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経営発達支援計画の概要
ながと大津商工会 (法人番号 7250005004634)
平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日
【観光資源・農林水産資源活用による小規模事業者の持続的発展を図る】
地域経済の振興を図るため、地元消費者のニーズを満たすとともに、地域産品を活
用した商製品の開発・域外への販路開拓を実施し地域経済の成長を目指していきま
す。そのため、継続的な巡回指導を行い、企業分析、計画作成と支援することで、
個々の企業の得意分野を明確にし、それぞれの強みを繋ぐことで地域内の消費向上
と地域の小規模事業者が持続的発展を図るため事業を実施します。
（目標）計画期間における対象企業（約 60 企業）の付加価値（営業利益+人件費+
減価償却費）増加率を 3％とし、地域資源を利用した商品開発・メニュー
開発を定着させることとします。
Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１． 地域の経済動向調査
地域経済動向等調査を 4 回／年、毎年、観光アンケートを夏・冬の 2 回／年を
実施し、分析を専門家に依頼することにより高度な視点から行います。
２． 経営状況の分析
積極的な巡回相談と分析ツールを活用し、強み・弱みの情報提供をすることで
事業者の問題解決に結び付け、各種セミナーを実施し啓蒙活動を行います。
３． 事業計画策定支援
巡回相談から「経営革新計画・経営力向上計画」を中心とした事業計画作成を
各専門機関と協同してより質の高い支援を行います。
４． 事業計画策定後の実施支援
事業計画作成後に継続的な巡回支援を実施し、計画と実績の把握を行い PDCA サ
イクルに基づいたアクションプランの再検討を含めた指導を行います。また、テ
ーマに合わせて専門家を派遣し事業計画に基づいた事業の継続を目指します。
５． 需要動向調査
想定するターゲットのニーズ・シーズや評価等を調査し改善に反映します。
① 食品製造業・食品小売業向けモニタリング調査（年 2 回実施）
② 飲食業向けモニタリング調査（年 2 回実施）
③ 宿泊業向けアンケート調査（年 2 回実施）
６． 新たな需要の開拓に寄与する事業
①食品製造業・食品小売業向け需要開拓支援
a.「商品等企画書」の作成支援を行います。
b. 出展・商談会等の支援を行います。
②IT 等の活用に関する支援
ホームページや SNS の掲載や作成を行い、販路開拓等の支援を行います。
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み
当商工会地域が抱える課題を関係機関全体で共有するため、長門市商工水産課、
長門商工会議所、一般社団法人長門市観光コンベンション協会など連携を深め、関
係機関の各種支援策を整理し、各機関の支援ノウハウを活用した総合的な地域経済
活性化計画の策定に繋げていきます。

ながと大津商工会
〒759-3802 山口県長門市三隅中１５２４番地２
電話番号 0837-43-0033 FAX 番号 0837-43-2199
E-mail nagato-ootsu@yamaguchi-shokokai.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
１．地域の現状
ながと大津商工会の属する長門市は、山口県の西北部に位置し、平成 17 年 3 月に旧長
門市、三隅町、日置町、油谷町の 1 市 3 町が合併して新長門市が誕生した。
地形は東西に延びており、南部は中国山地の西端に
当たることから山間部では積雪も見られるものの、対
馬海流の影響で冬でも極端に寒くならないこと、標高
もさほど高くないことから積雪日数はそれほど多く
ない。
地理的には、東は萩市、南は下関市、美祢市といっ
た県内を代表する観光市と隣接し、北側には北長門海
岸国定公園に指定される美しい日本海の風景が広が
っており、山口県観光振興の一翼を担っている。
北長門海岸国定公園に指定される海岸線では、日本
海の荒波に浸食された岩と白い砂浜が出入りし、変化に富んだ雄大な自然景観を生み出
しており、中でも「青海島」、「千畳敷」、「川尻岬」は代表的な景観観光スポットとなっ
ている。
また、長門市には、近代的な旅館や古風なたたずまいの宿が軒を並べ、しっとりとし
た湯の町情緒が漂う「長門湯本温泉」、古くから湯治湯として有名で、昔ながらの温泉宿
が軒を連ねる「俵山温泉」、弘法大師の夢のお告げで発見されたと云われる「湯免温泉」、
深川湾を望む高台から絶景を楽しめる「黄波戸温泉」、美しい油谷湾を眼下に望む「油谷
湾温泉」の 5 つの温泉地があり、「長門温泉郷五名湯」と呼ばれ年間を通じて県内外から
多くの湯治客が来訪している。
日本海沿岸一帯の豊かな漁場では、古くから捕鯨や漁業が盛んに行われ、天然の良港
を複数擁していることから、沿岸漁業が基幹産業の一つとなっており、水産地域資源を
活かした加工産業も盛んで、日本海沿岸で獲れるウニの瓶詰をはじめ、伝統的な焼抜製
法で有名な蒲鉾などの練り製品は、全国的な知名度も高く､本県を代表する地域資源に指
定されている。
また近年では、ロシアのプーチン大統領との首脳会談の開催（H28.12.15）、アメリカ
のニュース専門放送局・CNN がウェブ上で発表した「日本の最も美しい場所 31 選」に長
門市油谷の『元乃隅稲成神社』が選出（H27.3.30）等により観光客は飛躍的に増加傾向
にある。
【長門市の地域産業資源一覧】
農林水産物

11

鉱工業品

6

観光資源

8

（H29.3.21 現在）

北浦うに、クジラ、サバ、サワラ、瀬つきあじ、長門ゆずきち、イワシ、
白オクラ、仙崎イカ、長州どり、やまぐちの甘だい
煮干し品(魚)、ノリ、萩焼、干物(魚)、ワカメ、仙崎かまぼこ
青海島、香月泰男美術館、金子みすゞ記念館、俵山温泉、長門温泉郷五
名湯、東後畑の棚田、湯本温泉、ルネッサながと
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一方、市の全域は中山間地域であり、人口は 1955 年（昭和 30 年）66,112 人をピーク
に年々減少を続け、2017 年（平成 29 年 7 月末）には 34,766 人とピーク時の約 47.4％に
減少している。総務省「国勢調査（平成 22 年）」によれば、年少人口比率 10.6％、生産
年齢人口比率 54.8％、老年人口比率 34.5％となっており、急激な過疎化による地域経済
の衰退が懸念されている。
長門市人口ビジョン（平成 27 年 10 月）の発表では、人口減少抑制に取り組まない場
合、2060 年には 14,217 人まで減少するといった結果が報告されている。特に商工会地域
の人口減少、高齢化は急速に進んでおり、早期の取り組みにより人口減少に歯止めをか
ける必要がある。

続いて、当地域の産業について見てみると、産業別就業者数の推移では、第 1 次・第 2
次産業の就業者数が大きく減少しており、第 3 次産業にシフトしている事が伺える。
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特に 1 次産業は、当地域の基幹産業とも言える農業、漁業ともに就労者の多くが高齢
化しており、2013 年漁業センサスによると、漁業従事者数 984 人に対し、60 歳以上は 707
人、71.8％と漁師の高齢化が顕著なため、川下に位置する食料品製造業や宿泊業、販路
拡大を目指す流通関係企業のニーズに対応しきれていない。
長門市総合戦略計画の中でも、川上産業である農林水産業の再構築を成長戦略の柱と
しており、「地域に流入する資源（ヒト・モノ・カネ）を拡大すること（外貨の獲得）」
と「地域から外へ流出する資源を縮小すること（サプライチェーン域内化）」を基本とし
ている。
２．ながと大津商工会について
ながと大津商工会は、平成 20 年に市の中心部に立地する商工会議所をはさみ、三隅町・
日置町・油谷町の 3 商工会が合併し、「ながと大津商工会」として設立された。
平成 29 年 4 月 1 日現在で商工業者数 517 名、小規模事業者数 442 名、会員数 345 名（内
定款会員 8 名）組織率 65.1％となっている。
これまで、経営改善普及事業の取り組みとしては税務指導及び金融支援や労働保険事
務組合の委託事業などを始めとする経営指導や研修会・講習会等の集団指導、専門家派
遣等の個別指導を主に行っており、各種の支援事業を活用して地域中小・小規模事業者
の経営改善に努めてきた。
しかしながら、山口県商工会実態調査から商工業者数の推移を見てみると、平成 18 年
632 件、平成 28 年調査では 517 件、18.2％の減少となっており商工業者数の減少に歯止
めがかかっていない状況にある。
小規模企業振興基本法制定を機に、当会としても提案型の経営支援を行ってきたこと
で、小規模事業者持続化補助金をきっかけとして経営の見直しを行う企業も増加し、経
営革新を行う企業もある。
産業構造の変化による淘汰はあるものの、中小・小規模事業者は新規事業展開、業態
化による生き残りを模索しており、当商工会も積極的な事業提案を行っている。
３．地域商工業の課題
当地域商工業者の 85.5％は小規模事業者で、個人事業者が多いことが特徴であるが、
経営者の高齢化が顕著で、後継者不在の高齢経営者の多くは経営意欲も減退しており、
新規創業を上回る廃業により小規模事業者数の減少傾向に歯止めはかかっていない。
【商工会地域の業種別商工業者数の推移】
商 工
業者数

（資料：H28商工会実態調査）

業種別商工業者数
建設業

製造業

卸売業

小売業

飲食・
宿泊業

サービ
ス業

その他

H18年

632

121

98

28

212

36

115

22

H28年

517

101

86

10

164

30

110

16

増減率 -18.2%

-16.5%

-12.2%

-64.3%

-22.6%

-16.7%

-4.3%

-27.3%
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以下に業種別の課題を整理する。
【業種別課題】
業
種
建

設

業

製

造

業

卸

売

業

小

売

業

飲食・宿泊業

サービス業

課

題

公共工事の減少により売り上げも減少傾向で小規模事業者を中心に廃業が相次い
でおり、今後は専門工事分野への特化、民間需要の掘り起こしが課題となっている。
小規模事業者を中心に廃業が見られるものの、水産加工業・食品製造業は設備投
資等も見られ、全体的な売り上げは増加傾向にあり、今後は事業の選択と集中による
経営力強化が課題となっている。
取引構造の変化により事業者数は激減しており、早期の事業転換等が課題となって
いる。
近郊大型店、地域外への消費流出により、食料品、最寄り品販売業は激減している
が、観光土産品販売、買回り品関係販売は売り上げを維持しているが、市場に応じ
た商品の品揃え等による売り上げ維持が課題となっている。
宿泊業は減少傾向にあるが、水産資源をメニューの中心とし積極的な広告宣伝を行
っている事業者は売り上げを伸ばしており、今後はメニューの見直し等を行い、観光
客の取り込みを図ることが課題となっている。
減少数は少ないが、廃業・開業割合が共に高く、近年では観光関連サービス、水産
関係のサービス業が増加しており、今後は地域の高齢化に向けたサービスの充実・
提供等が課題となっている。

人口減少・高齢化の進展により市場は縮小傾向にあるものの、当地域の観光客数は増
加傾向にあり、今後は、当地域の有力な農林水産資源及び観光資源等を整理し、個々の
「小規模事業者の特性に応じた事業の選択と集中」を図ることで持続的発展に結び付け
ていかなければならない。
４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方
長門市自体が高齢化・人口減少に直面する状況において、当地域が長期的な振興・発
展を図るためには、当地域の農林水産資源を支える農林水産業の振興・発展、1 次産業従
事者の就労支援及び所得向上が必要不可欠であり、長門市の総合戦略においても農林水
産業に関する新規就労支援の充実、地域内サプライチェーンの構築が予定されている。
当地域の小規模事業者が持続的発展を図るためには、地元消費者のニーズを満たすと
ともに、地域産品を活用した商製品の開発・域外への販路開拓、また、豊かな農林水産
資源を背景とした魅力的な食資源等を活用した観光客誘致等「地域に流入する資源（ヒ
ト・モノ・カネ）を拡大すること（外貨の獲得）」が欠かせない。
限りある経営資源を有効に活用し、観光産業等の市場に応じた事業の選択と集中、さ
らには既存事業のノウハウを活かした新規事業展開を行う必要がある。
そこで、中長期的な振興のあり方を「観光資源・農林水産資源活用による小規模事業
者の持続的発展を図る」と定め、経営分析から経営計画の策定、計画策定後の適切なフ
ォローアップまで一貫した経営支援を行うことで小規模事業者の持続的発展を実現し、
地域経済の底上げを図る。

-4-

５．地域商工業の目標と実施方針
小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援事業の対象業種の中
心は観光産業に関係する食料品等製造業、飲食・宿泊業、その他観光関連企業（60 企業
程度）とする。
中小・小規模企業施策の活用、関係機関との連携により、経営診断から計画策定、定
期的なフォローアップによる進捗管理、販路開拓までをシームレスに支援することで、
企業の PDCA サイクルの確立を図り目標達成に導くこととする。
目標は、計画期間における対象企業の付加価値（営業利益＋人件費＋減価償却費）増
加率 3％とし、地域資源を活用した商品開発・メニュー開発を定着させることで地域内サ
プライチェーンの構築に貢献する。
地域商工業者が積極的に地元の地域農林水産資源を活用することで、１次産業従事者
の所得向上も期待され、新規就農・漁業就業者が増えることで地域内雇用の増加、農林
水産品の安定供給も実現可能となり地域経済の活性化を実現する。
【実施方針】
(1)経営分析及び市場調査に基づく経営計画策定
巡回指導及びセミナーの開催等を通じて、経営計画の必要性等について普及・啓蒙
し積極的な経営計画策定提案を実施する。
事業計画策定を望む企業については、定性的・定量的な経営分析及び地域経済・市
場調査等による経営環境を把握した上で、実現可能な事業計画を策定、計画実行の進
捗管理、計画の修正支援を行う。
(2)地域資源を活用した新商品・新サービスの開発及び需要開拓支援
行政及び各関係機関との情報交換を緊密にし、活用可能な地域農林水産資源を洗い
出すとともに、市場ニーズに応じた新商品・新サービスの開発を支援する。
具体的には、各種統計資料等によるニーズ調査、地域における観光拠点等での来場
者・消費者アンケートを実施し、来街者等の特性およびニーズ、消費者の消費動向に
関する情報を収集・分析し、付加価値の高い新商品・新サービス開発に繋げる。
また、ながとブランドの確立等により、段階的な生産設備強化等、事業の持続的発
展を伴走型支援により実現する。
(3)地域関係機関との連携による総合的な地域経済活性化策の検討
当地域の総合的な経済活性化を図るためには、地域内サプライチェーンの構築が不
可欠であり、行政及び域内全ての関係機関が互いのノウハウ、独自の支援策を共有す
る必要がある。
関係機関が共通の目的に基づく事業展開を実施するため、連携会議等を開催して個
別事業の情報共有を図るとともに、地域の観光及び農林水産資源の付加価値を高める
ことを目的に「ながとブランド（仮称）」の確立に取り組む。
上記の取り組みを着実に実施するため、より一層の巡回指導の充実、職員の支援能力
の向上を図り、小規模事業者を持続的発展、PDCAサイクルの確立を支援し、地域経済の
発展に寄与する。
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経営発達支援事業の内容及び実施期間
（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 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】
従来、地域内経済状況を分析するため調査事業を実施しているが、蓄積されたデータ
が限定的なものであった等により経営支援に十分に活かせていないことが課題となって
いた。そのため、小規模事業者等に対する的確な指導を行うために支援を行う事業者及
び地域の状況をしっかり把握する必要があることから、調査範囲や内容を追加し、集積
したデータ資料を最大限に活用するためデータベース化を進め、巡回訪問を通じて小規
模事業者へ情報提供を行い、経営支援の際には必要に応じた資料を提供する。
収集した調査結果等については、ホームページ等に掲載し、小規模事業者が経営発達
に取り組む基礎資料として活用出来るよう広く周知する。
(1) 事業内容
①地域経済動向等調査
狙い：巡回等を通じて支援を行う企業情報を把握したうえで、各調査結果から小規
模事業者等が必要としている情報を収集・整理し提供する環境を整備する。
調査・分析方法：調査資料として、主に都道府県や市町村、民間が公表している資
料を活用し、４半期毎に当地域の経済動向等を調査・分析する。
調査項目：
№

１

２

項

目

内

容

調査項目

住民人口・世帯数・性別・年代・産業別就労者数・市内施設利用数他

調査名等

長門市統計資料等

調査主体

長門市

効

市内各統計資料により、市内動向や観光施設等利用数の把握が出来、
市内の消費に関する計画や経営の意思決定等に利用できる。

果

調査項目

人口動態・高齢化率・昼夜間人口・世帯年収・商業売上・商業仕入・賃
金・製造品出荷額・その他

調査名等

国勢調査・商業統計調査・工業統計調査・経済動向調査・消費者動向調
査

調査主体

国・山口県

効

商圏から見た集客数の把握及び世帯年収等の資料により今後の売上高の
把握等、事業の将来性を計画することが可能、経営の意思決定に役立て
ることができる。

果
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項

３

４

５

６

目

内

容

調査項目

企業の生産活動・設備投資・輸出・個人消費・公共工事・住宅建築・雇
用情勢・倒産・観光・その他

調査名等

やまぐち経済月報

調査主体

山口経済研究所

効

果

個人消費・公共工事や観光に関する情報の収集により、需要の把握に役
立てる。

調査項目

景気動向・個人消費・設備投資・公共投資・雇用・物価・金融・その他

調査名等

経済・金融データ集

調査主体

日本政策金融公庫総合研究所

効

時代のニーズに対応した事業形態への転換等を進めるために相応の設備
投資、運転資金が必要となることから、これらの情報を得て円滑な資金
繰りを支援することができる。

果

調査項目

中小企業の景況見通し（地域別・産業別）

調査名等

調査月報、中小企業動向

調査主体

日本政策金融公庫総合研究所

効

今後の地域別・産業別の景況見通しにより経営戦略立案に役立てること
が可能となる。

果

調査項目

業種別業況判断・売上額・経常利益等

調査名等

中小企業景況調査

調査主体

全国商工会連合会

効

業種別業況判断・売上額等を把握した上で、業種別・業態別・商圏別等
の基準により地域経済動向の各項目について精査することができる。

果

活用方法：小規模事業者等が必要としている情報が提供出来るよう整理を行い、
共有ファイルに保存しデータデース化する。分析結果は必要な時にいつでも
閲覧・活用出来るよう商工会ホームページにも掲載するとともに、会報等に
も専用ページを設け掲載を行う。
目標：
事業内容
地域経済動向等調査結果提供
回数

現状

30 年度

31 年度

4

4

1

32 年度 33 年度

4

4

34 年度

4

②観光ニーズ等調査
狙い：観光ニーズ・シーズを把握するため、観光客を対象としたアンケート調査を
年 2 回（夏・冬）実施し、観光客の属性及び観光に関するニーズ等について
調査・分析する。
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調査・分析方法：観光客等に関するアンケート調査結果は、前述の各種統計情報
から得られた情報との関連性、また、提供する企業の業種・業態も考慮して
分析・加工し、企業への情報提供を行う。
調査項目：
調査場所

調査項目

1

市内販売店等（２ヶ所）

性別、年齢、人数、構成、住所地、購入した特産品、購入し
た動機、価格

2

飲食店等（２ヶ所）

性別、年齢、人数、構成、住所地、訪れた目的、飲食したい
（飲食した）食べ物、接客等のサービス、価格

3

ホテル・旅館等の宿泊施設
（２ヶ所）

性別、年齢、人数、構成、住所地、訪れた観光施設等や目
的、宿泊先を決定した経緯、設備、接客等のサービス、価格

4

温泉施設（２ヶ所）

性別、年齢、人数、構成、住所地、訪れた目的、設備、接客
等のサービス、価格

活用方法：小規模事業者等が必要としている情報が提供出来るよう整理を行い、
共有ファイルに保存しデータデース化する。分析結果は必要な時にいつでも
閲覧・活用出来るよう商工会ホームページにも掲載するとともに、会報等に
も専用ページを設け掲載を行う。
(目標)
事業内容
観光ニーズ等調査結果提供回数

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

2

2

2

2

2

1

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な発展のためには、市場のニーズに応じた商品・サービスの充
実を図り、企業の限られた経営資源を効率良く運用し、ターゲットに対して的確な販促
活動を行う必要がある。そのために当該企業の財務状況や強み・弱みなど事業の状況を
深く分析する必要がある。
経営状況を分析する上では、「事業の市場性」を最優先に、経営に関する外部環境・内
部環境を整理し、経営計画を策定するために必要な分析を漏れなく実施する。
なお、製造業の生産性・加工技術等、専門性の高い分野については山口県よろず支援
拠点、山口県産業技術センターとの連携により経営状況の分析にあたる。
(1) 事業内容
①経営分析の普及・啓発
・商工会ホームページや商工会会報への掲載、窓口・巡回等の経営相談時に経営分
析に関する情報提供を行うとともに、経営セミナーを開催し地域小規模事業者の
経営に対する意識改革を図る。
・生産性向上等経営力の向上を図ろうとする企業、事業の将来性に不安を感じ経営
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改善等を図ろうとする小規模事業者を対象に経営分析を行い、財務状況や強み・
弱み等の情報を提供することで事業計画の策定支援に繋げる。
②経営分析の方法と項目
経営分析は 2 段階とし、第 1 段階は財務分析を行い、財務諸表から考察される経
営課題を明確にする。
第 2 段階として商品またはサービス、立地、価格、販売促進等のマーケティング
視点、さらには店舗・工場等の状況等、経営環境分析を行うことで当該企業の総合
的な経営分析を実施する。
なお、引き続き経営計画策定支援を行うことを前提として、経営分析により抽出
された経営課題について重要度・優先順位を考慮する。
・財務分析（定量分析）
商工会の標準システム「ネット de 記帳」を利用している小規模事業者について
は、ネット de 記帳の「経営分析システム」を活用する。
その他の小規模事業者については主に「ローカルベンチマーク」を活用し、売上
持続性・収益性・生産性・健全性・効率性・安全性といった基本的な財務内容を把
握する。
但し、企業の業種・業態によって、より詳細な分析が必要な場合には、山口県商
工会連合会の業種別財務分析ソフト、業界団体が推奨する財務分析ソフト等により
詳細な財務分析を実施する。
・環境分析（定性分析）
環境分析には、ローカルベンチマークの非財務４つの視点である、経営者、事
業、企業を取り巻く環境・関係者、内部管理体制について整理する。
また、SWOT分析法を利用し、内部環境分析（強み・弱み）による経営資源の把
握、外部環境分析（機会・脅威）による市場の成長性等を把握したうえで、課題
解決策も踏まえた分析を行う。
（調査手法及び調査内容）
ヒアリング調査

経営者及び従業員等を対象に、商品・サービスや技術の内容及びノ
ウハウ、組織状況、顧客や競合状況を確認する。

現地訪問調査

立地、建物、設備、店内等の導線、商品等陳列、来店客の状況等の
経営状況を確認する。

市場調査

日経テレコン等を活用し、商品等の売れ筋情報、業界動向、競合他
社の状況に関する資料を収集する。
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（経営分析項目）
分析

財務分析
（定量分析）

環境分析
（定性分析）

診断項目

指標名

実施方法

収益性

売上高、売上高総利益率、売上高
営業利益率、売上高経常利益率、
総資本営業利益率、総資本経常
利益率、債務償還年数 等

効率性

総資本回転率、売上債権回転率、
棚卸資産回転率 等

生産性

一人当り売上高、一人当り有形固
定資産額、一人当り経常利益 等

安全性

手元現金預金比率、当座比率、流
動比率、自己資本比率、減価償却
率、借入金月商倍率、借入金依存
度 等

成長性

前年比増収率、総資本回転率
自己資本回転率 等

経営者

経営理念、経営ビジョン、経営意
欲、後継者 等

事業

ターニングポイントの把握、
SWOT 分析（強み、弱み）、IT 関
連、生産性に向けた取り組み 等

企業を取り巻く
環境

市場動向、シェアの把握、競合、
顧客、従業員、金融関係 等

内部管理体制

顧客管理、組織体制、品質管理体
制、商品開発、人材育成 等

全国商工会連合会の経理システ
ム「ネット de 記帳の分析システム」
や「ローカルベンチマーク」を活用

ローカルベンチマーク、SWOT
分析法を活用し分析資料を作成

山口産業技術センター等の専門
支援機関との連携

その他 対象企業が必要とする項目の分析

(2) 経営分析データの活用方法
経営分析を行う最大の理由は、当該企業の事業の将来性の判定である。既存事業
の問題点等について経営者自身に気づきを与え、経営者自らが経営課題の解決に取
り組めるよう課題の重要度・取り組む優先順位を提案し、事業計画の策定に繋げる。
(目標)
計画期間中に 200 企業（地域小規模事業者の約 50％）の経営分析を実施する。
支援内容
経営分析件数

現状

30 年度
20

31 年度

40

40
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32 年度
40

33 年度
40

34 年度
40

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
前述の経営分析により内部環境（強み・弱み）
・外部環境を的確に把握し、それらを踏
まえ、顧客ニーズ、経営資源に沿った事業計画を策定し、市場に応じた経営を推進する
ことが重要である。
なお、経営環境は日々変わっていくことも勘案し、定期的な検証・見直しも考慮した
事業計画の策定を支援する。
(1) 事業内容
①事業計画策定支援セミナー・個別相談会の実施
経営分析を行った小規模事業者を対象に、事業計画策定に関するセミナーを開
催し（年 2 回・各回 15 名程度）
、計画策定に必要となる知識の習得を支援する。
また、定期的に経営相談会を開催し、企業の経営課題に関する相談に応じるとと
もに、経営課題の解決を図るための事業計画の策定に導く。
②事業計画策定支援
前述の経営分析により把握された当該企業の経営課題解決に向けた具体的な取
り組みを事業計画として明文化する。
事業計画策定にあたっては、山口県商工会連合会が推奨する「ビジネスプラン・
ワークシート」フォーマットを基準とするが、企業の経営課題に応じて適時修正し
て活用する。
事業計画作成支援は当会経営指導員が中心となって実施するが、ミラサポ事業や
エキスパートバンク事業等の専門家派遣事業を積極的に活用するとともに、専門的
な知識・技術が必要な場合には、中小企業基盤整備機構や山口県よろず支援拠点、
山口県産業技術センター等の支援も受け、実現性の高い計画策定を実施する。
また、後継者への事業承継が必要な企業については、事業承継総合支援事業（山
口県事業）により専門家とともに事業承継計画を策定し、従業員等第３者承継を計
画する企業については、山口県事業引継ぎ支援センター（やまぐち産業振興財団）
と共同で支援する。
(2) 期待される成果
経営資源が限られる小規模事業者において、事業計画の策定を支援することで前向
きな姿勢を促進すること、また実効性の高い事業計画の策定になることで持続的な発
展に寄与することが期待出来る。
(目標)
年 30 件、計画期間中 150 企業の事業計画を策定する。
支援内容
事業計画策定企業数

現状

30 年度

20

31 年度

30

30
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32 年度

30

33 年度

30

34 年度

30

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
小規模事業者の持続的発展を図るためには、目標を明確にして事業計画を確実に実施
した上で計画と実績の差異を分析・検証し、計画の見直しをする。
また、経営者が高齢化している企業については、山口県商工会連合会の実施する事業
承継支援事業を活用して円滑な事業承継を支援する。
(1) 事業内容
①事業計画策定後、定期的（4半期に1回）な訪問により、計画と実績の差異を分析・
検証した上で方法の改善提案等のフォローアップを行う。
②計画自体の見直しが必要な場合は、中小企業診断士等の専門家も活用し、検証・
見直しを支援する。
③計画の実施支援に際して、担当する経営指導員等の対応だけでは実現化が困難な課
題や専門的な取組みが必要な課題に関しては専門家や関係支援機関との連携によ
り支援を行う。
④事業計画の円滑な取り組みに活用可能な各種支援策、展示会・商談会の開催に関す
る情報提供、
「小規模事業者経営発達支援融資制度」等融資制度の活用を提案する。
(2) 期待される成果
商工会職員が定期的に事業の進捗状況を確認、修正支援を行うが、企業主体の計画
の検証・見直しを定着させることで PDCA サイクルの確立が期待できる。
（目標）
支援内容
事業計画策定後の
支援件数

現状

30 年度
40

31 年度

120

120

32 年度
120

33 年度
120

34 年度
120

５．需要動向調査に関すること【指針③】
事業計画を策定した小規模事業者が事業計画に基づく新商品開発・改良や販路開拓等
を実施するには、想定するターゲットのニーズ・シーズ、取り扱う商品・サービスの評
価について知ることが重要となる。
事業計画を策定した、観光産業に関係する食品製造業、飲食・宿泊業、その他観光関
連企業を対象に、商品・サービスのモニタリング調査を実施する。
モニタリング調査結果から、対象企業の商品・サービスの評価、需要について確認し、
商品・サービスの改良に繋げる。
(1) 事業内容
①食品製造業・食品小売業向けモニタリング調査
対象企業の主力商品である加工品等の市場評価を調査するために、モニタリング調
査を実施し、需要とのミスマッチング等を検証する。調査対象モニター、モニタリン
グ場所、項目については対象企業と協議し決定する。
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なお、年間対象企業は6企業とし、調査頻度は商品等の特性（季節性・旬の時期
等）を勘案し、年2回程度実施するものとする。
【収集場所及びモニタリング項目】
収集場所
・対象企業店舗
・イベント時模擬店舗

モニタリング方法・項目
店舗・模擬店舗店頭で試食品を提供、アンケート記入を依
頼し回収する
モニター属性、容器・容量、包装、ラベル表示、味、原材
料、価格、利用用途、購買時に重要視する項目等

標本数

100件

②飲食業向けモニタリング調査
対象企業の主力商品であるメニューやサービス等の市場評価を調査するために、モ
ニタリング調査を実施し、需要とのミスマッチング等を検証し、既存メニューの見直
し、新メニュー開発の基礎資料として活用する。調査対象モニター、モニタリング場
所、項目については対象企業と協議し決定する。
なお、年間対象企業は6企業とし、調査頻度は原材料の特性（季節性・旬の時期等）、
調理法等の特性を勘案し、年2回程度実施するものとする。
【収集場所及びモニタリング項目】
収集場所
・対象企業店舗
・イベント時模擬店舗

モニタリング方法・項目

標本数

店舗・模擬店舗で試食品を提供、アンケート記入を依頼し
回収する
モニター属性、味、原材料、ボリューム、価格、提供方法、
外観、雰囲気、レイアウト等機能性、接客、
飲食店選択・メニュー選択時に重要視する項目等

5世帯
20名分

③宿泊業向けアンケート調査
対象宿泊業者の主力商品であるメニューや設備、サービス等の市場評価を調査す
るために、宿泊客等に対しアンケート調査を実施し、需要とのミスマッチング等を
検証し、食事メニューの見直し、客室の見直し、接客サービスの見直し等を図るた
めの基礎資料とする。調査対象モニター、モニタリング場所、項目については対象
企業と協議し決定する。
なお、年間対象企業は5企業、調査頻度は年2回程度とし、1回目の調査は現段階
の顧客満足度調査、2回目は、顧客満足度調査以降に改善した内容について対象者
に認知されたかの検証調査とする。
【収集場所及びアンケート項目】
収集場所
・対象宿泊施設

モニタリング方法・項目

標本数

店舗・模擬店舗で試食品を提供し、アンケート記入・回収
アンケート回答者属性、施設（駐車場・フロント・客室・空
調・宴会場等）、食事内容（夕食・朝食）、接客サービス、価
格、宿泊施設選択時に重要視する項目等
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20世帯
50名分

（2）調査の活用
調査結果は対象企業と共有し、新規客獲得やリピート率の向上、買上点数の増
加、単価の向上等を図るための基礎資料とし、新たな需要の開拓に繋げる。
（目標）
支援内容

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

食品製造業・食品小売
業向けモニタリング調査
結果情報提供・個社支
援数

0

6

6

6

6

6

飲食業向けモニタリング
調査結果情報提供・個
社支援数

0

6

6

6

6

6

宿泊業向けモニタリング
調査結果情報提供・個
社支援数

0

5

5

5

5

5

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
小規模事業者（食品製造業）の販路開拓を支援する際は、当該企業の生産能力（従業
員数・生産設備等）を把握した上で、商品等の特性に応じた取引先の選定が重要となる。
事業計画を策定した食品製造業者等を中心に、食品衛生法や JAS 法、薬事法、景品表
示法等各種法令を考慮した食品表示等の指導、計画に基づく新たな需要開拓に向けた商
談会等への参加支援、市場性のある新商品開発を支援する。
また、事業計画を策定し、新規顧客獲得・リピート率の向上を図ろうとする企業の知
名度の向上を図るため、商工会ホームページで企業紹介をするとともに、ＩＴ活用に関
する指導を行う。
(1）事業内容
①食品製造業・食品小売業向け需要開拓支援
ａ．商品等規格書作成支援
ＢtoＢ取引を行うにあたって、法律に基づいた商品名、容量、原材料、アレル
ギー品目といった基本情報から、受注可能ロット、発注から納品までのリードタ
イム等の取引可能な条件等を記載した「商品規格書」が求められる。
事業計画を策定した企業の取扱商品を対象に、工場の生産ライン等を確認し、
「商品規格書」の作成を支援するとともに、未対応な企業の商品については山口
県産業技術センターに食品分析を依頼し商品規格書の作成を行う。
なお、年間対象企業は5企業とし、商談会出展に繋げる。
ｂ．商談会出展支援
地域外への販路開拓を目指す企業を対象に、山口県や長門市、県内の関係機関、
金融機関、全国商工会連合会等が開催する展示会・商談会の情報を会報やホーム
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ページに掲載するとともに、巡回訪問を通じて企業に提案する。
出展前の支援として、商談会の特徴を踏まえ、商談に向けた企業パンフレッ
ト・商品パンフレット等販促ツールの作成、商談対応に関する指導を行う。
当日は当会職員も同席し、バイヤーとの円滑な商談・交渉ができるようサポー
トする。
商談会終了後、成約に繋がった場合は継続的な取引となるよう生産調整等の指
導を行い、成約に至らなかった場合はバイヤーから指摘された事項、要望された
事項について改善指導を行い次回の商談会に向けた支援を行う。
想定する商談会等は以下のとおり。
【商談会・ビジネスフェア】
事業名

内

容

ビジネスドラフトやまぐち

対象は食品製造業及び食品関連設備製造業中心。
県内に進出する大手流通業者等のバイヤーに対
する商談。
H28参加企業数382企業。バイヤー152社。

やまぐち総合ビジネスメッセ

対象は機械設備、食品等全般。
県内及び首都圏のバイヤー等に対する商談。
H29参加企業数113企業。バイヤー20社。

山口県しんきん合同ビジネスフェア

対象は機械設備、生活関連、食品等全般。
県内及び隣県のバイヤー等に対する商談。
H29参加企業数135企業。バイヤー32社。

（期待される効果）
商談に必要な商品規格書等の作成支援により企業のノウハウの蓄積が図られ、商
品開発能力の向上に繋げるとともに、商談会出展によりバイヤー等の生の機会を聞
くことで商品力の向上が期待できる。
（目標）
項目
新規商談成約件数

現状

30 年度

0

2

31 年度

4

32 年度

6

33 年度

8

34 年度

10

②ＩＴ等の活用に関する支援
事業計画を策定した全ての企業を対象に商工会ホームページ・SNS の掲載や作成を
行い、新たな需要の開拓に向けた支援を行う。
当商工会で定期的に掲載情報を更新することで、地域小規模事業者の知名度向
上・新規顧客獲得に繋げる。
なお、独自でホームページ・SNSを開設し、情報発信の充実を図ろうとする企業に
対してセミナー等を紹介するとともに、掲載情報の充実を図るための運営について
指導する。
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【業種別支援内容】
支援先

支援内容等

製造加工業者等

商品・価格等の掲載、企画サービスの掲載
販売サイト作成支援

飲食店等

メニュー、価格等の掲載、企画サービスの掲載
予約・チケット販売サイト作成支援

ホテル・旅館等の宿泊施設等

コンセプト・施設・サービス・価格等の内容の掲載、
空き部屋状況・企画イベント等の掲載、予約サイト作成支援

温泉施設等

施設・サービス・価格等の内容の掲載、湯質・成分等の掲載
企画イベント等の掲載、予約・チケット販売サイト作成支援

（期待される効果）
市場性のある商品開発を支援するとともに、商品価値を伝えるメディア戦略等の
手法を継続して指導することで、企業の販売力の向上が期待される。
（目標）
項目
商工会 HP 掲載企業数

現状

30 年度

5

30

31 年度

30

32 年度

30

33 年度

30

34 年度

30

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
当地域の人口減少に歯止めをかけ地域経済の活性化を図るためには、1次産業から3次
産業までの地域内サプライチェーンの構築が欠かせない。
当地域の歴史・文化・自然・食等の付加価値の高い資源を活かした商品開発、観光振
興により、域外への売り込み、交流人口の拡大を図ることが重要である。
当地域が抱える課題を関係機関全体で共有するため、長門市商工水産課、長門商工会
議所、一般社団法人長門市観光コンベンション協会など関係機関の各種支援策を整理し、
各機関の支援ノウハウを活用した総合的な地域経済活性化計画の策定に繋げる。
１．事業内容
(1) 地域活性化ミーティングの開催
長門市商工水産課、長門商工会議所、一般社団法人長門市観光コンベンション協
会、商工会で構成する「地域活性化ミーティング」を上半期、下半期の 2 回開催し、
地域経済の活性化・にぎわいの創出・ブランド化への方向性について情報交換を行う。
その中で地域の将来像等を検討することで意識の共有化を図り、各関係機関が主体
となって実施する事業の方向性・関連性を確認する。
各関係機関が個別にブランド化を進めるのではなく、地域内サプライチェーン構築
に向けた構想を協議し、行政・農林水産業・商工業・観光業それぞれの団体の役割を
明確にすることで、農林水産資源を有効に活用することが可能となる。
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(2) 地域関係機関との情報共有及びイベントの連携
長門市商工水産課、長門商工会議所、一般社団法人長門市観光コンベンション協会
など関係機関等と連携し、各機関単独で実施してきたイベントについて見直しを行
い、集客効果、地域経済への波及効果を高めるため、相互のノウハウ等を活かしたイ
ベントを企画・実施し、1次産業から3次産業全体の底上げを図ることで、地域内サプ
ライチェーンの実現に繋げる。
２．期待される成果
上記の取り組みで得られた事業の方向性等の情報を商工会内、または企業に報告する
とともに、各事業に反映させ地域における関係者間の意識の共有化を図り、小規模事業
者が持続的な発展させるための良好な環境が整備されるよう行っていく。

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
当地域の経済活動を活性化させるためには、地域農林水産資源の安定供給が前提条件
となり、行政や各支援機関の施策・事業に関する情報共有を徹底したうえで、小規模事
業者支援に取り組まなければならない。
そのためには、地域関係機関等の施策把握及び地域経済活性化を目的とした会議等の
開催による支援ノウハウの蓄積、商工会・商工会議所、地域金融機関等小規模事業者支
援機関との情報交換会議によるノウハウ共有が重要となる。
地域関係機関及び支援機関との連携を高めるため以下の事業に取り組む。
(1) 長門市創業支援ネットワーク協議会への参加
長門市商工水産課を始め、創業支援関係機関（当商工会、長門商工会議所、㈱山口
銀行、㈱西京銀行、萩山口信用金庫）が連携している「長門市創業支援ネットワーク
協議会」において長門地域の経済動向、創業支援や金融支援状況に関する情報交換を
年 3 回実施し、各種課題解決や効果的な創業支援に繋げる。
(2) 経営改善貸付推薦団体連絡協議会への参加
日本政策金融公庫主催による「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」（年 2 回実施）
において、長門市を始め、同一管内の下関・宇部・小野田・美祢地域の商工会議所及
び商工会の経営指導員等が集まり、各地域の経済動向と金融支援の状況等に関する情
報交換、模範事例等の支援ノウハウ共有を推進する。
(3) 山口県商工会連合会等主催会議への参加
山口県商工会連合会及び商工会職員協議会等が主催する会議において、新たな小規
模企業施策や支援ツール等に関する情報共有を図るとともに、他商工会の支援事例等
を知ることで業務の成果拡大・効率化な運用手法等を習得し、商工会業務の PDCA サ
イクル確立に繋げる。
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること
地域小規模事業者の持続的発展を実現するためには、経営指導員を始め商工会職員全
体の支援能力を向上させ、質の高い経営支援を提供することで、企業の PDCA サイクルを
確立する必要がある。
そのためには、職制・勤続年数等に応じて定期的に中小企業大学校等への派遣を行い
経営指導員等の支援スキルの向上を図るとともに、山口県商工会連合会主催による経営
支援能力強化研修受講により商工会職員全体の支援能力を向上させる。
併せて、商工会事業の PDCA サイクルを確立させるため、組織目標及び事業に関する検
証・見直しに必要な過去の支援情報のデータベース化を推進する。
(1) 職員資質向上の取り組み
山口県では職員の人事権一元化に伴い、山口県商工会連合会主催の OFFJT 研修と
して、基本能力研修、職制別研修、その他経営支援に係る能力強化研修を計画的に
実施してきたが、小規模事業者支援法の改正に合わせて、全職員の実務的経営支援
能力強化を目的とした研修を重点実施しており、当会の職員は対象となる研修の全
てを受講する。
経営指導員向け研修では、座学だけでなく、中小企業診断士指導の下、実企業の
経営計画策定を行う。
補助員・記帳関係職員向け研修では、経営計画策定支援に対する基礎的知識の習
得と、実企業の財務分析を行い現場での支援能力の強化を図る。
また、中小企業大学校専門コース等を定期的に受講するとともに、中小企業基盤
整備機構の各種研修に職員を派遣し、経営支援能力強化を推進する。
基本的な経営支援業務に関する知識のある職員は、OJT 研修としてベテラン経営指
導員の巡回指導、専門家派遣に同席させ、経営分析から経営計画策定、計画策定後
のフォローアップまでの支援を経験させることで、経営支援能力の向上を図る。
(2) 支援ノウハウの共有
毎週月曜日に事務局ミーティングを行い、前週の巡回指導等の報告及び訪問先
企業の情報を職員全体で共有する。
小規模事業者の支援データは、小規模事業者支援システムの経営カルテにより支
援履歴の蓄積を行い、商工会職員は閲覧が可能となっており、今後は、経営指導員
外の職員も、巡回指導時に企業の経営状況に関するヒアリング、店舗等の観察によ
り経営状況の変化について経営カルテに情報を入力することで、商工会組織の支援
能力強化に努める。

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
本計画に記載の事業実施状況及び結果についての評価・検証に関して外部有識者及び行
政、関係機関等により、PDCA サイクルを踏まえた検証を毎年度 1 回、翌年度 4 月から 5
月に下記の方法により行う。
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(1) 行政機関及び地域関係機関並びに金融機関、外部有識者による経営発達支援事業
検討会議を開催し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案を提示し検証する。
(2) 理事会において、委員会で評価・見直しを行った経営発達支援事業計画（報告書）
を提出し、毎年、事業の方針、目標等を決定する。
(3) 理事会で検証された報告書、見直された当商工会の経営発達支援事業計画書（案）
の役員会での承認を受ける。
(4) 役員会で承認された経営発達支援事業計画書については、総会で承認を受け、当
商工会ホームページ上において公開する。
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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 29 年 11 月現在）
(1) 組織体制
経営発達計画の実施に関しては、局長及び 3 名の経営指導員を中心に全職員で協
力し行う。

①役員
役職等
会長（1）
副会長（2）
理事（18）

氏名
安倍隆史
有馬勲、三輪由浩
船津政治、飯田誠、 西嶋泰史、清水幸生、安田恵
兼沢智俊、安田典正、杉村栄治、大草博輝、末永義人
角木和夫、入江寛、 西村良一、武田新二、辻野達也
石本治、 長谷和良、小林清
藤岡靖人、木原康博

監事（2）
23 名
②事務局
役職等
事務局長
経営指導員
補助員
記帳専任職員
記帳指導職員
記帳指導・普及員
11 名

本所（三隅支所）
叶屋健司
西嶋正治
中村知子
内山紗綾
境田智恵美

油谷支所

日置支所

多田瑞季

西村文孝
上田真由美

宮岡峻希
竹澤真理
石井一夫
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③経営発達支援事業の遂行体制
経営指導員を中心に、全職員で役割分担を図り、経営発達支援計画の実行にあたる。
【役割】
本所
統括責任者
（事務局長
叶屋健司）
三隅支所
事業支援担当
（経営指導員
西嶋正治）
事業支援担当補佐（補助員
中村知子 他 2 名）
油谷支所
事業支援担当
（経営指導員
多田瑞季）
事業支援担当補佐（記帳専任職員 宮岡峻希 他 2 名）
日置支所
事業支援担当
（経営指導員
西村文孝）
事業支援担当補佐（補助員
上田真由美）
【支援内容】
a.地域経済の動向調査
b.経営状況の分析
c.事業計画の策定支援
d.事業計画策定後の実施支援
e.需要動向調査
f.新たな需要の開拓に寄与する事業支援
(2) 連絡先
ながと大津商工会
本所（三隅支所）

〒759-3802 山口県長門市三隅中 1524 番地 2
TEL：0837-43-0033
FAX：0837-43-2199

（油谷支所）

〒759-4503 山口県長門市油谷新別名 1011 番地 1
TEL：0837-32-1183
FAX：0837-32-1783

（日置支所）

〒759-4401 山口県長門市日置上 6219 番地 3
TEL：0837-37-2164
FAX：0837-37-3140
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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

必要な資金の額
専門巡回相談
個別継続相談
セミナー
職員研修
アンケート調査
情報発信費

千円）

平成 30 年度
(30 年 4 月以 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度
降)
4,000
4,300
4,300
4,500
4,500
1,400
200
400
1,000
600
400

1,400
300
600
1,000
600
400

1,400
500
600
800
600
400

1,400
500
800
800
600
400

（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、事業受託費
（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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1,400
500
1,000
600
600
400

（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 公的機関：商工会を所管する行政窓口として、情報提供及び地域活性化に関する他の
部・課所管事業との総合調整を行う。
② 長門市創業支援ネットワーク協議会：長門市、長門商工会議所、金融機関及び当商工
会がメンバーとなり創業者の様々な支援を連携して行う。
③ 金融機関：金融相談窓口として情報交換等を行い、地域企業の金融相談に対する支援
策、金融上の悩みに対する課題解決策など協調支援を行う。
④ 専門性の高い支援機関：高度専門的な経営課題解決を連携して支援する。
連携者及びその役割
●公的機関
県、市の施策方針に基づき、当商工会を所轄する行政窓口として、情報提供及び地域
活性化に関する他の部課と所轄事業との統合調整を行う。
① 山口県商工労働部 経営金融課 課長 藏藤 共存
〒753-8501 山口市滝町１番１号
TEL：083-933-3185
FAX：083-933-3209
② 長門市経済観光部商工水産課商工水産室 室長 吉村 博克
〒759-4192 山口県長門市東深川 1339 番地 2
TEL：0837-23-1136
FAX：0837-23-1146
●金融支援
創業、設備投資、再生支援等の情報共有及び協調した金融支援を行う。
③ 日本政策金融公庫 下関支店 国民生活事業 事業統括 殿元 大介
〒750-0016 下関市細江町 2 丁目 4 番 3 号
TEL：083-222-6225
FAX：083-223-5421
④ ㈱山口銀行 長門支店 支店長 林 克彦
〒759-4101 山口県長門市東深川 975 番地 1
TEL：0837-22-2010
FAX：0837-22-5634
⑤ ㈱山口銀行 三隅支店 支店長 萬谷 直樹
〒759-3802 山口県長門市三隅中 1550 番地 3
TEL：0837-43-0311
FAX：0837-43⑥ ㈱山口銀行 油谷支店 支店長 池田 啓一
〒759-4503 山口県長門市油谷新別名 960 番地 4
TEL：0837-32-1151
FAX：0837-32-1244
⑦ ㈱西京銀行 長門支店 支店長 藤田 敬之
〒759-4101 山口県長門市東深川 819 番 5
TEL：0837-22-2626
FAX：0834-22-6129
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⑧ 萩山口信用金庫 長門支店 支店長 豊田 宏
〒759-4101 山口県長門市東深川 911 番地の 28
TEL：0837-22-0828
FAX：0837-22-5769
●専門性の高い支援機関
当商工会だけでは、対応の難しい専門性の高い分野に関して支援及びアドバイスを行
う。
⑨ 山口県商工会連合会 会長 藤村 利夫
〒753-0074 山口市中央 4 丁目 5 番 16 号 商工会館 3 階
TEL：083-925-8888
FAX：083-925-8700
⑩ 山口県中小企業再生支援協議会 統括責任者 保井 卓
〒753-0077 山口市熊野町 1 番 10 号 NPY ビル 10 階
TEL：083-922-9931
FAX：083-922-9932
⑪ 山口県経営改善支援センター
統括責任者 保井 卓
〒753-0077 山口市熊野町 1 番 10 号 NPY ビル 10 階
TEL：083-922-9931
FAX：083-922-9932
⑫ 山口県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 藤井 良幸
〒753-0077 山口市熊野町 1 番 10 号 NPY ビル 10 階
TEL：083-922-3700
FAX：083-921-2013
⑬ 山口県事業引継ぎ支援センター 専門相談員
井上 満
〒753-0077 山口市熊野町 1 番 10 号 NPY ビル 10 階
TEL：083-922-3700 FAX：083-921-2013
⑭ 山口県産業技術センター 理事長 木村 悦博
〒755-0195 山口県宇部市あすとぴあ 4 丁目 1 番 1 号
TEL：0836-53-5050
⑮ 中小企業基盤整備機構 中国本部 本部長
〒730-0011 広島市中区八丁堀 5 番 7 号
TEL：082-502-6689
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井上 秀夫

連携体制図等
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