
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大畠商工会（法人番号 5250005006855） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目  標 

高齢者の多い地域住民が安心して暮らせる商業基盤の確保を図ると

ともに、当地域の地理的条件に沿った魅力ある観光地づくりを促進し、

地域の賑わいを創出する。 

また、地域内消費促進の観点から、農林水産資源の活用により一次

産業を活性させ、地域住民の所得向上を図る等、地域の総合的経済団

体及び小規模事業者支援機関としての役割を踏まえ地域経済の活性化

を目指す。 

これら中長期的な振興のあり方を踏まえ、当計画では期間中に地域

内小規模事業者１２５のうち、約半数の６５事業者に対して調査・分

析・事業計画・フォロー等の個者支援を展開する。 

その支援した企業が事業のＰＤＣＡサイクルを確立し、消費者ニー

ズにマッチした商品・サービスの提供を促し、持続的発展をすること

を目標とする。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

各種統計資料や調査資料から情報収集・とりまとめを行い、活用する

ことで小規模事業者が的確な経営判断を行えるよう支援します。 

２．経営状況の分析に関すること 

財務分析・商圏分析等により経営体力や自社の商品・サービスの市場

性を把握し、課題の解消や今後の戦略策定が行えるよう支援します。 

３．事業計画策定支援に関すること 

計画的経営の実現に向け、持続的発展に係る計画の策定や事業承継、

創業等、小規模事業者のニーズに沿った経営計画の策定を支援します。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

巡回指導の強化等により計画の実施を細かくフォローし、ＰＤＣＡサ

イクルの確立を図ることで小規模事業者の持続的発展を支援します。 

５．需要動向調査に関すること 

各種調査を実施し、小規模事業者個々の商品・サービスに対するニー

ズを把握することで経営計画の精度向上等につながるよう支援します。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

商談会出展や各種販売チャネルの活用により販路開拓機会を創出し、

小規模事業者最大の課題の一つである需要の開拓を支援します。 

７．地域経済の活性化に資する取組み 

関係機関との連携強化により、周辺観光地とリンクした商品開発や観

光ルートの設定等を促進し、「経済的交流人口」を増加させることで地域

内消費を喚起します。 

連 絡 先 

大畠商工会 749-0101 山口県柳井市神代 4830番地 

TEL：0820-45-2414 FAX：0820-45-2456 

MAIL：oobatakechou@yamaguchi-shokokai.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．地域の現状 

（１）地域の状況 

当会の属する柳井市は、山口県南東部の「サザン

セトエリア」に位置する商業都市であり、総面積１

３９.９㎢の半分以上を山地丘陵地が占め、沿岸部

は瀬戸内海国立公園にも指定された自然景観を有

している。 

また、柳井市は、「安心度」や「利便性」の評価

が高く、東洋経済新報社が発表する住みよさランキ

ング（２０１６年）で全国５９位・中四国では２位

と評価されている。 

当会の大畠地域は、平成１７年柳井市と合併し誕

生した新柳井市の最東部の海岸沿いに位置し、国道

１８８号線と JR 山陽本線が通り、岩国市中心部及

び岩国錦帯橋空港から車で約３０分、広島市から約

１時間半程度である。 
※「サザンセトエリア」 

Southern Seto＝南瀬戸内海という意味で、山口県の東部にある

柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町の瀬戸内海に面

したエリアの総称。 

（２）柳井市と大畠地域の人口 

大畠地域の人口は平成２７年時点で３,０４５人。

平成１７年時点の３,６７２人に比べ１７.１％減少しており、柳井市の中でも特に減

少率の高い地域となっている。 

年齢構成を見ると、平成２２年の国勢調査において６５歳以上の人口比率が３６.

２%であり、高齢化が深刻な問題となっている。柳井市が今年度発表した「柳井市人

口ビジョン」でも、大畠地域は今後も人口減少・高齢化が進むと予想されている。 

  【柳井市と大畠地域の人口等の推移】 

人口 H17年 H27年 増減 

柳井市の人口（国勢調査） 35,920 32,856 △3,064 

商工会管内の人口（柳井市住民基本台帳人口） 3,672 3,045 △627 

 

人口 H12年 H22年 増減 

商工会管内の年少人口（国勢調査）  399  317 △82 

商工会管内の生産年齢人口（国勢調査） 2,173 1,741 △432 

商工会管内の老年人口（国勢調査） 1,082 1,165 83 
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（３）大畠地域の地域資源 

大畠地域の資源を見ると、第一に水産資源が挙がる。 

「大畠瀬戸」は大畠地域（本土）と周防大島に挟ま

れており、「伊良子水道」「早崎瀬戸」と共に“日本三

大潮流の一つ”である。この、「大畠瀬戸」の急流で育

った「真鯛」は身が引き締まって甘みも強く、観光協

会が毎年開催している鯛釣り大会では定員１００名の

募集が毎回、数日でオーバーする等日本有数の“「真鯛」

のメッカ”として知られている。また、「真鯛」のほか、

弾力のある身が特徴の「マダコ」や、高級食材の「瀬

戸貝」等が揚がる漁場となっている。 

農林資源では温暖な気候により古くからミカンの栽

培が盛んで、収穫時期には直売所の棚を埋め尽くす。

ミカンだけからつくる「橘香酢(きっかす)」は地元の

土産店で人気の商品である。 

文化・歴史においては、１５００年前の大畠瀬戸を

舞台とした「般若姫伝説（般若姫と橘豊日御子の悲

恋）」・「龍宮伝説（大畠瀬戸の深い処に龍宮城がある）」

が知られている。   

特に、毛利藩で、萩の「松下村塾」と双璧をなした、私塾

「清狂草堂(せいきょうそうどう)（主宰者：僧月性(そ

うげっしょう))」は幕末維新の重要な要素である。 

また、大畠地域は至るところで瀬戸内海の絶景が眺

望でき写真愛好家が多く訪れる人気のスポットである。 

 

２．商工業の状況 

柳井市の産業の中で、商工業は、小売販売額が工業出荷額の約１.5倍あり、地方商

業都市の性格が強い反面、漁獲量の減少や漁業従事者の高齢化及び後継者不足といっ

た課題が顕著で、一次産業の衰退は深刻な状況にある。 

大畠地域の商工業は、全体としては人口減少、一次産業の衰退による地域住民の購

買力低下、郊外大型店等への顧客流出による売り上げの減少を背景にして、事業主の

高齢化・後継者不足による廃業が進んでいる。 

結果として、平成２７年現在の商工業者数は１２５事業者であり、平成１７年時点

に比べ１１.７％も減少している。 

建設業では“住宅建築関連事業者”、サービス業では“理美容店”が占める割合が

高く、地域住民を対象としている事業者が多い。 

飲食･宿泊業では海鮮料理をメインとする飲食店等、

広島県や岩国市等近隣地域からの観光客をターゲット

としている事業者が多いことが特徴である。その中でも

地域飲食店４店舗では海鮮鍋「汐まち鍋」が柳井市（柳

井市地域ブランド推進協議会）のブランド「きんさい柳

井」の認定を受け提供中である。 

製造業・卸売業・小売業は、いずれも小規模な事業者

である。 
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【商工業者数の推移】 

 H17年 H27年 増減 

商工会管内の商工業者数（経済センサス） 154 136 △   18 

商工会管内の小規模事業者数（経済センサス） 134 125 △    9 

商工会管内の商工会員数（商工会調査） 135 100 △   35 

商工業者数に占める小規模事業者の割合 87.0% 91.9% 4.9% 

 

【商工業者の内訳（商工会実態調査より抜粋）】 

 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 155 44 12 4 43 13 39 0 

H27 125 36 10 2 37 11 24 5 

増減数 
(増減率(％)） 

△30 

(△19.4) 

△8 

（△18.2) 

△2 

（△16.7) 

△2 

（△50.0) 

△6 

（△14.0) 

△2 

（△15.4) 

△15 

（△38.5) 

5 

（－） 

※「きんさい柳井」 

柳井市内の優れた地域資源を認定する取り組みで、認定ブランド品のパンフレットを製作し各地へ配布し

ているほか、定期的に首都圏で観光・物産フェアを開催し、認定ブランド品をＰＲする等の活動を行ってい

る。（大畠地域では現在５品が認定を受けている） 

 

３．これまでの取り組み 

当会ではこれまで、観光交流人口を増加させることが地域経済の活性化につながる

ものと考え、周辺地域と連携を図りながら、豊富な地域資源を活用したさまざまな取

り組みを行ってきた。 

近年では、大畠瀬戸の天然鯛を基調とした海鮮鍋「汐

まち鍋」の企画から商品展開までの取り組みや、柳井市

や周防大島等を巡るサイクルイベント「サザンセト・ロ

ングライド inやまぐち」（柳井市・柳井商工会議所等と

連携／参加者数約１，０００名）の開催等がある。 

これらの取り組みについては、各関係機関と連携して

継続して実施していくことによりブランド力を強化し、

当地域の経済的交流人口の増加を図ってきたところである。 

【主な取り組み】 
資 源 項目 主な取り組み 

水 産 

内 容 天然鯛を使用した海鮮「汐まち鍋」の開発・販売支援（H２６～） 

成 果 
ちょっと贅沢なブランド鍋の企画は顧客満足度が高く、事業者にとっても客単価が上が

り収益改善になった。 

連携先 大畠観光協会 

農 林 

内 容 摘果みかんを活用した「橘香酢」の開発・販売支援（S６３～） 

成 果 
販売から３０年が経過して地域ブランドとして定着している。生産者は高齢者が多いが

児童生徒の体験実習も盛んに行う。 

連携先 柳井市生活改善実行グループ連絡協議会大畠グループ 

内 容 地元産を使用した「やまびこそば」の開発・販売支援（H２６～） 

成 果 耕作放棄地を利用した蕎麦栽培が軌道に乗ってきたところ。これからに期待している。 

連携先 やまびこ三和クラブ 

景 観 

内 容 サイクルイベント「サザンセト・ロングライド inやまぐち」の開催（H２６～） 

成 果 

サイクリング人気を背景に参加者は多い。地域消費への波及効果を上げていきたい。 

山口県では、「サイクル県やまぐち」という新しい政策が始まっているので、シナジー

効果にも期待できる 

連携先 柳井市、周防大島町、柳井商工会議所、近隣商工会 等 
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４．地域経済の課題 

（１) 地域の人口減少・少子高齢化による消費者数及び購買力の低下 

当地域では住宅建築関連の事業者や理容店の割合が高いこと等もあり、人口減少

や高齢化による消費活動の低下が生じている。 

（２) 周辺市街地及び郊外大型店への顧客流出 

当地域は柳井市街地から数キロメートルの距離に位置しており、市街地や周辺の

郊外大型店との価格競争等により顧客流出が後を絶たない。 

（３) 事業後継者の不在 

事業主の高齢化が進む中、人口減少や顧客流出等で事業の見通しが立たない等の

理由により多くの企業で後継者不足が深刻化している。 

（４) 地域資源のブランド力低下及び資源発掘・活用不足による地域の魅力喪失 

地域ブランドに真鯛やみかん等があるものの、商品の PR不足や新商品の開発が進

まないためブランド力が低下している。また、新たな資源の発掘・活用も進んでい

ないため地域の魅力が喪失している。 

（５) 周辺観光地・関連団体等との連携不足による観光交流人口の低迷 

当地域は柳井市中心部の「やないの白壁」、瀬戸内のハワイといわれる「周防大島」、

世界遺産登録を目指している岩国市の「錦帯橋」等の観光地に囲まれているものの、

観光ツールや近隣の地域との連携不足等により観光交流人口を取り込めていない。 

 

５．中長期的な振興のあり方 

当地域では周辺観光地や関連団体等との連携により、豊富な地域資源を活用して地

域外の消費者にとっても魅力的な新商品とブランド力の構築により、外貨を獲得する

ビジネスモデルを確立する必要がある。 

そのために、地域特性を踏まえ農林水産業と食品製造業や小売業、飲食サービス等

の連携による６次産業化を中心として、いわゆる「稼ぎ頭」となる新たな中核産業を

育成するとともに、そこにつながる小規模事業者の事業ＰＤＣＡサイクルの確立によ

る経営基盤強化を図る必要がある。 

また、地域住民を販売ターゲットにした事業者においても、商品・サービス力の向

上により、更に域内住民に加え近隣地域住民からの新規顧客獲得も図ることにより、

獲得した外貨の地域内循環を促進し、小規模事業者の持続的な発展を図っていく。 

 

６．実現に向けた目標 

中長期的な振興の在り方から、本計画では以下の２点を切り口とした振興及び小規

模事業者支援に取り組むこととし、計画期間内において地域内小規模事業者数のうち

約５０％程度の事業者の経営改善を図り、以て地域経済全体の活性化につなげること

を目標とする。 

①６次産業化等の取り組みによる、都市部の消費者をターゲットとした「経済的交

流人口」の増加 

②地域住民ニーズに応じた商品・サービスの提供による地域内消費の促進 
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７．目標達成に向けた事業の取り組み方針 

（１) 事業の具体的取り組み 

ア．「経済的交流人口」の増加 

①周辺地域の観光資源等も活用した周遊ルートの開発 

「白壁の町並み（柳井）」「周防大島」「錦帯橋」等との連携 

②地域農林水産資源等を活用したメニュー・新商品開発 

「汐まち鍋」「やまびこそば」「橘香酢」等既存特産品の販売促進及び新商品の開

発 

③新たな地域資源を活用した創業等の促進 

「サイクル県やまぐち」構想と連携をして自転車愛好家の消費を取り込む 

水産物とミカンを活用した「６次産業化・農商工連携」への取り組み 

イ．地域内消費の促進 

①持続的発展に向けた事業 PDCAサイクル確立等の経営基盤強化 

②地域住民ニーズに応じた品揃え等への業態転換 

③市場への影響を考慮した事業承継（親族承継、第三者承継、M&A等） 

 

 (２) 事業の活動方針 

高齢者の多い地域住民が安心して暮らせる商業基盤の確保を図るとともに、当地

域の地理的条件に沿った魅力ある観光地づくりを促進し、地域の賑わいを創出す

る。 

また、地域内消費促進の観点から、農林水産資源の活用により一次産業を活性さ

せ、地域住民の所得向上を図る等、地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機

関としての役割を踏まえ地域経済の活性化を目指す。 

これら中長期的な振興のあり方を踏まえ、当計画では期間中に地域内小規模事業

者１２５のうち、約半数の６５事業者に対して調査・分析・事業計画・フォロー等

の個者支援を展開する。 

その支援した企業が事業のＰＤＣＡサイクルを確立し、消費者ニーズにマッチし

た商品・サービスの提供を促し、持続的発展をすることを目標とする。 
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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】 

各種機関が発行する経済動向等に関する各種統計資料及び地域の小規模事業者の景

況調査結果から地域経済動向に関する情報収集・とりまとめを行い、地域の小規模事

業者に情報提供を行うとともに、経営分析・事業計画策定支援の基礎データとして活

用する。 

 

(１) 取り組み内容 

［調査方法］ 

以下の国・県・市等が調査・公表する経済動向関係調査資料、金融機関等が発行す

る各産業動向等の調査資料、地域商工業の景況に関する独自調査結果から、当地域の

小規模事業者が必要とする経済動向に関する必要な情報を抽出・加工する。 

なお、調査では全業種を対象とした基礎的なもののほか、「経済的交流人口の増加」

の観点から、地域資源を活用した商品の小売業、飲食・宿泊業及びサービス業の経営

戦略策定に必要と思われる専門的な情報についても収集する。 

 

［調査で使用する資料および調査項目］ 

・経済センサス等の公的調査資料（５年毎／総務省・経済産業省 ほか） 

国内企業の業況・雇用等、経済活動の実態や経理事項 

対象業種の全国の産業構造（業界動向）や観光動向および地域資源の需要動向（類

似品の動向、最新の流行情報等） 

・全国中小企業動向調査（毎月／日本政策金融公庫） 

国内企業の業況・雇用等、経済活動の実態や経理事項 

国内企業の売上・仕入・資金繰り・採算 

・各種統計情報（毎月／日経ＭＪ ほか） 

対象業種の全国の産業構造（業界動向）や観光動向および地域資源の需要動向（類

似品の動向、最新の流行情報等） 

・やまぐち経済月報（毎月／山口経済研究所） 

県内企業の業況・雇用・生産・倒産・金融状況等 

県内の消費動向・雇用動向 

・観光客動態調査（毎年／山口県） 

柳井市、岩国市、周防大島町等周辺観光客数動向 

・広島県家計調査・毎月勤労統計調査（毎月／広島県） 

広島県内の家計・労働・賃金等 

・中小企業景況調査（四半期毎／山口県商工会連合会） 

県内における各業種の売上・仕入・資金繰り・採算（前年同月比） 

・大畠地域中小企業景況調査（四半期毎／大畠商工会）※独自調査 
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大畠地域における企業の業況、後継者の有無及び雇用人数等 
大畠地域中小企業景況調査（四半期毎／大畠商工会）※独自調査 

①調査の狙い：近隣商圏の業況把握および県内・国内業況との差異把握 

②調査方法：サンプル企業（業種毎１０％程度）を抽出し、ヒアリング（年４回） 

③調査項目：売上・仕入・資金繰り・採算（前年同月比） 

④分析方法：前年同月比との比較、県内・国内（同項目）との比較 

⑤活用方法：巡回・窓口指導での提供、ホームページへの公開 

⑥目  標：ＨＰ公表（年４回） 

 

［分析方法］ 

収集したデータは小規模事業者が利用しやすいように図表化するとともに、関連性

の高い項目はクロス集計等による分析、継続的に実施されている調査項目については

経年比較等を行う。 

 

［活用方法］ 

地域経済動向調査の結果は、巡回・窓口指導の際に小規模事業者に提供するととも

に、必要に応じて閲覧・参照できるよう当会ホームページに掲載する。 

また、本調査結果は、小規模事業者の経営状況の分析・事業計画策定に向けた基礎

資料として活用する。 

 

（２) 目  標 

                                   （回） 

支援内容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

地域経済動向調査

結果ＨＰ公表 
0 4 4 4 4 4 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者のほとんどは販売や営業、製造の最前線で従事しており、日々の業務

に追われながら過ごしている。そのため自社の経営状況を見つめる機会も少なく、抱

えている課題または可能性（ビジネスチャンス）に気付かないケースが多いことから、

今後は、経営状況の分析にかかる支援を行い、自社の商品・サービスの市場性や経営

体力を把握する。 

分析結果に基づき、経営課題の解消や今後の経営戦略等について検討することで「そ

の場しのぎ」的な経営からの脱却を図り、持続的発展の経営を目指す。 

また、個者支援につなぐことを目的とした「経営個別相談会」を開催する等、面的

支援により地域小規模事業者全体の経営基盤強化を図る。 

 

(１)取り組み内容 

ア．商工会の記帳代行及び記帳継続指導を利用している事業者の過去の指導履歴等か

ら、安全性・収益性に問題を抱えている事業者に「ネット de記帳：経営分析機能」

や「ローカルベンチマーク」を活用し、「損益分岐点分析」「キャッシュフロー分析」

「指標分析（収益性・効率性・生産性・安全性・成長性等）」の財務分析を行い、巡

回（窓口）指導において提示する。※タブレット端末を活用。 
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イ．分析結果を提示した上でＳＷＯＴ分析を始めとした店舗・工場分析、商圏分析等

の更なる分析を提案。巡回訪問によって現地（店舗や立地等）を確認しながら分析

を進め、課題や可能性を抽出する。 

ウ．抽出した結果に基づき、重要度や優先度を考慮したうえで、課題の解消や事業の

多角化・業態転換等の可能性に向けた、需要を見据えた取り組みを提案し、計画策

定支援につなげる。 

なお、専門性の高い経営課題等については山口県商工会連合会のエキスパートバン

ク事業や国の施策であるミラサポ事業等による専門家派遣の活用や、山口県よろず支

援拠点や中小企業基盤整備機構のコーディネーター等との連携により、経営基盤の強

化に向けたシームレスな支援を展開する。 

エ．地域小規模事業者全体を対象に、経営分析等の支援につなげることを目的とした

「経営個別相談会」を年１回開催し、地域小規模事業者全体の経営基盤強化を図る。 

なお、当初は記帳代行及び記帳継続指導の利用事業者を対象としているが、その後

は経営個別相談会の参加者や巡回・窓口指導を行った際のヒアリング等により、分析

支援ニーズの掘り起こしを行う。 

 

(２) 目  標  

毎年、「ネット de記帳：経営分析機能」や「ローカルベンチマーク」を活用して新

規１３件、５年間で６５件の経営分析を実施し、かつ更なる分析及び経営計画策定支

援につなげる。 

 

支援内容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

財務分析支援 

企業数 4 13 13 13 13 13 

SWOT 分析等支援 

企業数 4 13 13 13 13 13 

事業計画策定支援 

企業数 4 13 13 13 13 13 

「経営個別相談会」 

開催数 0 1 1 1 1 1 

※SWOT分析等支援企業数、事業計画策定支援企業数は財務分析支援企業数と重複する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が持続的な発展を図る上で最も重要なことは市場ニーズに対応するこ

とである。地域経済動向調査、経営分析結果から支援先小規模事業者の経営課題を把

握し、事業計画を策定することが重要である。 

また、事業計画を視覚化することで金融機関・取引先等ステークホルダーへの与信、

従業員のモチベーション向上につなげ、計画の精度を高める効果が期待される。 

今後は、巡回指導・窓口相談を通じ事業計画策定の必要性を啓蒙・動機づけするほ

か、セミナー・経営相談会等を通して事業計画策定ニーズの掘り起しを行い、地域小

規模事業者の事業計画策定を支援する。 

 

(１)取り組み内容 

ア．支援対象の掘り起こし 
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経営分析の対象とした小規模事業者等に対し、事業計画策定の必要性について啓

蒙・動機づけを行うほか、柳井商工会議所との共催による新事業展開・経営革新等

セミナーの開催及び各支援機関が実施する各種セミナー等への参加促進等により

事業計画策定ニーズを掘り起こす。 

 

目 標 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

柳井商工会議所との共催

セミナー実施回数 0 1 1 1 1 1 

柳井商工会議所との共催

セミナー参加事業者数 0 20 20 20 20 20 

※参加者数は柳井商工会議所地域の事業者を含む。 

 

イ．持続的発展に係る事業計画策定支援 

商工会の経営指導員等が巡回（窓口）指導において、計画策定を支援する。 

その際、高度な専門性が求められるケースについては山口県商工会連合会のエキ

スパートバンク事業や国の施策であるミラサポ事業等による専門家派遣の活用、山

口県よろず支援拠点や中小企業基盤整備機構のコーディネーター等との連携によ

り支援を展開する。 

また、山口県商工会連合会との連携による「事業計画策定セミナー（年１回）」

を開催し、地域小規模事業者全体の経営基盤強化を図る。 

さらに、事業計画の策定において新たな設備投資や運転資金等の資金需要が見込

まれる場合は、金融機関担当者と協調して支援する。 

 

目 標 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

持続的発展に係る 

事業計画策定件数 10 11 11 11 11 11 

 

ウ．事業承継計画策定支援 

後継者不在による廃業が多いことから、巡回（窓口）指導により経営実態等を把

握した上で、円滑な事業承継（親族承継、第三者承継、M&A等）のための事業計画

策定を支援する。 

親族内承継については山口県商工会連合会が実施主体となる事業承継総合支援

事業を活用し、従業員等親族外への事業承継、事業譲渡・事業売却等Ｍ＆Ａに係る

支援は山口県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業の持続的発展を目指す。 

 

目 標 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

事業承継計画策定件数 0 2 2 2 2 2 

 

（２）創業者支援 

［支援の現状、創業者との接点］ 

産業競争力強化法に基づく「柳井市創業支援事業計画」において、核となる柳井市

や商工会・柳井商工会議所・地域金融機関では、「創業相談窓口」を設置し、創業希

望者の支援体制を整備している。 
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［支援対象の掘り起こし、事業計画策定支援］ 

窓口相談に来られた創業希望者や、柳井商工会議所と連携して実施する「創業塾」

において創業に係る知識を習得した創業予定者を対象に創業支援を行う。 

創業計画策定支援を行うにあたり、創業予定者の事業経験、創業内容（業種・規模・

立地等）、自己資金、市場性等について確認し、設備投資、開業後軌道に乗るまでの

運転資金等も考慮する。 

運転資金・設備資金の外部調達が必要な場合は、地域金融機関の創業融資又は柳井

市の助成制度担当者にも計画策定段階で協力を依頼し、円滑な創業に向けた支援を行

う。 

 

目 標 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

創業計画策定件数 0 1 1 1 1 1 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

小規模事業者を取り巻く環境は日々変化するため、事業計画策定を行った事業者を

対象に、定期的な巡回指導を行い、計画の進捗状況を把握するとともに計画と現状の

差異を確認し、差異がある場合は手段・方法の見直し等の提案・指導を行う。 

計画策定後の定期的なフォローアップにより、企業内のＰＤＣＡサイクルを確立し、

経営体質（手法）を改善させることで小規模事業者の持続的な発展を図る。 

 

(１)取り組み内容 

［持続的発展に係る事業計画策定事業者支援］ 

四半期ごとに巡回し、計画と実績の差異について確認を行う。 

計画通りの進捗ができていない事業者については、計画自体の実現性について再度

確認するとともに、策定した計画に基づいて行動できていたかの確認を行う。 

策定した計画と現状とを比較し、必要があれば見直しを図り、計画の修正を行う。 

 計画の実行段階で必要となる運転資金・設備資金については日本政策金融公庫の

「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「経営改善貸付」、県・市の創業融資制度

利用等により円滑な資金繰りを支援する。 

また、新商品開発等、専門的な支援が必要な場合は「ミラサポ」や「エキスパート

バンク事業」等専門家派遣事業を活用、技術開発等の専門性の高い案件については

（独）山口県産業技術センター等の専門支援機関と連携し支援する。 

 

［事業承継計画策定事業者支援］ 

四半期ごとの巡回を行い、事業承継計画の進捗確認を行う。 

親族内承継を計画した事業者については山口県商工会連合会が実施主体となる事

業承継総合支援事業担当者と同行訪問し、計画通りの進捗ができていない事業者につ

いては、計画自体の実現性について再度確認するとともに、策定した計画に基づいて

行動できていたかの確認を行う。 

従業員等親族外への事業承継、事業譲渡・事業売却等Ｍ＆Ａを計画した事業者につ

いては、山口県事業引継ぎ支援センターコーディネーターと同行訪問し、計画通りの

進捗ができていない事業者については、計画自体の実現性について再度確認するとと

もに、策定した計画に基づいて行動できていたかの確認を行う。 
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計画通り進んでいない場合は、関係機関と連携し計画の検証・見直しにより計画の

修正を行う。 

 

［創業支援希望者］ 

創業計画に基づく開業準備段階から伴走型支援を行う。 

開業準備段階で予定外の支出が発生するケースも多く、常に計画変更の可能性が高

いこともあり、優先的に巡回等を行い計画の着実な実施を支援する。 

開業後は、想定外の経費等の発生も予想され、運転資金の追加が必要なケースもあ

ることから、事業が軌道に乗るまでは月に一回のペースで経営状況の確認を行う。 

開業から一年程度は月次決算の作成に係る支援を行い、早期に経営課題の発見、修

正について支援する。 

 

(２) 目  標 

持続的発展に係る事業計画策定事業者および事業承継計画策定事業者に対し、四半

期に１度、定期的な巡回を行い、計画の差異を把握した上で必要な支援を行う。 

また、創業者に対しては毎月巡回を行う。 

 

支援内容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

持続的発展に関する事業計画策定事業

者に対するフォローアップ延べ件数 
20 44 44 44 44 44 

事業承継計画策定事業者に 

対するフォローアップ延べ件数 
0 8 8 8 8 8 

創業計画策定事業者に 

対するフォローアップ延べ件数 
0 12 12 12 12 12 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

重点支援対象業種となる、地域資源を活用した商品の小売業、飲食・宿泊業及びサ

ービス業においては、自社の商品力・サービス力や顧客ニーズといった需要動向につ

いて現場の最前線で従事する小規模事業者が肌で感じていることであるが、小規模事

業者ゆえに地域環境や消費性向の変化といった情報収集を行う余裕もなく、実際に顧

客が求める商品やサービスのニーズと自社の商品・サービスとの間でミスマッチが生

じ、需要を取り損ねていることが想定される。 

そこで、顧客の声を直接聞くためにヒアリング・アンケート調査及び結果の活用に

関して支援を行うことで顧客目線での商品力・サービス力やニーズを明確に把握し、

地域資源等を活用した商品・サービスの開発と販売について、どういうコンセプトで

どのように魅力を高めるべきか、また顧客ターゲットをどこに設定すべきか等、効果

的な販路開拓につなげて行くための調査を行い、得られたデータを基に、事業計画へ

落とし込み支援を行うとともに、販路開拓支援も併せて経営計画の精度向上等を図る。 

なお、調査については地域内消費者の一般的な消費性向を探るほか、経済的交流人

口増加による外貨獲得方針の観点から、当地域を訪れる観光客やターゲットとする都

市部の消費者に対する調査も併せて実施し、多角的な検討を行う。 

 

(１)取り組み内容 

ア．巡回指導等の際、顧客に対して「購買動機」「購入額」「購買点数」等の基本的な
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情報や、近隣都市への流出を抑えるため「不満に感じていること」や「期待するこ

と」等について事業者とともに調査を実施し、結果を分析する。事業者には分析デ

ータを提供するとともに、地域事業者間における個社の弱みを相互補完するための

事業連携等の改善案や今後の方向性について提案を行ったうえで事業計画への落

とし込みを支援する。 

なお、ヒアリング調査についてはＯＪＴによりノウハウを享受するとともに、調

査用紙のフォーマットを事業者へ提供する等、その後も事業者自身で調査を実施で

きるようフォローアップする。 

 

（実施内容） 

調査実施業種 小売業 

サンプル数 1事業者につき 100サンプル 

調査方法 
アンケート用紙への記入による調査。なお、巡回指導の際

には経営指導員等が顧客へ直接ヒアリングし調査する。 

調査項目及び調査から得られる情報（活用方法） 

「購買動機」･･･自社の強み（強みを伸ばすための各種取り組み） 

「購 入 額」･･･顧客の経済観念（ターゲットに対する適正な価格設定） 

「購買点数」･･･販売点数の限界値（クロスセル等による購買点数増加の取り組み） 

「不満に感じていること」･･･自社の弱み（弱みを補完するための各種取り組み） 

「期待すること」･･･顧客の潜在的消費マインド（商品開発、新事業展開等） 

 

調査実施業種 飲食・宿泊業 

サンプル数 1事業者につき 100サンプル 

調査方法 
アンケート用紙への記入による調査。なお、巡回指導の際

には経営指導員等が顧客へ直接ヒアリングし調査する。 

調査項目及び調査から得られる情報（活用方法） 

「利用動機」･･･自社の強み（強みを伸ばすための各種取り組み） 

「利 用 額」･･･顧客の経済観念（ターゲットに対する適正な価格設定） 

「満 足 度」･･･期待値との差異（メニューの見直し、付加価値向上の取り組み） 

「不満に感じていること」･･･自社の弱み（弱みを補完するための各種取り組み） 

「期待すること」･･･顧客の潜在的消費マインド（メニュー開発、新事業展開等） 

 

調査実施業種 サービス業 

サンプル数 1事業者につき 100サンプル 

調査方法 
アンケート用紙への記入による調査。なお、巡回指導の際

には経営指導員等が顧客へ直接ヒアリングし調査する。 

調査項目及び調査から得られる情報（活用方法） 

「利用動機」･･･自社の強み（強みを伸ばすための各種取り組み） 

「利 用 額」･･･顧客の経済観念（ターゲットに対する適正な価格設定） 

「満 足 度」･･･期待値との差異（サービスの改善、新サービスの開発） 

「不満に感じていること」･･･自社の弱み（弱みを補完するための各種取り組み） 

「期待すること」･･･顧客の潜在的消費マインド（新サービス開発、新事業展開等） 
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イ．「大畠観光センター（鮮魚店・農産物直売所・レストランがテナントの観光交流

施設／年間利用者数２０万人）」において、来訪者に対して市場ニーズ調査を実施

し、結果分析を行い、事業所巡回時に情報提供及び調査結果に基づく新商品開発等

の提案を行う。 

 

（実施内容） 

調 査 内 容 市場ニーズ調査 

回     数 年 2回（8月、12月） 

対   象  者 大畠観光センター来訪者 

実 施 方 法 アンケート内容を検討し、来場者に対して直接ヒアリング 

サンプル数 1回の調査につき 200サンプル 

調査項目及び調査から得られる情報（活用方法） 

「住  所」･･･地理的なメインターゲット（ピンポイントな宣伝・情報発信等） 

「年  齢」･･･年齢的なメインターゲット（メニュー・サービスの開発・改善等） 

「同 行 者」･･･顧客の利用シーン（構成を考慮した店舗レイアウトの改良等） 

「目  的」･･･顧客の利用シーン（ターゲット層に向けたサービスの開発・改善等） 

「来訪頻度」･･･顧客の行動パターン（期間限定メニュー、ポイントカードの発行等） 

「地域の魅力」･･･地域の強み（特産品・新メニューの開発等） 

「あったらいいなニーズ」･･･顧客がこの地で欲するニーズ（新商品・サービス開発） 

 

ウ．柳井商工会議所、柳井市観光協会、周防大島町商工会・周防大島町観光協会等の

機関と定期的な情報交換を行い、周辺地域における消費動向についても把握し、周

辺地域の商工団体との連携による広域エリアでの魅力ＰＲ戦略の検討、周辺地域と

の連携による周遊ルート検討など人の呼び込みと流れをつくるため、以下の情報に

ついて双方に情報交換することで広域的に消費者ニーズを捉え、事業機会の拡大を

目指す。 

 

（実施内容） 

情報交換回数 年 10回（延べ） 

収集内容及び収集した内容から得られる情報（活用方法） 

「地域物価」･･･地域の経済事情（品揃え・価格設定の見直し等） 

「消費性向」･･･顧客の消費マインド（品揃え・価格設定の見直し等） 

「流行しているお店」･･･新たな消費ニーズ（新商品・新メニューの開発等） 

「売れている商品」･･･顧客の購買マインド（品揃え・価格設定の見直し等） 

「観光客の特性」･･･ターゲットとなる顧客（ターゲットを見据えた宣伝やメニュ

ー・サービスの開発等） 

これらの情報交換は、周辺地域が皆同じものを開発・販売していくための情報交

換では無く、それぞれの強みを活かして双方に違う魅力を絡める（束ねる）ことで、

周辺エリア全体での魅力の増大につなげることを目指す。 
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エ．都市部の消費者の需要動向を探るため、全国商工会連合会が主催する「ニッポン

全国物産展」や、広島市中心商店街にある、年間約２００万人の集客を誇る「ひろ

しま夢プラザ（管理運営：広島県商工会連合会）」にて山口県商工会連合会が主催

する「山口フェア」において需要動向を探るためのテストマーケティングを行い、

地域資源を活用した商品開発等につなげる。 

 

（実施内容） 

物産展名 ニッポン全国物産展、ひろしま夢プラザ 

出展企業数 
ニッポン全国物産展       ２社／年 

ひろしま夢プラザ 山口フェア  ２社／年 

出展商品数 
ニッポン全国物産展       ６点／年 

ひろしま夢プラザ 山口フェア  ６点／年 

調査方法 試食品・試供品の提供による来場者への直接ヒアリング 

サンプル数 1商品につき 100サンプル 

調査項目及び調査から得られる情報（活用方法） 

「年代・性別」･･･ターゲット層（ターゲットニーズに沿ったブランディング） 

「商品の特性（味・性能・容量等）」･･･ターゲットの趣向（品質改良等） 

「価格」･･･ターゲットの商品購買力（ターゲットに対する適正な価格設定） 

「パッケージ」･･･商品の視覚的訴求力（パッケージの改良等） 

「ネーミング」･･･購買心理“注意”“関心”への訴求力（ネーミングの改良等） 

具体的な商品をもってテストマーケティングを行うことで、大消費地での消費

者の嗜好やニーズなど詳細な需要動向を具体的に掴み、大消費地への販路開拓戦

略につなげて行く。 

 

オ．消費者のトレンドや需要調査を行う際の項目の設定、収集した情報の活用等に関 

するセミナーを開催し、個社の需要動向の把握をサポートする。 

なお、収集した需要動向情報についてはデータベース化し、巡回・窓口指導の際

に活用する等で他の事業者にもフィードバックする。 

 

（実施内容） 

セミナー 

実施回数 年 1回 

実施方法 専門家を講師とした集団セミナー 

受講企業数 1回のセミナーにつき 15社 

情報提供 
提供回数 四半期に 1回／年 

提供方法 ペーパーでの配布 
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(２) 目  標 

地域小規模事業者のうち、小売業、飲食・宿泊業、サービス業７２事業所すべてに

対し、取り組みにより収集した需要動向情報の提供及び改善案等の提案を行うことを

目標とする。 

支援内容 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

ア.顧客向け調査 
支援企業数 7 7 7 7 7 

サンプル数 700 700 700 700 700 

イ.観光者向け調査 
支援企業数 72 72 72 72 72 

サンプル数 400 400 400 400 400 

ウ.情報交換 
支援企業数 72 72 72 72 72 

サンプル数 40 40 40 40 40 

エ.都市部向け調査 
支援企業数 4 4 4 4 4 

サンプル数 600 600 600 600 600 

オ.情報提供 
支援企業数 72 72 72 72 72 

サンプル数 － － － － － 

 

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】 

需要の動向を調査した内容を踏まえ地域内外の需要を見据えた業態転換等を図るた

め「セミナーの開催」、「商談会・物産展等への参加促進」、「各種媒体を活用した情報

発信支援」等による販路開拓（売上増加）機会の創出に向けた伴走型支援を展開し、

小規模事業者最大の課題の一つである需要の開拓に寄与する。これによって新市場開

拓・新規顧客開拓・既存客のリピート率向上・買い上げ点数の向上を実現させ、持続

的発展に向けた経営基盤の強化を図る。 

 

(１)取り組み内容 

ア.セミナーの開催による業態転換機会の創出支援 

「地域住民の満足度向上のためのマーケティングセミナー（仮称）」（年１回）等

を開催し、需要を見据えた業態転換を促進する。また、地域経済活性化の取り組み

による地域イベントへの参加（出展）促進等、地域住民に対する認知度の向上を図

ることで地域内の需要の開拓につなげる。 

イ．商談会・物産展への出展・マッチング支援 

地域外の顧客を獲得する方針の下、県が主催する「やまぐちものづくり＆ビジネス

フェア」や、山口県商工会連合会・県内商工会議所が開催する「ビジネスドラフトや

まぐち」への参画促進を図るほか、既存の特産品や新商品の開発については全国商工

会連合会や山口県商工会連合会等が開催する以下の商談会・物産展等への出展支援

や、「きんさい柳井」の認定（支援）を通じたＰＲを図る。 

支援対象展示会等名 

「やまぐちものづくり＆ビジネスフェア」（主催／山口県） 

「ビジネスドラフトやまぐち」     （主催／山口県商工会連合会 

・県内商工会議所） 

「ニッポン全国物産展／東京都」       （主催／全国商工会連合会） 

「ひろしま夢プラザ 山口フェア」      （主催／山口県商工会連合会） 
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また、商談会については商談後のバイヤーへのアンケートを実施。結果を踏まえ、

エキスパートバンク事業やミラサポ事業等による派遣事業の専門家等のアドバイス

を受ける等で商品・サービスの改善を図り、物産展については消費者のほか、バイヤ

ーの招待や、商談スペースの確保を図る等でフォローアップし、商談成立件数をアッ

プさせる。 

バイヤーへのアンケート 

実施目的 

意見をもとに商品の改善を検討するほか、アンケート実施後は改善

を図った商品の情報提供などでつながりを維持し、その後の商談機

会を確保する。 

実施方法 アンケート用紙の送付による意見や感想の聴取 

実施内容 
商品の特性（味・性能・容量等）や価格・パッケージ・ネーミング

などに対する意見や感想について 

ウ．インターネットの活用、ECサイトへの出展支援 

特産品等、地域外の消費者（観光客等）をターゲットとする事業者に対しては商工

会のホームページにおいて商品・サービス等を紹介するほか、商工会の無料ＨＰ製作

システム「SHIFT」による自社ＨＰの製作支援を行う。 

また、全国商工会連合会の運営するサイト「ニッポンセレクト.com」等無料出展サ

イトへの出展支援を行う。この取り組み等からステップアップし、事業者が自社のホ

ームページによる販売（システム構築）や「楽天市場」等有料出展サイトに進出する

場合は、専門家派遣の活用等によりフォローアップする。 

 

 (２) 目  標 

セミナーを年１回開催するほか、各種商談会、物産展及び「ニッポンセレクト.com」

への出展等を合わせて、年間延べ２０社を目標に支援を行う。成果として毎年商談成

約件数１２件、販売総額１０，０００千円を目指す。 

支援内容 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

ア.セミナー・地域

イベント出展支援 

セミナー受講企業数 15 15 15 15 15 

地域イベント出展 

支援企業数 
5 5 5 5 5 

地域イベント出展 

販売額（千円） 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

イ．商談会・物産

展支援 

支援企業数 12 12 12 12 12 

商談会成約件数 12 12 12 12 12 

販売額（千円） 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

ウ．EC サイト支援 

(ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.com) 

支援企業数 3 3 3 3 3 

販売額（千円） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 （商談会及び物産展内訳） 

展示会等名 支援企業数 商談成約件数 販売額 

やまぐちものづくり＆ビジネスフェア 3 6 3,000 

ビジネスドラフトやまぐち 3 6 3,000 

ニッポン全国物産展 3 - 1,000 

ひろしま夢プラザ 山口フェア 3 - 1,000 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

当地域には豊富な農林水産物、瀬戸内海の絶景、「僧月性」「竜宮伝説」「般若姫伝説」

といった文化歴史等、様々な観光資源があるものの観光メニューは少なく、また施設に

ついても「大畠観光センター」「月性記念館」に続くものがなく、「白壁のまち」として

知られる柳井市中心部や「瀬戸内のハワイ」といわれる周防大島等の周辺地域に比べ、

観光地としての魅力は薄い。 

このことから、当地域の都市部から 1 時間半以内という地理的な利点を生かし、柳井

市中心部や周防大島等観光交流人口の多い周辺観光地とリンクした、広域的な視点に基

づいた商品開発や観光ルートの設定、観光メニュー等を検討・実施することで、当地域

における「経済的交流人口」を増加させ、地域内での消費の喚起によって地域経済の活

性化を図る。 

 

１．取り組み内容 

（１）広域的な視点に基づいた商品開発や観光ルートの設定を行う必要があることから、

平成２７年度に発足した「サザンセトエリア魅力発信プロジェクト」において各機関

と連携し、大畠地域を含む広域的な周遊ルートを設定するほか、今後はプロジェクト

メンバーとの情報交換を密にし、周辺地域における消費動向等の情報収集にも努め、

消費者ニーズを正確に掴みつつ、広域的な取り組みを円滑に推進できる基盤の強化を

図る。 

※「サザンセトエリア魅力発信プロジェクト」はサザンセトエリアを県外地域へ発

信し、交流人口の増加から地域経済の活性化を目指すことを目的とした組織で、

主にエリア内での新たな観光散策ルートの商品化に取り組んでいる。 
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（２）大畠商工会、大畠観光協会及び柳井市（商工観光課）で組織し、大畠地域におけ

る観光資源の開発等の地域振興におけるシンクタンク的な機能を果たすことを目的と

する「観光産業育成協議会（仮称）」を立ち上げ、主に実務担当者が参加する毎月の会

議を商工会が主宰する。会議においては広域的な視点に基づき、各種資源を活用した

商品開発や、「大畠観光センター」「月性記念館」及び飲食店等との連携を視野に入れ

た“瀬戸内グルメ＆買い物ツアー”等の観光メニューの創出等について協議し、具現

化を目指す。（具現化にあたってはサザンセトエリア魅力発信プロジェクトとも連携し

て取り組む） 

商品開発については事業者との協働で取り組み、場合によっては漁業協同組合や JA、

その他各種機関との有機的な連携を図り支援する。（６次産業化・農商工連携の活用等） 

 

２．目  標 

毎年、新たな商品や観光メニューを開発し、経済的交流人口の増加を目指す。 

なお、開発した商品や観光メニューについてはＰＤＣＡサイクルを回し、ブラッシ

ュアップとともに事業の持続性を図る。 

支援内容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

観光メニュー 0 1 1 1 1 1 

新商品開発 0 1 1 1 1 1 

 

 

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 

①当地域近隣５つの商工会（大畠商工会、大和商工会、田布施町商工会、平生町商工

会、上関町商工会）で組織する「熊毛南グループ商工会広域協議会」では、山口県

商工会連合会の担当者を招聘し、経営指導員による年６回程度の地域情報交換や、

共通課題に関する講習会を年１回開催しており、小規模商工会間で機能補完をしな

がら業務を推進している。今後は情報共有の深度を深めるため、小規模事業者の売

上・利益拡大や需要開拓につながった取り組み、経営指導員の支援ノウハウの情報

交換を行う。 

また、地域小規模事業者の抱える経営課題について相互補完が可能な小規模事業者

同士のマッチングに関する意見交換、廃業予定者と創業希望者の事業承継マッチング

等の支援も推進する。 

②日本政策金融公庫岩国支店が主催し、柳井市・岩国市・大竹市（広島県）・周防大島

町の商工会・商工会議所の経営指導員等が参加する「経営改善貸付推薦団体連絡協

議会（年２回）」において、融資状況をはじめ各地域の経済動向等を情報交換し、支

援ノウハウについて共有を図ることで支援能力の向上につなげる。 

③広島県・山口県・広島市・柳井市・岩国市等の行政や商工会・商工会議所の担当者

が参画する「広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会（年２回）」において地域動

向や経済動向等について情報交換し、地域振興の取り組みやノウハウの共有を図る

ことで新たな需要の開拓につなげる。 
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会議名 回数 出席者／目的 

熊毛南グループ商工会 

広域協議会経営支援会議 
年６回 

・経営指導員 

・地域動向、支援事例、支援ノウハウ等 

経営改善貸付推薦団体 

連絡協議会 
年２回 

・経営指導員 

・地域動向、支援事例、支援ノウハウ等 

広島湾ベイエリア・ 

海生都市圏研究協議会 
年２回 

・広島県、山口県内の県市町行政観光担

当者及び経済団体 

・地域動向、地域振興ノウハウ、共同事

業の実施等 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

当会は経営指導員・補助員・記帳専任職員・一般職員（パート）がそれぞれ１名（計

４名）の小規模な事務局体制であるため、職種の垣根を越えて相互補完しつつ支援を

進めていかなければならない。今後は職員全員の資質向上に向けた取り組みをこれま

で以上に強化し、経営発達支援事業を円滑に進めるための組織基盤の強化を図る。 

 

①山口県商工会連合会が開催する「基本能力研修会」「業種別支援能力強化研修」や、

中小企業基盤整備機構が開催する「小規模事業者支援研修」「中小企業大学校研修」、

全国商工会連合会が実施する「経営指導員等 WEB 研修」等を受講し、個々の資質向

上に努める。 

②毎週１回、支援中の事業者（支援内容）の経過報告や研修等で習得した知識を共有

するためのミーティングを開催し、ノウハウを職員全員にフィードバックする。 

③支援経過については経営カルテ・商工会基幹システムへの落とし込みを行い、商工

会職員全員が成功事例のノウハウを共有できるようにするほか、研修等については

報告書データの蓄積によりノウハウをデータベース化する。 

④職員がチームとなって事業者を支援することで指導・助言内容、情報収集等の方法

を学ぶ等、OJTにより職員全員の伴走型支援能力向上を図る。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

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・

検証を実施し、組織内での PDCAサイクルを構築する。 

 

①大畠商工会役員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

②柳井市・大畠商工会役員・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。（年１回） 

③事業の成果・評価・見直しの結果については大畠商工会の総会へ報告し、承認を受

ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を大畠商工会の総会資料、会報及びホームページ

（計画期間中）において公表する。 
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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２９年４月現在） 

（１）組織体制 

①役員 

役職等 氏名 当計画における役割 

会 長（１） 河本 義方 

・計画（見直し）の立案 

・計画実行管理・把握 

・計画検証会議の座長 

・役員会・総会への計画（見直し）案の上

程 

副会長（２） 田中 晴美、川﨑 隆典 

・計画（見直し）案の承認 

・計画実行管理・把握 

・計画検証会議への参加 

理 事（９） 

中元 茂雄、唐本 直行、

藤山  敦、綿貫 富男、

田中 悦二、三島 健一、 

鶴原信一郎、小国 洋司、

小国ヤスエ 

監 事（２） 小国  覚、藤中 孝子 

 

②事務局 

役職等 氏名 当計画における役割 

経営指導員 平田 拓也 
・計画（見直し）の立案補助 

・計画（見直し）の実行責任 

・計画（見直し）を踏まえた支援の実行 

補 助 員 蔵本 典子 
・計画（見直し）の実行補助 

・計画（見直し）を踏まえた支援の実行 

記帳専任職員 福田 裕丈 
・計画（見直し）の実行補助 

・計画（見直し）を踏まえた支援の実行 

（ネット de記帳を活用した経営分析等） 

一 般 職 員 宗広 尚江 
・計画（見直し）の実行補助 

・計画（見直し）を踏まえた支援の実行 

※支援にあたっては必要に応じて「エキスパートバンク事業」、「ミラサポ事業」、「山

口県よろず支援拠点」等による専門家を活用する。 

 

（２）連絡先 

大畠商工会 〒７４９－０１０１ 山口県柳井市神代４８３０番地 

TEL ０８２０-４５-２４１４ FAX ０８２０-４５-２４５６ 

MAIL oobatakechou@yamaguchi-shokokai.or.jp 

 

 

 

mailto:oobatakechou@yamaguchi-shokokai.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） 

 
H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

必要な資金の額 1,350 1,050 1,050 1,350 1,350 

 

経済動向調査支援費 

経営分析支援費 

事業計画策定支援費 

事業計画フォロー支援費 

需要動向調査支援費 

需要開拓支援費 

地域経済活性化支援費 

資質向上対策費 

情報推進費 

50 

250 

100 

50 

200 

500 

50 

50 

100 

50 

250 

100 

50 

200 

200 

50 

50 

100 

50 

250 

100 

50 

200 

200 

50 

50 

100 

50 

250 

100 

50 

200 

500 

50 

50 

100 

50 

250 

100 

50 

200 

500 

50 

50 

100 

（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 

会費収入・県及び市補助金収入のほか本事業実施にあたり活用可能な委託事業費等 

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

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

する事項 

連携する内容 

「経営状況の分析に関すること」および「事業計画策定後の実施支援に関すること」

においては専門的なアドバイスを受けるため、公的支援機関と連携する。 

創業等の「事業計画策定支援に関すること」においては公的機関のほか、産業競争力

強化法に基づき行政・商工会議所・地域金融機関と情報交換等により連携し、地域金融

機関においては金融支援の観点からも連携を図る。また、「需要動向調査に関すること」

においては近隣の商工会（商工会議所）・観光協会と連携し情報収集を図る。 

さらに、「新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」においては商談会等を主催

する行政機関と連携し、事業者の商談会等への出展を支援する。 

そのほか、「地域経済の活性化に資する取組」や「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」においては各種の枠組み（組織）への参画により情報収

集・連携強化を図ることとする。 

連携者及びその役割 

 

１ 

名称 山口県よろず支援拠点 代表者 藤井 良幸 

住所 山口市熊野町１-１０ TEL 083-952-3700 

役割 コーディネーター支援 

２ 

名称 柳井市経済部商工観光課 代表者 三浦 正明 

住所 柳井市南町１丁目１０-２ TEL 0820-22-2111 

役割 創業に関する情報提供及び支援のサポート 

３ 

名称 柳井商工会議所 代表者 藤麻  功 

住所 柳井市中央２丁目１５-１ TEL 0820-22-3731 

役割 創業に関する情報提供 

４ 

名称 ㈱山口銀行 柳井南支店 代表者 小林 隆洋 

住所 柳井市南町３丁目２-３ TEL 0820-23-8806 

役割 創業に関する情報提供・支援（金融）のサポート 

５ 

名称 ㈱山口銀行 柳井支店 代表者 杉田 由明 

住所 柳井市中央２丁目９-１４ TEL 0820-22-3211 

役割 創業に関する情報提供・支援（金融）のサポート 

６ 

名称 ㈱日本政策金融公庫 岩国支店 代表者 三浦 博 

住所 岩国市今津町１丁目８-１ TEL 0827-22-6265 

役割 創業に関する情報提供・支援（金融）のサポート 
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７ 

名称 山口県事業引継ぎ支援センター 代表者 永安 隆史 

住所 山口市熊野町１-１０ TEL 083-922-3700 

役割 事業承継支援のサポート 

８ 

名称 柳井市観光協会 代表者 松野 利夫 

住所 柳井市柳井３７１４-１ TEL 0820-23-5411 

役割 地域動向、消費動向等の情報提供 

９ 

名称 周防大島町商工会 代表者 川本 隆夫 

住所 大島郡周防大島町久賀４４８５ TEL 0820-79-0300 

役割 地域動向、消費動向等の情報提供 

１０ 

名称 周防大島町観光協会 代表者 山崎 浩一 

住所 大島郡周防大島町久賀４３１６ TEL 0820-72-2134 

役割 地域動向、消費動向等の情報提供 

１１ 

名称 山口県商工労働部経営金融課 代表者 藏藤 共存 

住所 山口市滝町１-１ TEL 083-922-3111 

役割 商談会の出展 

１２ 

名称 柳井市地域ブランド推進協議会 代表者 井原 健太郎 

住所 柳井市南町１丁目１０-２ TEL 0820-22-2111 

役割 地域ブランド「きんさい柳井」認定、商品 PR 

１３ 

名称 サザンセトエリア魅力発信プロジェクト 代表者 藤麻  功 

住所 柳井市中央２丁目１５-１ TEL 0820-22-3731 

役割 地域動向、消費動向等の情報提供 

１４ 

名称 熊毛南グループ商工会広域協議会 代表者 河岡 啓太郎 

住所 熊毛郡平生町平生村１７８ TEL 0820-56-2245 

役割 地域動向、支援ノウハウの情報提供 

１５ 

名称 広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会 代表者 中村 成朗 

住所 広島市中区基町５-４４ TEL 082-222-6641 

役割 地域動向、消費動向の情報提供 
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連携体制図等 

 

 

大
畠
商
工
会 

【地域の経済動向調査に関すること】 

・山口県商工会連合会 

【経営状況の分析に関すること】 

・山口県よろず支援拠点 
・中小企業基盤整備機構 

【事業計画策定支援に関すること】 

・柳井市 
・柳井商工会議所 
・地域金融機関 
・山口県事業引継ぎ支援センター 

【実施支援に関すること】 

・（独）山口県産業技術センター 等 

【需要動向調査に関すること】 

・柳井市観光協会 
・周防大島町商工会 
・周防大島町観光協会 

【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

・山口県 
・柳井市地域ブランド推進協議会 

【地域経済の活性化に資する取り組み】 

・サザンセトエリア魅力発信プロジェクト 

・観光産業育成協議会（仮称） 

【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り組み】 

・熊毛南グループ商工会広域協議会 
・広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会 

 
 
 
 

連

携 
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