
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

 

鹿野町商工会（法人番号 5250005005238） 

実施期間 
  

平成 30年 4月 1日 ～ 平成 35年 3月 31日 

目  標 

行政及び各関係機関・団体との連携を密にし、次に掲げることを実施する。 

(1)既存事業者の経営向上に係る目標 

 今後 5 年で、平成 29 年度対比で、1％以上売上が増加する小規模事業者を 30％にまで

引き上げることを目標に掲げ、持続可能な経営につながるように経営力向上を推し進め

ていく。 

(2)新規事業者の増加に係る目標 

 既存の事業所の廃業を食い止めるとともに５年後飲食業・食品製造業・食品小売業を

中心に事業者を 10 社増やすことを目標に掲げ、新規事業者の増加を推し進めていく。  

以上を目標とし、商工会役職員一丸となって取り組むことで、地域商工業者の持続的

な発展と産業間連携による地域経済の底上げを図り、活力に満ちた地域を創造する。 

事業内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること 

個別企業訪問により経営課題を収集し、各機関が発行している各種動向調査を分析

し、定期的に売上増加に必要な情報を積極的に企業に提案していく。 

2. 経営状況の分析に関すること 

経済動向調査による情報を参考にしながら、個々の事業者の将来性を分析する。巡回

訪問によるヒアリングやネット de 記帳に付与されている経営分析機能及びローカルベ

ンチマークを活用し、各事業者の経営体力の把握と向上のための事業計画策定を行う。 

3. 事業計画策定支援に関すること 

新規顧客開拓や新事業展開、経営革新等の事業計画策定等に関するセミナーを開催

し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。また、事業承継、創業等の

事業計画策定の支援も行う。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画を着実に成長に繋げていくため、「小規模事業者経営発達支援融資

制度」を活用し、円滑な資金繰りを支援する。事業計画遂行における指導に際してはＰ

ＤＣＡ管理を実施し伴走型な支援を行っていく。また、計画の進捗状況の確認のために、

支援対象事業者には４半期に１度巡回訪問し、必要な指導・助言を行う。 

5. 需要動向調査に関すること 

飲食業者・観光（宿泊）業者の既存メニューの見直しや新メニューの開発の基礎資料

の策定のため対象企業店舗にて顧客を対象としたモニタリング調査を行う。また、食品

製造業者・食品小売業者が扱う商品の市場評価することを目的として対象企業店舗・対

象企業取引店舗、鹿野市会場・かのふるさとまつりにて顧客を対象としたモニタリング

調査を実施する。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

農林水産物資源の素材を活かして開発された商品を各種商談会に出展することによ

り県内及び県外のバイヤーとの商談会に結び付け販路の開拓に繋げる。また、「鹿野市」

「かのふるさとまつり」の商工会ブースに出品し、地域小規模事業者が扱う商品・サー

ビスの展示・販売を行うことで新規顧客の獲得に結び付ける。 

7. 地域経済の活性化に資する取り組み 

地域コミュニティ組織と連携し、空き家バンク制度の活用で移住・定住を促進し、「地

域人口の増加」を試みる。観光体験型のツアー（モニターツアー）を実施し「交流人口

の増加（観光開発）」を推進する。空き店舗を利用したチャレンジショップを企画する

イベント「鹿野市（かのいち）」を実施し、新規創業を支援する。 

連 絡 先 

鹿野町商工会  〒745-0302 山口県周南市大字鹿野上２９７６ 

         TEL : 0834-68-2259  FAX : 0834-68-4103 

         mail:kanochou@yamaguchi-shokokai.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 

 

１．地域の現状 

（１）地域の状況 

当会の属する周南市（平成１５年４月２

市２町が合併）は、山口県の東南部に位置

し、南部に瀬戸内海の海岸線に沿って大規

模工業が立地し、北部には、広大な農山村

地帯が散在している。 

当会エリアの鹿野地域は、周南市最北

部、中国山地西端部標高約３７０m の山間

部に位置し、周囲には１,０１５.３m の長

野山をはじめとする１,０００ｍ前後の山

塊に囲まれており、冬季は積雪が多く、寒暖の差の大きい内陸型の気候であ

り、古くから、錦川源流と緑の恵のもと、農林業を中心に栄えてきた。 

また、江戸時代には萩本藩に属し安芸国境と萩を結ぶ「山代（やましろ）

街道」の本陣において「市（いち）」が定期的に開かれ、交易や地方行政の中

心として重要な役割を果たし、現在も山陰と山陽を結ぶ国道３１５号線と中

国自動車道鹿野 IC 等の交通の便の良さから、恵まれた自然を生かした施設、

伝統ある祭り、数々の文化遺産など、観光と交流のまちづくりを行っている。 

（２）人口等の推移   

人口は、周南市全体の２.３%にあたる３,３４０人であり、当地域の面積は

周南市全体の３０％にあたり、人口密度は山口県内商工会地域平均の６８.８

５人/k ㎡を大幅に下回る１９.０人/k ㎡である。 

また、人口推移もこの１０年間で周南市△５,３７７人（△３.５%）に対し、

鹿野地域は△７８２人（△１９.０%）と過疎化も進み、老齢人口が△６４人

（△４.０%）の減少、高齢化率は４６.１%となっている。 

【周南市及び商工会管内の人口等の推移】 

 H17 年  H22 年  H27 年  10 年間の人口増減（ %）  

周南市の人口  152,387 149,487 147,010 △ 5,377 人（△  3.5%）  

商工会管内の人口  4,122 3,740 3,340 △   782 人（△ 19.0%）  

商工会管内の労働人口  2,129 1,827 1,565 △   563 人（△ 26.5%）  

商工会管内の老齢人口  1,603 1,618 1,539 △    64 人（△  4.0%）  

（国勢調査）  

（３）商工業の現状 

鹿野地域は、産業別従事者数からみると昭和４０年から平成２２年までの

間第１次産業は△８８.１%、第２次産業は△１.６%、第３次産業にいたって

は１０.５%と増加し、第２次及び第３次産業の割合も全体の３５.１%から８

２.９%に増加し産業構造は大きくシフトしたが、近年ではこれら事業者も、

経営不振や後継者不足等を理由に事業からの撤退が相次ぎ、卸・小売業者を

中心とした事業者数の大幅な減少や、空き店舗の増加が進んでいる。 
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このように、地域特有の農畜産資源・観光資源を有しながらも、地域人口・

事業者数は減少の一途であり、地域経済は衰退の危機に瀕している。 

【産業別従事者数】                   

対S40年
人数 割合 人数 割合 増減率 人数 割合 増減率 人数 割合 増減率

第1次産
業

2,367 64.9% 783 25.6% -66.9% 344 17.2% -56.1% 281 17.1% -18.3% -88.1%
第2次産

業
425 11.6% 1,040 34.0% 144.7% 549 27.5% -47.2% 418 25.4% -23.9% -1.6%

第3次産
業

857 23.5% 1,236 40.4% 44.2% 1,102 55.2% -10.8% 947 57.5% -14.1% 10.5%
3,649 100.0% 3,059 100.0% -16.2% 1,995 100.0% -34.8% 1,646 100.0% -17.5% -54.9%

S40年 S60年 H17年 H22年

 

（国勢調査）  

【業種別小規模事業者数の推移】 

 建 設 業  製 造 業  卸・小売業 飲食・宿泊業 サービス業 そ の 他  合 計 

平成 22 年  45 22 43 16 25 8 159 

平成 27 年  33 25 30 12 24 11 135 

増減  △  12 3 △  13 △  4 △ 1 3 △   24 

（商工会独自調査） 

２．これまでの取り組み 

当会において小規模事業者向けや地域活性化のために様々な事業に取り組

んできた。その中で、鹿野地域の交流人口を増やす目的で、飲食業８店、小

売業５店及び宿泊業１店が連携し「鹿野の風（かぜ）プロジェクト」を立ち

上げ平成２３年度から３年間かけて「さくら」「夏いちご」「トマト」「秋の旬」

「新米」「雪かまくら」をテーマに鹿野地域の四季折々の素材を使ったメニュ

ーを共同で企画し「鹿野市（かのいち）」や地元レストランやカフェにて提供

した。 

特に、自然とスローライフの調和によるカフェが話題を呼び地元新聞にも

取り上げられるなど反響が大きく、また、スタンプラリーによる回遊性を持

たせことにより交流人口増の一役を担った。 

ただ、旬の食材を利用した企画による集客効果は特定業種に限られ、地域

外から人を呼び込むまでのブランド力の効果に至っていないため、今後は地

域資源を活用した地域ブランディングが必要であると考える。 

 

３．地域の課題 

過疎高齢化は急速に進み、経済・産業面での衰退も懸念される中、当会に

おいて地域活性化のために様々な企画を実施してきたが、鹿野地域に訪れる

顧客の動機が「鹿野での心地よい時間を過ごしたい」という要望が増えてお

り、これまでの旬の食材のおもてなしの取り組みだけでは一時的な効果しか

見込めない。今後は鹿野ならではの地域資源を活用した地域ブランディング

を確立し「鹿野にしかない」「心地よい」「鹿野らしい素敵な場所」等をキー

ワードとして、飲食店・小売店を中心として鹿野地域の地域活性化及び交流

人口の増加を目指し、地域全体でビジネス創出のチャンスを作り上げなけれ

ばならない。 

特に「わさび」「鹿野茶」「ハイポー豚」等の鹿野特有の地域資源を活用し

地域ブランディングにつながる商品開発や既存商品の販路開拓も行っていか

なければならない。 
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４．地域内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

当地域の小規模事業者を取り巻く環境は、産業構造の変化、人口及び労働

人口の減少や超高齢化等により厳しい状況にあり、小規模事業者の維持及び

発展のためには、地域資源の活用・交流人口の増加が必要不可欠である。 

このような中、当地域においては、域外から積極的に人を呼び込めるよう、

地域資源を活用した商品開発・販路開拓等を推し進め、地域ブランドの確立

と定着に向けたブランドの強化を図っていく。そして、飲食店・小売店・宿

泊業を中心に小規模事業者の経営力向上のため新たなビジネスを創出し、地

域の活性化と交流人口の増加を目指す。 

また、小規模事業者の後継者育成や持続的発展に向け、事業者に寄り添い

経営革新や事業承継等を積極的に支援する伴走型支援体制の確立を図ってい

く。 

 

５．経営発達支援事業の実施目標 

中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画実施による５年後の中期目標を

以下に掲げる。 

（１）既存事業者の経営向上に係る目標  

①目  標 

売上増加を実現する既存事業者の割合を３０％にまで引き上げる。 

②実施内容 

平成２２年度から平成２７年度の５年間で、売上高が増加に至った地域

内小規模事業者は全体の僅か６％にとどまる。（８社／１３５社） 

今後５年で、平成２８年度対比で、１％以上売上が増加する小規模事業

者を３０％にまで引き上げることを目標に掲げ、持続可能な経営につなが

るように経営力向上を推し進めていく。 

（２）新規事業者の増加に係る目標 

①目  標 

飲食業・小売業を中心に事業者を新規に１０社増加させ５年後の地域内

小規模事業者数を１４５社にまで回復させる。 

②内  容 

この５年間で、地域内小規模事業者は２４社減り、１３５社にまで減少

した。 

このままでは、事業所数減少による地域の衰退は免れないことから、既

存の事業所の廃業を食い止めることとともに５年後飲食業・小売業を中心

に事業者を１０社増やすことを目標に掲げ、新規事業者の増加を推し進め

ていく。  

 

６．目標達成に向けた重点方針 

（１）個々の事業者に応じた情報の収集・活用 

個々の事業者の経営の指針となるよう、各種の経済動向調査・統計調査等

から地域の経済動向に関する情報を収集・加工し、個々の事業者ニーズに応

じた情報の提供・活用を行っていく。 

また、個々の事業者が扱う商品・サービス等に対する消費者の生の情報

（声・意見）を収集・共有するなど、個社に応じた需要動向調査に重点を置

き、商品改良や新商品開発・販路開拓等を推し進めていく。 
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（２）個々の事業者に応じた伴走型支援 

計画的な巡回指導等を通し、個々の事業者と一体となって経営分析に取り

組み、経営状況の把握を行っていく。 

また、事業者自らが事業計画等を策定し、持続的な経営向上や計画的な後

継者育成・事業承継等に取り組めるよう、個々の事業者に応じた伴走型の指

導・助言等を行っていく。 

 

（３）地域ブランディングの構築 

地域ブランドを確立するため、地域資源を利用し開発した商品等を「かの

統一ブランド」とし、展示会・商談会等への出品等を通して周知・浸透を図

っていく。 

また、展示会・商談会等を通して得られた情報をもとに商品改良や商品力

の強化を図り、地域ブランドの定着を推し進めていく。 

 

（４）地域資源及び地域環境を利用した創業への支援 

鹿野地域の地域環境を活用した飲食店の創業が出始めている中、鹿野地域

の利点及び地域ブランドを地域外に積極的に PRし地域資源及び地域環境を活

用した創業へつなげていく。 

 

（５）行政や各種団体・専門機関等との連携及び支援施策等の周知・活用 

山口県、周南市、各金融機関、（公財）やまぐち産業振興財団やよろず支援

拠点等と緊密に連携し情報共有を行い、支援体制の構築を図る。 

また、巡回訪問時には、各種支援施策等（持続化補助金やものづくり補助

金など）の周知や制度の利用を促し、個々の事業者に有効活用を推進する。 

 

（６）経営指導員等の伴走型支援能力の強化 

組織内での支援状況や成功事例の共有、あるいは、山口県商工会連合会が

主催する研修会等への参加やＯＪＴの実施（経営指導員と補助員・記帳指導

員がチームを組んでの事業者支援等）などを通し、組織全体で伴走型支援能

力の強化を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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（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】 

（１）事業概要 

人口の減少・高齢化が加速する鹿野地域において、地域の中小・小規模企

業等の持続的発展のためには、個々の企業規模・業種・業態、人材等の経営

資源、商圏から見た事業の将来性を把握した上で、経営の意思決定に必要と

される情報を提供する必要がある。 

そのためには、巡回指導による経営課題等のヒアリング及びアンケート調

査により企業の支援ニーズ等を把握した上で、国・県・市や金融機関等が実

施する経済動向調査・統計調査等により、鹿野地域はもとより、同一経済圏

にある周南市等の経済動向情報を収集する。 

また、収集した情報は、地域シンクタンク・中小企業診断士等の専門家を

活用して分析・加工し、定期的に、売上増加に必要な情報を、飲食業・小売

業・宿泊業及び必要な企業に積極的に提案していく。 

（２）調査内容 

巡回指導により企業情報を把握した上で、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を精査した上、金融機関関連のシンクタンク

等が実施している地域経済動向調査、行政が実施する国勢調査・経済センサ

ス、消費者動向等の調査結果から必要な情報を収集する。  
 

№  項  目  内  容  

１  

調査項目  住民数・世帯数・性別・年代・産業別就労者数・その他  
調査名等  周南市住民統計  

調査主体  周南市  

効  果  
住民統計により、飲食業・宿泊業への来店客数の把握につい

ての調査が可能となり、市内の来店客の性別・年代の統計に

も利用できる。  

２  

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  果  
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とな

り経営の意思決定を確立することができる。  
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№  項  目  内  容  

３  

調査項目  
地域別経済動向 

（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）  

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

の把握が可能となる。 

４  

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  果  

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

情報を得て平成２７年度創設された「小規模事業者経営発達

支援融資制度」を活用し、円滑な資金繰りを支援することが

できる。 

５  

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、中小企業動向トピックス  

調査主体  日本政策金融公庫総合研究所  

効  果  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。 

６  

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  全国商工会連合会日本政策金融公庫  

効  果  
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。 

（３）活用方法  
ア．収集した各種情報及びデータは、シンクタンク・中小企業診断士等の

専門家を活用し分析・加工を行ったうえで、巡回指導・窓口相談時に説

明及び事業所の景況感についてヒアリングを行い、その情報を経営カル

テに記入し、企業情報の蓄積を図り経営の支援の一助とする。 

イ．収集・分析・加工した情報は月次更新とし、ホームページを通じて公

表するとともに、近隣商工会とも相互に情報交換を行い、情報提供の充

実に努める。 

また、その収集した各種資料は経営革新・補助金等の申請に必要な経

営計画を策定する際の基礎資料として有効活用する。 

ウ．市場に応じた魅力ある商品・サービスの提供を図るためには、小規模

事業経営者の情報感度を上げていくことが重要となる。そのため、商工

会が中心となって経済動向に関する情報提供を行い、企業のＩＴ化支援

を通じて情報化対策も講じる。 
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（４）目  標 

地域中小・小規模企業が持続的な発展を図っていくためには、個々の企業

規模・業種・業態、人材等の経営資源、商圈からみた事業の将来性を把握し

たうえで情報提供をしていかなければならない。 

そのために、巡回指導時に経営課題等を調査・分析し、収集された情報か

ら得られたビジネスチャンス等を個々の企業の経営状況に応じて、積極的に

企業に提案していく。 

【情報提供企業等】 

項   目  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

提供企業数  20 100 100 100 100 100 

情報提供回数  4 12 12 12 12 12 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）目  的 

小規模事業者が持続的発展を図るためには、市場に対して限られた経営資

源をいかに効率よく運用するかが重要であり、そのためには企業を取り巻く

環境、活用可能な経営資源を的確に把握する必要がある。 

経営分析から抽出された経営課題を、長期的課題・中期的課題・短期的課

題に整理し、各課題の関係性も考慮したうえで経営課題の解決、経営目標達

成に向けた事業計画の策定に繋げる。 

主要な対象業種は、地域の有力な農林水産物資源を活用する食品製造業、

小売業、飲食業、その他観光関連企業とするが、その他の業種についても、

経営改善が必要な事業者には積極的に経営分析を提案する。 

 

（２）取り組み内容 

  巡回指導・セミナーの開催、専門家個別相談会等の開催により経営分析・

事業計画策定の必要性について啓蒙し取り組み企業の増加に努めるととも

に、日々の巡回指導時に店舗・工場等の状況について確認し、経営分析に必

要な財務諸表等について確認を行う。 

ア．ネット de 記帳の財務分析機能の活用 

当会では、商工会の標準会計システムである「ネット de 記帳」を活用

して記帳機械化事業を推進しており、記帳機械化導入事業者は「ネット

de 記帳」の財務分析機能を活用して基本的な指標分析等を実施する。 

記帳機械化未導入事業者は主にローカルベンチマークを利用する。 

イ．ローカルベンチマークの活用 

    山口県下商工会では、経営分析にあたりローカルベンチマークの活用を

推進しており、財務情報については３期分の決算書から収益性・効率性・

生産性・安全性・成長性について把握する。 

また、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。 
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環境分析に関しては「ＳＷОＴ分析」を中心とし、ヒアリング・店舗等

の観察（商品等の品揃え・導線・ファサード等）により内部環境分析を行

う。また、行政機関等の提供する各種統計情報、日経テレコンの業界情報、

ＰＯＳシステム情報等により企業を取り巻く状況・市場動向等を加味した

外部環境分析を行う。 

上述の環境分析と財務分析から総合的な経営分析を行い、当該企業に報

告書として提示する。 

ウ．専門経営指導員・専門家等の活用 

業種・業態によっては商工会職員、ローカルベンチマーク等の一般的な

経営分析手法で対応できないケースもある。山口県商工会連合会に配置さ

れた専門経営指導員・専門家との連携、山口県産業技術センター等の専門

支援機関との連携により、支援先企業の業種・業態・専門性等に応じたき

め細やかな経営分析を実施し、実現性のある事業計画策定に繋げる。 

  エ. 経営分析結果の活用 

経営分析結果は、当該企業の「強み」を「機会に活かす」ため、当該企

業の経営資源・経営状況を考慮したうえで、経営課題を長期・中期・短期

に分類することで取り組む順序等を明確にすることで、経営者自身の問題

意識を喚起し、事業計画の策定に繋げる。 

 

（分析項目） 

分析  診断項目  指標名  実施方法  

財務分析  

（定量分析） 

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  

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  

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  

環境分析  

（定性分析） 

 

 

 

経営者  
経営理念、経営ビジョン、経営
意欲、後継者  等  

ローカルベンチマークを活

用し分析資料を作成  

事業  

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  
立地アクセス、店舗、陳列  等  

内部管理体制  
組織体制、品質管理体制、商
品開発、人材育成  等  

その他  対象事業者が必要とする項目の分析  
よろず支援拠点等の専門

支援機関との連携  
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（３）目  標 
   （件）  

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

新規経営分析件数  5 13 13 13 13 13 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）既存事業者の事業計画策定支援 

ア．支援の考え方 

小規模事業者が経営課題を解決するためには、企業努力はもちろんであ

るが、金融機関等の協力、また取引先からの信用が不可欠であり、そのた

めには経営計画を示すことが前提でもある。 

前述の経済動向調査や経営分析の結果を踏まえ、山口県商工会連合会の

実施する事業計画策定支援事業及びよろず支援拠点等の関係機関と連携

し、企業の抱える経営課題を短期的・中期的・長期的課題として分類し、

企業の経営体力に応じた課題解決の優先順位、重要度を把握した上で伴走

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。 

また、事業の持続的な発展、時代ニーズに対応した事業形態への転換等

を進めるためには、相応の設備投資、運転資金が必要となることから、平

成２７年度創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、

円滑な資金繰りを支援する。 

記帳指導や税務指導の従来の支援から、小規模事業者自らが、経営計画

を策定し、売上を立てていく活動が可能となるよう全面的に支援する方向

にシフトする。 

イ．事業内容 

①新規顧客開拓や新事業展開、経営革新等の事業計画策定等に関するセミ

ナー、マーケティングセミナー、個別相談会等の開催により、事業計画

策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

②経営相談、巡回指導時に、消費動向等のヒアリングを実施することに併

せ、市場動向や補助金等の情報提供を行う。また、事業計画策定の必要

性について啓蒙・動機づけを行う。 

③事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金、も

のづくり補助金等、各補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

④策定した事業計画を着実に成長に繋げていくため「小規模事業者経営発

達支援融資制度」を活用し、円滑な資金繰りを支援する。 

⑤事業計画遂行にあたり、国、県、市の行う支援策等の詳細情報を広報・

案内により周知する。 

ウ．目  標 

小規模事業の持続的発展のためには、少ない経営資源を効率的に活用す

ることが重要であり、そのためには経営計画の策定と環境変化に応じた見

直しが重要である。 

計画期間中に、飲食店１５店舗を含む地域内５０企業の計画策定支援を

行うとともに、計画策定後のフォローアップの充実も図る。 
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【セミナー・事業計画策定事業者数・フォローアップ件数】 

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

セミナー・説明会開催回数 (回 ) 1 3 3 3 3 3 

事業計画策定事業者数 (数 ) 5 10 10 10 10 10 

 

（２）事業承継・創業・経営革新等の計画策定支援 

ア．目  的 

鹿野地域では後継者不足による廃業案件も多いことから、今後の事業承

継支援の中心は、家族内承継のみならず、従業員への承継、また県外居住

者で地方での生活を希望する団塊世代をターゲットとした事業承継計画

策定支援を行う必要がある。 

中山間地域の課題ともいえる空き店舗・空き家が存在する鹿野地域で

は、その物件を利用し新規創業を募り開業を推進するとともに健全なる事

業活動の計画を作成する支援を行う。 

イ．現状の課題と対策 

小規模事業者の年齢も高齢化しており、「事業承継させる予定がない」

という声が商工会アンケート調査では３０％を占める。家族内の承継に固

執するのではなく従業員に承継させる等第３者への考慮も必要である。 

鹿野地域には、空き店舗や空き家が点在する。そこを利用した創業希望

のある者に対して創業支援を行っていく。実際に鹿野地域で創業したいと

の要望も多い。 

①巡回指導、窓口相談において実施されたヒアリングやアンケート等から

事業承継に該当する案件をピックアップし、事業の将来性が望める企業

については第３者に対する事業承継等の可能性提案を実施する。 

②経営革新等承認を目指すとともに、そのためのセミナーも行う。 

③山口県商工会連合会等との連携により、新事業展開等に関する相談会を

開催し、具現化可能性のある企業には中小企業診断士等専門家派遣事業

を活用し、相談企業の経営資源に応じた総合的な事業計画策定支援を実

施する。 

④個人事業主の承継は廃業→開業の流れがあり、円滑な廃業を促すよう、

「よろず支援」、「ミラサポ」を活用した税務相談などで計画策定支援を

行う。 

ウ．目  標 

計画期間中に親族承継を含む事業承継１０企業（新規創業による事業移

転含む）、経営革新等承認事業所数５企業を目標とし、地域商工業を牽引

する中核企業の育成を図る。 

【創業（事業承継）支援・経営革新】 

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

地域内事業承継支援者数 (数 ) 0 1 1 1 1 1 

地域外創業計画支援者数 (数 ) 0 1 1 1 1 1 

経営革新等承認数 (数 ) 0 1 1 1 1 1 

経営革新セミナー (回 ) 0 2 2 2 2 2 

※経営革新等承認件数には新連携地域資源活用、農商工連携、６次産業化を含む  
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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】 

（１）事業計画策定企業へのフォローアップ 

事業計画策定企業のＰＤＣＡサイクルを確立させるためには、定期的に巡

回訪問し、計画と実績の差異を確認、修正する必要がある。 

計画と実績に差異がある場合は、その原因について、計画自体に無理はな

かったか、経営者及び従業員等の行動に反映できる行動計画を示せていたか

を検証しなければならない。 

検証の結果、具体的な行動計画も踏まえて計画の見直しを行い、企業の着

実な取り組みを支援する。 

 

（２）事業内容 

ア．計画の進捗状況を確認するため４半期に１度巡回訪問し、進捗を確認

した上で必要な指導・助言を行うとともに、事業実施に問題がある場合

は、その原因を調査分析し計画の見直しについて指導・助言を行う。 

イ．新たな取り組みを行う際に運転資金・設備資金の需要がある場合、県

の制度融資、小規模事業者経営改善資金貸付制度及び小規模事業者経営

発達支援融資制度等を利用し円滑な資金繰りを支援する。 

ウ．新規顧客獲得等の販路開拓に取り組む小規模事業者に対して、国・県・

市等の各種支援策を提案する。 

エ．組織全体で継続的な指導を行うため、事業計画策定企業毎にフォロー

アップ計画を策定し、伴走型支援によりＰＤＣＡサイクルの定着を図る。 

支援策  支援対象者  フォローアップ内容  

事業計画策定事業者

に対するフォローアップ 
事業計画策定企業  

計画の進捗状況を把握するため４半期に１

度訪問し必要な指導・助言を行う。 

事業承継計画策定事

業者に対するフォロー

アップ 

事業承継計画策定

企業  

事業計画を策定した事業者へ後継者の経

営能力の向上や株式の譲渡等の指導助言

を行う。 

創業計画策定事業者

に対するフォローアップ 
創業者  

資金不足を起こしやすい創業間もない時期

は、定期的な巡回に加えて、電話等でのフ

ォローを随時行い、融資・助成金制度等の

情報提供を行うなど創業者特有の課題に対

してきめ細かな対応を行う。 

経営革新計画策定事

業者に対するフォロー

アップ 

経営革新計画策定

事業者  

新事業展開の各段階の判断において必要

となる最新の市場動向等の積極的な情報

収集・情報提供を行う。 

 

（３）目  標  

                              （回）  

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

事業計画策定事業者に対す
るフォローアップ回数  

20 40 40 40 40 40 

事業承継計画策定事業者に
対するフォローアップ回数  

0 4 4 4 4 4 

創業計画策定事業者に対す
るフォローアップ回数  

1 4 4 4 4 4 

経営革新計画策定事業者に
対するフォローアップ回数  

0 4 4 4 4 4 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）目  的 

小規模事業者が持続的な発展を図るためには、市場に応じた商品・サービ

スを提供し続ける必要があるが、小規模事業者は人的資源に乏しく、経営者

自身が市場動向等を把握することは困難である。 

事業者の取り扱う商品・サービス等に対する消費者需要について情報収

集・分析に努め、事業計画を策定、実施中の小規模事業者を中心として情報

提供・活用方策の助言等を行う。 

新規メニュー及び新商品開発を支援するにあたり、フードコーディネータ

ー等専門家を派遣し、食材の組み合わせ・調理方法等専門的な観点からのア

ドバイスを実施する。 

 

（２）事業内容 

地域の小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させ、地域の農林水

産物資源を活用したメニュー開発や商品開発等を目指した新サービスへの取

り組みを促進することが重要である。 

商品・サービスのニーズを調査・分析し、計画実行段階での需要予測、新

商品又は新サービス開発・改良、品揃え、販路開拓、設備投資等の基礎的資

料として活用する。さらに、フォローアップの一環として、個社の業種・業

態や需要動向の変化を踏まえて、企業のマーケティング手法の確立を支援す

る。 

 

ア. 飲食業・観光(宿泊)業向けの需要動向調査 

 ①調査内容 

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、想定したターゲット（性別、年齢、家族構成など）に対しモニ

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。 

なお、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、１企業につき年２回（春夏向けメニュー１回、秋冬向けメニ

ュー１回）、標本数は１回あたり５世帯２０人分を目安とし、年間３企業

に対する支援実施を目標とする。 

 

【収集場所及びモニタリング項目】 

収集場所 モニタリング項目 

対象企業店舗 

 

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・メニュー選択時に重要視する項目等 

 

イ.食品製造業及び食品小売業向け需要動向調査 

  ①調査内容 

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、想定

したターゲット（性別、年齢、家族層など）に対しモニタリング調査を実
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施し、需要とのミスマッチング等を検証する。 

なお、調査頻度は商品等の特性（季節性・旬の時期等）を勘案し、１企

業につき年２回（春夏向け商品１回、秋冬向け商品１回）、標本数は１回

あたり１００人分を目安とし、年間３企業に対する支援実施を目標とす

る。 

【収集場所及びモニタリング項目】 

収集場所 モニタリング項目 

・対象企業店舗 

・鹿野市会場 

・ふるさとまつり会場 

（商工会ブース） 

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  

 

（３）調査結果の活用  

調査結果は、対象企業と共有し、計画と評価のギャップ分析を行うことで、

今後のメニュー・商品の改良等に繋げ、新規顧客開拓や既存客の新たなニー

ズの掘り起こしを行うことで、企業の売上・利益の向上を図る。 

 

（４）目 標                         （件） 

支援内容  現状         30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

飲食業・観光 （宿泊 ）業向け需

要動向調査結果情報提供・個

社支援者数  

0 3 3 3 3 3 

食品製造・食品小売業向け 

需要動向調査結果情報提供・

個社支援者数  

0 3 3 3 3 3 

 

 

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】 

（１）目的  

  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。 

また、事業者個々の生産量は限定的でも、当地域の歴史的・文化的資産、

農林水産物資源を背景とした地域ブランドを確立させ、各事業者の得意分野

を活かした生産体制を整備することで流通業者との取引の可能性も高まる。 

事業計画を策定した食品製造業者等を中心に、各種法令等を考慮した食品

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。 

特に、食に対する消費者意識の高まりから、食品衛生法やＪＡＳ法、薬事

法、景品表示法等法令の遵守が求められており、事業を取り巻く法令等につ

いて指導するとともに、相談企業の「商品等規格書」の作成を最優先とする。 
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（２）事業内容 

ア．食品製造業・食品小売業向け需要開拓支援 

 ※①→②の流れで商談会出展支援を行う。 

①商品等規格書作成支援 

ＢtoＢ取引を行うにあたり、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事業者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、未対応な事業者

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。 

作成した商品規格書は事業者と共有し、データの蓄積・活用により商

品開発能力の向上にも繋げる。 

 

②商談会等出展支援 

地域内外への販路開拓を目指す事業者を対象に、山口県や周南市、県

内の関係機関、金融機関等が開催する展示会・商談会への出展支援を実

施する。 

事前のサポートとして、商談会の特徴を伝え、当日のＰＲ方法、営業

ツールの作成支援、商談対応方法の指導等を行い、商談時には当会職員

も同席し、バイヤーとの円滑な交渉をサポートする。 

商談会終了後も、商談先からの指摘事項・要望事項等を整理し、商  

品等の改良・新商品等の開発に繋げる。 

また、山口県商工連合会では、山口県から６次産業化・農商工連携開

発商品の販路開拓事業を受託しており、定期的に首都圏等のバイヤーを

招聘し、商談・商品開発に関するアドバイス事業を実施しており、当地

域の食品製造業者・食品小売業者等を中心に事業の活用を提案する。 

  【商談会】 

商談会名  主催  内容  

やまぐち総合ビジネスメッセ  山口県他  

対象は機械設備、食品等全般の商談会  

出展企業数 113企業（2017年実績）  

バイヤー数  20社（2017年実績）  

ビジネスドラフトやまぐち  商工会議所・商工会  

対象は食品製造業及び食品関連設備製造

業中心の商談会  

出展企業数 382企業（2016年実績）  

バイヤー数 152社（2016年実績）  

山口県しんきん合同ビジネ

スフェア  
山口県内信用金庫  

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会  

出展企業数 135企業（2017年実績）  

バイヤー数  32社（2017年実績）  
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イ.食品製造業・飲食業向け需要開拓支援 

①地域イベント出店支援 

    鹿野地域内の最大イベントである、商工会主催の「鹿野市（かのいち）」

と周南市主催「かのふるさとまつり」（商工会は後方支援）に商工会ブー

スを設け、前述の消費者モニタリングの場として活用するとともに、地

域小規模事業者が取り扱う商品・サービスの展示・販売を行うことで、

新規顧客獲得の場として活用する。 

  【イベント名・イベント内容】 

イベント名 イベント内容 

鹿野市 

・空き店舗を活用した「チャレンジショップ」として
開催し、鹿野地域の特産品等を広くＰＲすることを目
的としている。（店舗数35） 
来場者数：2,100名 
来場者住所（％）：周南市内 61.6 
県内（市外）34.9  県外 3.5 

かのふるさとまつり 

・鹿野を中心とした周南市民を対象としたイベントで
地域産品の販売等を実施。（店舗数 31） 
来場者数：5,100名 
来場者住所（％）：鹿野 62.1 
市内（鹿野以外）26.1 県内東部 8.7  
県内西部3.1 

 

（３）目標 

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

各商談会等の出展支援者数  3 5 5 5 5 5 

各商談会等の商談成約件数  0 2 2 2 2 2 

地域イベント出店支援者数  0 3 3 3 3 3 

地域イベント出店売上増加

企業数  
0 3 3 3 3 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域人口の増加 

鹿野地域は人口減少・高齢化の進行等鹿野を取り巻く環境が大きく変化す

る中で、多様な地域運営主体の自主的な取り組みを作らなければならない。 

鹿野地域が有する豊かな地域資源を最大限に活用して地域の活力を高める

とともに、人々がいつまでも誇りと愛着を持って住み続けられる鹿野の実現

を目指して、地域の実情に応じた鹿野地域の自立の促進を目的とした地域経

済の活性化を実現させる。その事業内容は次のとおりとする。 

（１）事業内容 

今後、更なる過疎化・少子高齢化の進展が予測される中で、地域コミュニ

ティ組織と連携して、現状の把握を共有しつつ、空き家バンク制度の活用等

による移住・定住を促進する。 
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（２）目  標 

【地域コミュニティ連絡会議】               （回） 

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

地域コミュニティ連絡会議  2 3 3 3 3 3 

 

２．交流人口の増加（観光開発） 

豊かな自然に恵まれた当地域には、市内外から多くの観光客が訪れている。 

近年、自然環境への関心や観光スタイルの変化等により、「見る観光」から

「参加。体験型の観光」へと観光客のニーズも多様化している。 

鹿野地域は、名所・旧跡も多数存在し、和紙による紙漉き体験等体験型の

観光も実現できる。平成２８年度には、体験型の観光ツアーである「モニタ

ーツアー」の試行を実施した。このモニターツアーの試行は山口県立大学の

学生の参加により事業を行った。来年度からは、その「モニターツアー」を

実施する。 

 

（１）目  標 

【モニターツアー実施回数】                （回） 

支援内容  現状  30 年度  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  

モニターツアー実施回数  1 2 2 2 2 2 

 

（２）創業支援 

鹿野地域は、江戸時代に「山代街道」の本陣として「市（いち）」が定期的

に開かれていた。その当時の市（いち）の賑わいを再現したいとの思いから、

イベントの「鹿野市（かのいち）」を年間３回開催している。その鹿野市（か

のいち）の開催の目的は空き店舗を利用した「チャレンジショップ」であり

創業を支援している。起業を目指す人材を発掘しているイベントでもある。 

その創業支援には、ミラサポ、よろず支援、エキスパートバンク事業、ま

た日本政策金融公庫とも連携し、専門家や金融支援を得ながら起業家に対す

る支援体制を確立させる。 
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（３）関係機関と連携 

「行政」及び「よろず支援拠点」・「日本政策金融公庫」「地域金融機関」「中

小企業基盤整備機構」、大学等と連携し創業・第二創業、事業承継の支援を行

い、持続的発展を確立できるよう伴走型支援を行う。また、中小企業診断士

等の有識者も構成員とする。 

 

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、地域農林水産物資源の安定

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、周南市経済産業部商工振興

課、周南市農林課、徳山・新南陽商工会議所、一般財団法人周南観光コン

ベンション協会及び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) 地域関係機関・市内商工会・市内商工会議所との連携 

周南市経済産業部商工振興課、周南市農林課、徳山・新南陽商工会議所、

一般財団法人周南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。 

 

(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、同一管内の上関・大和・田布施・平生・熊毛の各商工

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の共有を推進する。 

 

(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が主催する会議（年間５回）及び商工会職員協議会

等が主催する会議（年間３回）において、新たな小規模事業者施策や支援

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・効率的な運用手法等を習得し、商工会業務のＰＤ

ＣＡ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。 

 

 

ア.資質向上への取組 

 ①研修会・説明会・協議会による資質向上（全職員が対象） 

   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。 

 

 

イ.支援能力やノウハウの活用・共有・蓄積・承継に関する取組 

鹿野町商工会の職員は３名であり、出張や休暇等で不在の際は、他の職

員が業務に対応しなければならないケースが多い。また、伴走型支援を実

施するには効率的な事業運営が必要となり、現在の担当業務の垣根を越え

て他の業務もこなせる能力が必要となる。 

 

  ①研修会等で習得した知識の活用及びその共有方法（全職員が対象） 

   山口県商工会連合会及び関係機関主催の研修を受講した職員は、研修会
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終了後、担当者として他の全職員に 30 分程度の時間を設け研修内容の重要

事項を説明する。この説明会の開催により組織としての支援能力の向上、

支援ノウハウの共有に繋げる。 

 

  ②情報システムを活用した支援能力の共有・承継に関する取組 

   全国商工会連合会の情報システムである「小規模事業者支援システム」

を活用し、小規模事業者の実態、経営分析の結果、事業者ごとの支援内容

の詳細と履歴、支援における留意点、支援の結果、課題、支援ノウハウ等

を集約したデータベースを構築する。このデータベースを活用することで

職員間の情報共有を図り、人事異動等に影響されることのない継続的な伴

走型支援を実施する。 

 

 

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・検証を実施する。 

 

①周南市、鹿野町商工会役員、大学教授・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役員会において、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、総会へ報告し、承認を受

ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を鹿野町商工会の総会資料や会報、ま

たホームページで計画期間中公表する。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を改善の機会ととらえて、次年度の計

画の見直しをする。 
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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 

①役 員 

役職等 氏 名 

会 長（１） 野原博美 

副会長（２） 瀬来英人・瀧本 実 

理 事（７） 
田村節男・橋本勝見・藤井茂男・洞崎伸治  

益田 進・渡辺明彦・一原大典 

監 事（２） 堀熊久志・原田壮也 

 

②事務局 

役職等 氏 名 役割分担 

経 営 指 導 員 国重文治 
統括責任者 

経営力強化支援担当 

補 助 員 二見和弥 
経営力強化支援補助 

事業経理事務担当 

記 帳 指 導 員 藤本範子 経営分析支援 

 

（２）連絡先 

鹿野町商工会 

〒７４５-０３０２ 山口県周南市大字鹿野上２９７６ 

Tel :０８３４-６８-２２５９    Fax :０８３４-６８-４１０３ 

Mail:kanochou@yamaguchi-shokokai.or.jp 
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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）  

 H30年度  H31年度  H32年度  H33年度  H34年度  

必要な資金の額  3,000 3,000 3,200 3,200 3,200 

各種調査  

事業計画策定支援  

販路開拓支援  

会議等開催  

700 

1,000 

1,000 

300 

700 

1,000 

1,000 

300 

700 

1,000 

1,200 

300 

700 

1,000 

1,200 

300 

700 

1,000 

1,200 

300 

 

（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他、本事業実施にあたり利用可能な委託

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 

 

１.連携する内容 

地域経済全体の底上げを図るためには、行政をはじめ各産業間の連携による

効果的・効率的な事業運営が求められる。今回の取り組みにあたり、行政をは

じめ地域金融機関その他地域関係機関、また大学等と連携し今後の地域活性化

の方向性について検討するとともに、各々の団体の所管する範囲において、検

討結果を踏まえた事業展開を行う。 

 

２.連携者及びその役割 

１ 

名称 山口県商工労働部経営金融課 課長   藏藤 共存 

住所 山口市滝町１－１ TEL 083－933－3180 

役割 
経営革新計画承認の推進、創業支援、ビジネスフェア等の各種商談会

への参加を小規模事業者に周知し、販路開拓支援を図る。 

２ 

名称 山口県商工労働部商政課   課長  神杉 さとみ 

住所 山口市滝町１－１  TEL 083－933－3110 

役割 
産業経済動向等の把握に関すること、商業の振興に関すること等につ

いて支援を図る。 

３ 

名称 
山口県観光スポーツ部 

観光プロジェクト推進室 
室長   三浦 健治 

住所 山口市滝町１－１  TEL 083－933－3204 

役割 
観光振興に係ること、観光客の誘致及び宣伝に関すること等について

支援を図る。 

４ 

名称 周南市経済産業部   次長  磯部 良治 

住所 周南市徳山港町１－１ TEL 0834－22－8373 

役割 
中山間地域創発事業並びに６次産業化・農商工連携事業を推進し、農

林水産資源の発掘による産業育成を図る。 

５ 

名称 周南市鹿野総合支所 産業土木課 課長  中村  克 

住所 周南市大字鹿野上３２７７ TEL 0834－68－2335 

役割 
鹿野ブランド創出研究会への参加により、交流人口の増加、定住と起

業家の誘致を推進し、鹿野の地域活性化を図る。 



 

23 
 

６ 

名称 山口県立大学地域文化創造論研究室   教授  斎藤 理  

住所 山口市桜畠３－２－１ TEL 083－928－5622 

役割 
鹿野ブランド創出研究会の実施事業である「中山間地域創発事業」の

「移住・定住促進モニターツアー」の企画を連携して推進する。  

７ 

名称 山口県よろず支援拠点  コーディネーター 藤井 良幸 

住所 山口市熊野町１－１０  TEL  083－922－3700 

役割 
小規模事業者の様々な経営課題に対応し、売上拡大・経営改善等に関

する総合的・先進的アドバイスを行う。 

８ 

名称 ㈱日本政策金融公庫 徳山支店 支店長  細川 英樹 

住所 周南市本町 1 丁目３番地  TEL 0834－21－3455 

役割 

「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」において、各地域の経済動向と

金融支援の状況に関する情報交換、模範事例等の情報共有を実施す

る。 

９ 

名称 ㈱山口銀行鹿野支店   支店長  稗田 裕司  

住所 周南市大字鹿野上３２７７ TEL 0834-68-2600 

役割 

地域金融機関と連携して、若手経営塾を開催する。この塾は、鹿野地

域の若手経営者の立案等により各種セミナーを開催し、知識の増進と

経営力伸長を目的とする。 

 

各組織が共通する課題に互いのノウハウを活用しながら取り組みを行うことで、

効率的な運営が可能となり、情報共有を進めていくことで地域全体への浸透度も

高まることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

連携体制図等 

地域内における連携体制は以下のとおりとし、協議事項、取り組み内容等によ

っては、山口県商工会連合会、ミラサポ、山口県産業技術センター、やまぐち産

業振興財団、周南市地場産業振興センター、中小企業診断士協会、周南観光コン

ベンション協会等もメンバーに加えて実施する。 

 

 

 
 

 

                     【行政】  
   
               

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外部連絡先】  
中小企業基盤整備機構  
よろず支援拠点  ミラサポ  
やまぐち産業振興財団  
地場産業振興センター  
中小企業診断士協会  
周南観光コンベンション協会  

【販路開拓】  
周南ツーリズム協議会  
（道の駅ソレーネ周南） 
 

【行政】  
山口県  
周南市  

 

 

鹿野町商工会  

 
 

【関係連携先】  
山口県商工会連合会  

【広域連携】  
周南ブロック商工会  
徳山商工会議所  
新南陽商工会議所  

 
小規模事業者  
 

 
各金融機関  

 

【ブランド化事業】 

鹿野ブランド創出研究会 

山口県立大学  
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