,000 1,750 1,750 1,750 1,750

 

中小企業相談

所特別会計 

講習会等開

催費 

経営安定特

別相談事業

費 

経営発達支

援事業費 

 

 

500 

 

250 

 

 

250 

500

250

1,000

500

250

1,000

 

 

500 

 

250 

 

 

1,000 

500

250

1,000

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費を想定 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

 

連携する内容 

Ⅰ-３ 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

Ⅰ-４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

Ⅰ-５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

Ⅰ-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】 

Ⅱ   地域経済の活性化に資する事業 

連携者及びその役割 

連携者 

＜行政＞ 

広島県 県知事 湯崎英彦（担当：商工労働局ブランド推進課） 

 住所 広島県広島市中区基町 10 番 52 号 

東広島市 市長 藏田義雄（担当：産業部 商業観光課） 

住所 広島県東広島市西条栄町８-29 

＜金融機関＞ 

日本政策金融公庫広島支店 国民生活事業 事業統括 岸本英司  

 住所 広島県広島市中区紙屋町１丁目２-22 

広島県信用保証協会 会長 津山直登 

住所 広島県広島市中区上幟町３番 27 号 

株式会社広島銀行西条支店 支店長 神原紳造 

 住所 広島県東広島市西条昭和町２-７ 

広島信用金庫西条支店 支店長 栢本孝光 

 住所 広島県東広島市西条昭和町３-23 

広島市信用組合西条中央支店 支店長 尾形浩次 

 住所 広島県東広島市西条朝日町７-51 

株式会社もみじ銀行西条支店 支店長 大下 壱 

 住所 広島県東広島市西条岡町 10-18 

呉信用金庫西条支店 支店長 新谷慎太郎 

 住所 広島県島県東広島市西条朝日町５-12 

しまなみ信用金庫西条支店 支店長 林 直樹 

 住所 広島県東広島市西条昭和町 13-３ 

株式会社山口銀行東広島支店 支店長 宮本隆司 

 住所 広島県東広島市西条栄町９-17 

＜支援機関＞ 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 理事長 深山 英樹 

 住所 広島県広島市中区千田町３-７-47 広島県情報プラザ 

広島県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 平野 勝正 

 住所 広島県広島市中区基町５－44 広島商工会議所ビル 
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＜大学＞ 

国立大学法人広島大学 学長 越智 光夫（担当 産学・地域連携センター長 橋本律男）

住所 広島県東広島市鏡山一丁目３番２号 

＜商工会議所等＞ 

広島県商工会議所連合会 会頭 深山 英樹 （担当 会員チーム） 

 住所 広島県広島市中区基町５-44 

＜観光協会＞ 

公益社団法人東広島市観光協会 会長 蔵田 憲 

住所 広島県東広島市西条中央７丁目 23－35 

＜商店街振興組合＞ 

西条駅前商店街振興組合 理事長 石井 千之 

 住所 広島県東広島市西条岡町４－１ 

＜弁護士＞ 

大本大内法律事務所 弁護士 大本 宜司 

 住所 広島県広島市中区上幟町９-５上野ビル２階 

<中小企業診断士> 

株式会社共栄経営センター 代表取締役 河野 隆 

 住所 広島県広島市中区八丁堀４-24 キュラーズ女学院前５階 

<税理士> 

脇博之税理士事務所 代表者 脇 博之 

 住所 広島県東広島市西条本町 14-９ 

<社会保険労務士> 

山田社会保険労務士事務所 代表者 山田 良治  

住所 広島県東広島市西条土与丸３丁目１－19 平田ビル 201 

有限会社加登経営事務センター 代表取締役 加登 一春 

住所 広島県東広島市西条町田口 202-14 

増田労務管理事務所 所長 増田 忠雄 

住所 広島県東広島市西条西本町４-22 エコーハイツ 201 

苫米地社会保険労務士事務所 代表者 苫米地京子 

住所 広島県東広島市高屋高美が丘８-26-２ 

川中社会保険労務士事務所 所長 川中 利明 

住所 広島県東広島市西条町寺家 5281-80 

社会保険労務士たむら合同事務所 代表者 田村 勝憲 

住所 広島県東広島市八本松町飯田 159-３ 

<司法書士> 

 広島司法書士会 会長 髙尾 昌二（担当 副会長 半田晶彦） 

 住所 広島県広島市中区上八丁堀６-69 

 

※連携者の役割は、別図１のとおりです 
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別図１ 

 

 

 


