
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
くすのき商工会（法人番号 6250005002556） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

地域経済を支える小規模事業者が、経営分析や消費者ニーズ等に応じた事業計画の

策定を支援し、また計画の実施および見直しを行うというＰＤＣＡサイクルの確立

を伴走型で支援する。さらに、商談会出展やＷＥＢ活用等の支援を行うことで、ビ

ジネスチャンス拡大を図り、持続的発展する強い小規模事業者の育成に努める。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 １. 地域の経済動向調査に関すること 

各種統計調査や地域内の小規模事業者への聞き取りにより、地域の状況を正確

に把握する。 
２. 経営状況の分析に関すること 

事業計画策定支援や計画策定後の支援を実施するため、定量分析や定性分析を

実施し、個社の経営状況を把握する。 
３. 事業計画策定支援に関すること 

持続的発展を図るため、地域経済動向や経営分析を踏まえた事業計画の策定支

援をする。 
４. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後にフォローアップを実施することにより、 計画の着実な進行

を支援する。また、必要に応じて計画の見直しの指導・助言を行う。 
５. 需要動向調査に関すること 

消費者のニーズを把握する仕組みを構築し、情報を収集・分析することにより

経営意思決定を定着させる。 
６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

商談会の出展やＷＥＢ活用支援等を通じ、需要掘り起こしを支援する。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 地域における関係者間で地域振興事業振興のための情報の共有化を図るととも

に、既存の地域イベント等を活用して、地域の魅力、特産品等の浸透を図る。 

 
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 

   他の支援機関との情報交換会を行うことにより支援ノウハウの向上を図る。  
２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

   組織全体の支援能力の向上を図り、知識の共有化の仕組を作る。  
３. 事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

   ＰＤＣＡサイクルを実施し事業の評価・見直しのための仕組を設ける。 

連絡先 
くすのき商工会  〒757-0216 山口県宇部市大字船木 442-11 

TEL：0836-67-1352 FAX：0836-67-0357 

E-mail:kusunokicho@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 

当地域である旧楠町は、昭和 30年

４月に船木町・吉部村・万倉村が合

併により発足し、その後、平成 16年

11 月の合併により宇部市に編入され

た。 

地理的には中国山地の山間部から平

野部である宇部市北部に位置し、主

要幹線である国道 2 号線が中心部を

東西に横断している。また、南北を

山口県道 29号宇部船木線・山口県道

30 号小野田美東線・山口県道 37 号宇部美祢線が貫いており、隣接する市である美祢市

や山陽小野田市、旧宇部市のエリアの瀬戸内工業地域と商業的に結びつきが強い。 

藩政時代には代官所や参勤交代の宿場町として栄えたことから、多くの伝統と歴史を

育み、昭和初期までは近隣町村の政治・経済・文化の中心地として繁栄、発展してきた。 

四季に富んだ比較的温暖で住みやすい気象条件にあり、山口県 2級河川の有帆川水系

と厚東川水系に囲まれ、肥沃な大地により吉部地区・万倉地区では稲作を中心とした農

業も盛んである。 

また、伝統的工芸品であり、経済産業省の伝統

工芸品として認定を受け、硯の高級品として知ら

れる「赤間硯」に関しては、当商工会としても後

世に繋ぐべき、文化資産と位置づけをしており、

これまでにブランド化や販路開拓支援等を行って

いる。 

続いて人口動態を見てみると、宇部市統計によ

れば、当地域における平成 28年 7月現在の人口は

5,878 人となっており、平成 17 年（7,157 人）と

比べると数にして 1,279人、約 18％の人口減少となっている。 

地区により差はあるものの、全体では 37.5％の

高齢化率となっており、特に吉部地区では 48.7％

の高齢化率で、生産年齢人口 43.7％を超える数字

となっている。 

また、年少人口、生産年齢人口も急激な減少傾

向にあり、地域全体で過疎化対策が急務である。 

 

 

 

 
 

 
（赤間硯） 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%88%B9%E6%9C%A8%E7%94%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%90%89%E9%83%A8%E6%9D%91_(%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E5%8E%9A%E7%8B%AD%E9%83%A1)&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%87%E5%80%89%E6%9D%91&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E9%81%9329%E5%8F%B7%E5%AE%87%E9%83%A8%E8%88%B9%E6%9C%A8%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E9%81%9330%E5%8F%B7%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E7%BE%8E%E6%9D%B1%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E9%81%9330%E5%8F%B7%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E7%BE%8E%E6%9D%B1%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E9%81%9337%E5%8F%B7%E5%AE%87%E9%83%A8%E7%BE%8E%E7%A5%A2%E7%B7%9A
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２．地域内商工業者の現状および課題 

前述の通り、当地域は高齢化が急速に進んでおり、郊外型大型店舗への消費流出等も

相まって、商工業者数も 10年間で 20％を超える減少率となっている。 

H18 年度と H28 年度の地域内業種別商工業者数を比較すると、小売業の減少率が

45.8％と高く、社会構造の変化に伴う産業構造変化によりサービス業は 8.6％増、その

他業種は 3.3％と増加しているものの、全体の減少傾向には歯止めがかかっていない。 

 

業種別商工業者数の推移（商工会実態調査より） 

 
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 計 

18 年度 84 28 15 72 17 70 30 316 

28 年度 60 20 12 39 12 76 31 250 

増減率 -28.6％ -28.6％ -20.0％ -45.8％ -29.4％ +8.6％ +3.3％ -20.9％ 

 

経営発達支援計画策定にあたり、当地域内商工業者へ行ったアンケート調査の分析結

果から読み取れる、現状と課題は以下の通りである。 

①小規模事業者が多い 

地域内商工業者は従業員数「0人～5人」が 79.8％と約 8割を占め、小規模事業者

の割合が非常に高い。 

 
 
②代表者の高齢化が進んでいる 

 代表者の年代は60代以上が52.9％と半数を超えている。また、「卸・小売業」は、

60代以上が6割を超えている。これに対して、「建設業」については、「30代」「40

代」の比較的若い年代が高くなっている。 
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 ③後継者の有無 

後継者がいる割合は2割程度にとどまっている。そのため今後は後継者不在による廃

業数増加が懸念され、円滑な事業承継の支援を実施する必要がある。 

  
 

④経営課題 

○重要度の高い課題上位の３つ 

「売上の低下」、「利益の減少」、「仕入・材料価格の上昇」 

○業種別経営課題の割合が高いもの 

・卸・小売業、サービス業：「売上の低下」、「利益の減少」、「店舗や設備の老朽化」 

・建設業：「仕入・材料価格の上昇」、「利益の減少」、「資金繰り悪化」、 

「人件費の増加」 

・製造業、宿泊・飲食業：「売上の低下」、「仕入・材料価格の上昇」、 

「利益の減少」 

「その他」では、「売上の低下」、「利益の減少」、「店舗や設備の老朽化」が高く

なっているなど、業種によって経営課題が異なる。 
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業種別 「経営課題」

売上の低下 仕入・材料価格の上昇 利益の減少
資金繰り悪化 店舗や設備の老朽化 人件費の増加
従業員の確保難 後継者不足 その他

n=45

n=31
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n=6

n=49

n=21

 
 

⑤年代別に見た経営方針 

経営方針については60代以上では業績悪化とともに事業縮小・廃業とする消極策を

取る割合が高いのに対し、30代～50代の代表者では売上拡大や新分野への進出など販

路拡大へ積極策を取る割合が高くなっている。 
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３．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

当地域の経済を支えているのは、商工業者の 8 割を超える小規模事業者であるが、景

気低迷や市場環境の変化による地域購買力低下や売上減少、また経営者の高齢化により

小規模事業者は年々減少しており、将来的に地域の活力減退が懸念される。 
企業を存続させるためには、市場に応じた商品・サービスを提供し続ける事が重要で

あるが、小規模事業者の多くは、ヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源が不足してい

る。また、代表者自身が経営に係る多くの作業に従事しているため、環境変化への対応

速度が遅くなりがちである。 

将来的には小規模事業者が自らの力で、明確な目標と経営分析のもと、環境変化に応

じた事業計画を策定し、計画実施と見直しというＰＤＣＡサイクルを行えるようになる

ことが重要である。それを実現するため、当商工会は個々の小規模事業者に対して伴走

型の支援を実施する。 

小規模事業者の成長を支援するためには、当商工会も成長していかなければならない。

小規模事業者の振興のため、支援体制の見直しとともに研修等の積極的な実施により支

援能力の向上を図る。さらに、行政や他の支援機関等の関係機関との連携を深め、より

効果的な支援を行っていくことで、個々の小規模事業者が持つ経営課題や状況に応じて

寄り添い、経営力の向上に資する支援を継続的に実施し、強い小規模事業者の育成に努

める。 

 

 

４．経営発達支援計画の目標と方針  

本計画の目標と方針を次の通りとする。 

【目 標】 

（1）ＰＤＣＡサイクル確立事業者 56件を目指す。 

小規模事業者の経営力強化のため、経営分析→経営計画策定→計画の実行→ 

効果の検証・見直しまでを小規模事業者に寄り添って支援し、支援先事業所の

ＰＤＣＡサイクル確立を支援する。 
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（2）経営計画策定企業の売上拡大 10％、利益率向上 5％を目指す。 

   小規模事業者の持続的発展・事業の維持を図るために、販路開拓・既存事業の

見直し等を図り、小規模事業者の売上・利益の改善を支援する。 

 

（3）創業支援・後継者育成による事業所数減少率 5％以下を目指す。 

経営改善指導及び後継者マッチング等による廃業回避、また、創業促進による

小規模事業者数の維持を図る。 

 

 

【方 針】 

（1）小規模事業者の限られた経営資源の有効活用と経営力強化のため、記帳専任職

員等のサポートを受けた経営指導員を中心に、事業者の経営改善意欲の動機づ

けから、経営分析や需要動向等を踏まえ経営課題に対応した事業計画の策定、

計画実施および見直し（ＰＤＣＡサイクル）のフォローまで一貫して支援する。 

 

（2）他の支援機関と連携した商談会・販売会や域外の取引拡大に向けたビジネス交

流会、ＷＥＢ活用など多様な販路開拓の機会を提供し、小規模事業者のビジネ

スチャンス拡大を図る。また、経営分析を通して経費削減など効率的経営の支

援を行う。 
 

（3）代表者の年代は 50代～60代の割合が多く、小規模事業者の半数は後継者が決

まっていないと回答しており、今後事業所数減少の加速が危惧される。そのた

め本計画において事業所数の維持と廃業率の低下を目的に、創業支援と後継者

育成支援を行うとともに、事業承継勉強会などを開催し専門家と連携のうえ事

業承継を促す。 

 

 

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ることを目的

に、山口県・宇部市・地域金融機関その他支援機関と連携し、商工会役職員一丸となっ

て取り組む。 
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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．経営発達支援の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

当地域の小規模事業者が持続的発展を果たすためには、事業者各々が市場動向等を把

握し、ターゲットに応じた商品・サービスの提供を行うことが重要である。 

当商工会でも、巡回時に各種統計情報や地域シンクタンクの発行する機関誌等を配布

し、情報提供を行ってきたが、各種統計情報の中からどのように自身の事業に関する有

益な情報を整理するかの指導まではできていなかった。 

今後は、当地域の小規模事業者の特性等を勘案し、全国的な経済動向はもちろんのこ

と、業種ごとに当地域を中心とした商圏設定を行ったうえで、情報を収集・分析し情報

提供を行っていく。 

そのため、従来から行っている地域内事業者への調査に加え、国や県・市、関係機関

が実施する経済動向調査や統計調査等を活用し、地域の外部環境と併せて経済動向を調

査・分析することにより、指標を活用した企業規模・業種別・業態別に応じた経営分析

環境を整備するとともに、必要に応じて情報提供を行う体制を整備する。 

 

（事業内容） 

(1) 中小企業景況調査の実施 

4 半期に１度に地域内 4 業種（建設業、サービス業、製造業、小売）7 事業者を

対象として、財務状況（売上・採算）や資金調達環境（長・短期借入難易度）、設備

投資の動向、自社の業況等を聴き取り調査にて行ない、結果について業種ごとに詳

細な分析を行う。特に、当地域に多い建設業、卸売・小売業、サービス業について

は、国、県、市等が行っている各種統計調査等と連動させ、広域的な市場動向や業

界動向を踏まえた当地域の状況に関する分析・評価を行う。 

 

(2) 他機関調査の分析 

地域経済に関する統計データ等は国をはじめ多くの機関から提供されているが、

地域の商工業の売上拡大等に関して必要と考えられる情報収集を行い、経営に関す

る意思決定が可能な形式で提供する必要がある。 

当商工会では、日本政策金融公庫により実施されている実態調査や山口経済研究

所が実施する山口県内経済動向調査、地域経済分析システム（RESAS）、その他統計

資料等から得られた情報を、分析したうえで提供する。 
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 （活用調査資料） 

調査・報告書名 調査主体 項目 
公開 

頻度 

中小企業景況調査 全国商工会連合会 業種別業況判断・売上額・経常利益等 
4半期

ごと 

宇部市統計 宇部市 住民数・世帯数・性別・年代等 
4半期

ごと 

国勢調査・経済センサス 

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 

国・山口県 
人口動向・高齢化率・世帯年収・ 

商業売上・商業仕入・賃金・製造品出荷額等 

1年毎

～ 

4年毎 

地域経済分析システム（RESAS） 国 
人口・製造品出荷額・年間商品販売額 

付加価値額・労働生産性等 
随時 

やまぐち経済月報 山口経済研究所 
地域別経済動向（生産活動・設備投資・ 

個人消費・公共工事・倒産・観光等） 
毎月 

経済・金融データ集 
日本政策金融公庫 

総合研究所 

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 
毎月 

  

(3) 各調査内容の整理・提供 

収集した各種情報を、小規模事業者の業種・業態を考慮したうえで経営方針の決

定に活用できるよう、シンクタンクや中小企業診断士等の専門家を活用し、提供先

事業者の規模や業種に応じて分析・加工を行い提供する。 

 

 （目標） 

調査結果は、巡回指導時に小規模事業者を中心に配布・情報提供を行うとともに、

当商工会ホームページからも閲覧可能とし、巡回訪問時や経営・金融の相談時等に

て提供していく。 

支援項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

情報提供頻度 1 4 4 4 4 4 

 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の多くは、人材等経営資源の不足から勘と経験による経営が行われてお

り、経営計画を立てた経験を有する経営者はごく僅かである。 

市場規模が縮小する中で、小規模事業者が持続的発展を遂げるためには、ニーズに応

じた商品・サービスを提供することが重要である。経営指導員等の巡回・窓口相談等を

通じて、経営分析に関する提案を行うとともに、業種別・業態別に共通する経営課題を

テーマとしたセミナーの開催等を通じて課題解決の成功事例を紹介するなど、経営分析

への取り組みについて動機付けを行う。 

 

（事業内容） 

(1) 経営分析対象事業者の選定 

 当商工会では以前から記帳指導に注力しており、商工会で推奨する会計システム

「ネット de記帳」利用者も増加傾向にある。本システムには財務分析機能も付加さ
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れており、財務面から見た収益性・安全性・健全性・成長性等の把握が可能である。 

 初年度は、本システム利用企業で早急に経営改善の必要性がある事業者を中心に

経営分析を実施するとともに、巡回指導を通じて、経営上問題点を抱えている事業

者に対して経営分析による状況把握の必要性を説明し、専門家も活用しつつ対象事

業者の増加に努める。 

 

(2)経営分析の方法及び項目 

巡回訪問時に、経営・金融の相談業務により分析の対象となる小規模事業者等に

対し、ネット de記帳に付与されている経営分析機能や中小企業基盤整備機構が提供

する経営自己診断システム（J-NET21）等を活用した財務分析を実施する。 

また、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

等の専門家派遣事業を活用して専門家等と帯同訪問を行い、個々の事業所の経営資

源等を配慮した経営改善、新事業展開等の提案を実施するため、ＳＷＯＴ分析や３

Ｃ分析などの分析手法やローカルベンチマーク等を用いて定性的にも分析する。 

 

（分析項目） 

項目 詳細 実施方法 

定
量
的 

財務分析 

売上高、経常利益、損益分岐点

売上高、売上高総利益率、売上 
高経常利益率、流動比率、自己 
資本比率等を分析 

中小企業基盤整備機構「経営自己診

断システム」を活用することで、タ

イムリーな資料を事業所へ提供す

る。 

定
性
的 

ＳＷＯＴ分析 

自社を取り巻く外部環境（社会

動向、経済・景気動向、業界動

向、技術動向、政策・法律・規

制動向等）・内部環境（知的資産、

技術、人材確保・育成、後継者、

販路開拓等）による影響と、そ

れに対する自社の現状を分析 
専門的な課題解決等においては、よ

ろず支援拠点等の専門家と連携し、

専門的経営分析を付加する。 

３Ｃ分析 

顧客・競合・自社の三項目より 
経営環境における現状の経営 
課題等の分析 

その他対象事業者が必要とする項目の分析 

 

※当地域において事業者数の多い建設業については、受注から完成後の入金までの運転

資金に注意を要するため、特に資金繰りを中心に分析を行う。また、卸売・小売業、

サービス業については資金繰りや季節変動の状況、客単価や在庫管理など、業種の特

性の応じた項目の分析を行う。 

 

(3) 分析結果の活用 

経営分析の結果を小規模事業者の経営改善等に活用するため、分析結果から事業

の改善の方向等を示しながら、事業所の経営体力や経営資源（ヒト・モノ・カネ等）
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等の把握、経営計画策定支援の際の基礎資料として活用する。 

 

(4) 経営分析セミナーの開催 

経営分析の普及促進・活用について学ぶ経営支援セミナーを開催する。また、当

地域において事業者数の多い建設業や卸売・小売業の業種別に特化したものも含め

開催する。 
 
 （目標） 

   経営分析を行い、その後の事業計画策定から実施段階にかけて定期的に経営分析

を繰り返すことによりＰＤＣＡサイクルを確立する。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

巡回訪問件数 100 100 120 130 140 140 

セミナー開催回数 1 2 2 2 2 2 

経営分析件数 5 18 20 20 20 20 

 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するためには、上記１．地域の経済動向調査に関することお

よび２．経営状況の分析に関することの結果を踏まえ、商圏内のニーズ、自社の経営体

力を踏まえた事業計画を策定し、実施することが重要である。 

事業所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、事業所が経営

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支援する。 

 

 （事業内容） 

 (1) 経営計画策定の啓蒙 

経営相談や巡回指導、経済動向調査等の情報提供を通して、消費者ニーズや個々

の事業者の経営資源等に応じた経営計画策定の必要性を啓蒙していく。また、巡

回指導時には経営指導タブレットを携行のうえ、アプリ「つくるくん」などを活

用して、経営計画策定推進を図る。また、マーケットインの考え方を定着させる

ため、マーケティングセミナー等の開催を通じて市場への対応力を高めていく。 

 

(2) 経営計画策定に係る個別支援 

経営分析を行うことで経営課題や経営目標が明確となった事業者を対象に、事

業計画策定の個別支援を実施する。 

地域商工者の新陳代謝を図るため、創業予定者および創業後 5 年以内の事業者

に対しては、事業計画策定の重要性を啓蒙するとともに、事業計画策定支援に並

行して資金計画や設備投資計画、損益計画の策定支援を行い、創業後も事業継続

していけるよう経営知識の習得支援を実施する。また、宇部市「ふるさと起業化

支援資金」等の市・県・国の創業者支援策の情報提供を行う。 
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さらに、事業承継については、後継者が決まっている事業所については承継の

時期や税務、後継者育成など具体的な対策を盛り込んだ事業計画の策定支援を行

う。後継者がいないが事業の将来性や豊富な経営資源を持つ事業所については、

第三者承継等を見据えた事業計画の策定支援を行うとともに、個社のニーズに応

じて、山口県事業引継支援センター等との連携により、第三者承継の具体的な提

案を行う。 

経営革新や地域資源活用、農商工連携などの新たな取り組みについて、専門的

な助言が必要な場合は、よろず支援拠点等との連携や専門家派遣事業の活用など、

相談事業者の経営資源に応じた、より効果的な事業計画策定支援を実施する。 

 

 （目標） 

   小規模事業者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

が重要である。そのためには事業者の現状に即した経営計画の策定と環境変化に応

じた見直しが必要であり、計画期間中に地域内 56事業所の計画策定支援を行う。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

個別相談会開催回数 0 2 2 2 2 2 

事業計画策定事業者数 7 10 10 10 13 13 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画を計画通りに実施するには、計画の進捗状況を把握し、必要に応じ

て指導・助言を行っていくことが重要である。 

定期的な巡回によりフォローアップを行い、財務等の数値面から取り組みの成果につ

いて確認・分析を行うとともに、顧客動向等について状況の聴き取りを実施し、計画と

の差異について把握する。 

新たな経営課題が考えられる場合や専門的な課題については、専門家派遣事業等を活

用して事業計画実現のためのＰＤＣＡサイクルの確立に向けた支援を行う。 

 

 （事業内容） 

(1) 定期的な巡回訪問及び個別相談によるフォローアップ 

全ての事業計画策定事業者に対し、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、財務諸表の確認及び経営者にヒアリングを実施する。計画と実績

に差異がある場合は、その原因究明のために取り組み方法等についての確認を行

い、手段・手法に誤りがないか確認・分析し、必要な助言を行う。 

また、当商工会単独での支援が困難な相談は、必要に応じてよろず支援拠点、

山口県商工会連合会等が実施する専門家派遣制度を活用や、山口県産業技術セン

ターや専門家等と連携を通じて、より高度な分析や施策活用や新商品開発、販路

開拓、マッチング等について支援する。 

指導内容等は、継続支援を実施するため経営カルテに記録していくとともに、

必要なデータは商工会職員間で共有し、職員の異動や担当交代などによる支援の
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中断や欠落を防止していく。 

 

 (2) 施策活用支援 

計画実施に伴う運転・設備資金が必要な場合は、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」、連携する地域金融機関などの

融資制度を活用し、計画実現性を高めていくとともに必要に応じて計画の見直し

等の支援を行う。また、宇部市「がんばるふるさと企業応援補助金」等の市・県・

国の支援策の情報提供を行う。 

 

 （目標） 

  事業計画策定事業者に対し、4半期に 1度フォローを実施する。 

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 

フォローアップ件数 
14 40 40 40 52 52 

 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

事業者が自社で取り扱う商品・製品の販路開拓や新商品等開発を進める上で、的確な

ターゲット選定や市場動向の把握が欠かせない。 

そこで、販路開拓や新商品・新サービスの開発等に取り組む小規模事業者を支援対象

として、取扱商品等の需要動向にかかる調査分析を行い、消費者ニーズを踏まえた事業

計画策定や新商品開発等に活用する。 

  

 （事業内容） 

(1) アンケートによる消費者ニーズ調査 

  調査の狙い 

取扱商品やサービスに対する需要動向を調査することで、消費者ニーズに対応

した新商品等の開発を行う。また、小規模事業者にマーケットインの考えを定着

させる。 

 

  支援対象 

販路開拓や新商品・新サービスの開発等に取り組む小規模事業者 

 

調査方法 

ア）事業者店舗での消費者ニーズ調査 

新商品開発等に取り組む小規模事業者の店舗にて、来店者を対象に取扱商品

等についてアンケートによる消費者ニーズ調査を行う。1支援対象者につき 70

名の消費者からアンケートを回収し、分析を実施する。 

イ）イベント出店での消費者ニーズ調査 

年に一度行われる「ふるさと土曜夏祭り」に出店してもらい、来場者を対象

に取扱商品等についてアンケートによる消費者ニーズ調査を行い、消費者の需

要動向を収集・分析する。1支援対象者につき 30名の消費者からアンケートを
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回収し、分析を実施する。 

 

※「ふるさと土曜夏祭り」とは、当商工会青年部が主催する当地域最大のイ

ベントであり、前身のイベントから通算すると 40 回を超え、地域に定着

している。 

地域の事業者や団体が中心に出店し、地域の子供からお年寄りまで来場

する地域に根差したイベントである。 

 

調査項目 

ア）食品製造小売業者 

・年齢       ・性別      ・住所地    ・家族構成 

・価格（高い・普通・安い）      ・味、名称（良い・普通・悪い） 

・容量（少ない・丁度良い・多い）   ・商品ラインナップ 

・パッケージ/デザイン（良い・普通・悪い） 

・感想コメント 等 

イ）工芸品製造業者 

・年齢       ・性別      ・住所地    ・家族構成 

・価格（高い・普通・安い）      ・商品ラインナップ 

・パッケージ/デザイン（良い・普通・悪い） 

・感想コメント 等 

ウ）飲食業者 

・年齢       ・性別      ・住所地    ・家族構成 

・価格（高い・普通・安い）      ・味、名称（良い・普通・悪い） 

・容量（少ない・丁度良い・多い）   ・メニューラインナップ 

・感想コメント 等 

 

※調査項目については、販売している商品等を考慮の上、支援対象者とと

もに検討する。 

 

(2)調査データの活用 

上記の調査データを活用し、消費者に訴求しやすいパッケージデザイン・味等を

検討し、新商品等開発や既存商品のブラッシュアップを行うための基礎データとし

て事業者に提供するとともに、消費者目線に立ったアドバイスなどを行う。また、

販売ターゲットの絞り込みの基礎データとしても活用し、個社の商品やサービスに

あった販売チャンネルの選定、販路拡大の重点地域やターゲットとする性別や年齢

層など、ターゲットの明確化を支援し、販売戦略の提案を行う。  

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

需要動向調査実施および結

果情報の提供事業者数 
（未実施） 3 5 5 5 5 
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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】 

当商工会単独での商談会等を開催することは困難であるから、全国商工会連合会や県、

他の支援機関が主催する様々な商談機会の場を、販路開拓を求める小規模事業者に提案

していく。商談会の目的や場所、小規模事業者の商品やサービス等を考慮して情報提供

し、商談を効果的に行なえるよう、事前・事後に必要な準備やＥＣサイト活用もサポー

トする。 

さらに、地域内の需要をターゲットとする事業者については性別、年代別などの需要

動向を基にした商品構成、サービス提供の検討や、事業所認知度向上のための取り組み

を通じて、売上拡大を支援していく。製造品や特産品など地域外の需要拡大を目指す事

業者には、宇部市が行う特産品認証制度やマッチングなどの行政施策の活用や補助金等

を活用し、効果的に販路拡大が行えるよう支援に努める。 

 

（事業内容） 

(1) 商談会等への出展支援 

山口県主催による「ものづくり＆ビジネスフェア」への出展を通じて県内消費者

への商品の周知と販路開拓を図る。また、一般社団法人山口県物産協会や（公財）

やまぐち産業振興財団等が主催する商談会等に積極的に参加を促す。商談を通じて

得られた商品改良等の情報をフィードバックし、地域産品全体の商品力・商談力の

向上を図る。さらに、関係の構築ができたバイヤー等と連携し、市場動向に合わせ

た商品開発等の情報提供を実施する。 

 

(2) 地域特産品の需要開拓支援 

現在、当商工会が宇部市より受託した赤間硯ブランド化推進事業にて「赤間硯」

の地域団体商標を出願し、今年度に県内 7 件目となる登録となった。粗悪品や模倣

品からのブランド保護とともに、国内外消費者へのアピールを支援する。また国内

硯市場縮小を見据え、漢字圏である台湾の海外商標権取得と販路拡大を目指し、（公

財）やまぐち産業振興財団等の支援機関と、商品や技術のブラッシュアップや販路

拡大について連携のうえ支援する。さらに、「ニッポンセレクト.com」等ＥＣサイト

や商談会（ニッポン全国物産展等）の出展を通じて国内外の需要を開拓するととも

に、事業者自身による情報発信強化のため、ホームページ作成を支援する。支援に

あたっては、山口県赤間硯生産協同組合等との連携のもと今後一層の「赤間硯」の

ブランド化と地域外への情報発信に努める。 

 

(3) ＷＥＢ活用支援 

ホームページ等を活用した情報発信力強化のため、全国商工会連合会推奨の「Ｓ

ＨＩＦＴ」の登録推進や独自のホームページ作成、ＳＮＳ活用について、情報提供

や専門家派遣事業の活用を通じて支援を行う。また、全国商工会連合会による「ニ

ッポンセレクト.com」等のインターネット販売を通じて販路開拓を図る。 
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(4) マッチング支援 

「ビジネスマッチング宇部」への地域商工業者の利用促進に努め、事業者の販路

開拓を目指す。また、小規模事業者持続化補助金やがんばるふるさと企業応援補助

金等を活用し、商品力強化や販売ツール作成等を行い販路開拓支援に努める。補助

事業実施支援に際して、物品調達等を行う場合には積極的に地域内事業者のマッチ

ングを行い、地域内循環を図る。 

 

 （目標） 

   当面は開発済みの商品を中心とした差別化を推進し、取り組みにより得られた市

場情報等をフィードバックしつつ、更なる商品改良・商品開発を進め地域資源を活

用した商品を展開する。 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

商談会・展示会開催情報提供 (不定期) 随時 随時 随時 随時 随時 

商談成立件数 0 1 1 1 2 2 

製造業等展示会出展支援者数 3 5 5 5 8 8 

ビジネスマッチング宇部参加事業者総数 19 35 50 65 80 95 

ホームページ、ＳＮＳサイト作成件数 1 2 2 3 3 3 

   ※商談成立件数には全国商工会連合会等との連携事業を含む。 
 
 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

  従前より宇部市により中小企業振興審議会が開催されてきたが、今後は楠地域に特

化した地域活性化策を検討するため、商工会が主体となり、今後の地域活性化の方向

性（特産品開発・観光誘致等）を検討・協議する。 

また、検討した地域活性化の方向性を踏まえ、既存の地域イベント等を活用して、

地域の魅力、特産品等の浸透を図る。 

 

 （事業内容） 

(1) 行政及び宇部観光コンベンション協会、楠むらづくり株式会社等、地域関係機関

間で検討協議し、地域の魅力を活かした観光開発による集客、地域経済活性化策

を検討し、意識の共有化を図る。 

 

 (2) 協議結果をもとに、楠地域の取り組みを県内外に広くＰＲし、地域内消費拡大

と交流人口の増加を目的とした既存イベントである「ふるさと土曜夏祭り」につ

いて主催である当商工会青年部を支援するとともに、地域産品の展示・販売機会

を設け、販路拡大と交流人口増加を図る。 



- 15 - 
 

 

 (目標) 

   5年後の既存イベントへの地域内出展事業者数を 12とする。 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 １ １ １ １ １ １ 

出展者数 3 5 7 9 9 12 

来場者数 300 300 350 400 400 400 

 

 

 

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)宇部市、くすのき商工会、宇部商工会議所等が集まり年 2回開催される「宇部市中

小企業振興審議会」にて、小規模企業施策に関する情報交換の時間を設け、支援ノ

ウハウ、支援の現状や成功事例、セミナー、講習会について情報交換を行うととも

に、施策の充実に向けた協議を実施する。 

 

(2) 山口県商工会連合会の主催する商工会職員支援能力強化研修を通じて、県内商工

会の取り組みに関する情報交換を行うとともに、よろず支援拠点との情報交換やセ

ミナー開催情報などの情報提供、エキスパートバンク事業やミラサポ事業の積極的

な活用を随時推進する。 

 

(3) 日本政策金融公庫主催により年 2 回開催される「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等に関する情報交換、模範事例

等の情報共有を実施する。 

 

(4) 労働・雇用情勢の面については山口労働局の「労働保険事務組合・地域協議会」

において労働基準監督署・公共職業安定所及び社会保険労務士等との情報交換を行

う。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

当商工会は小規模商工会であり、経営指導員 1 名だけで経営発達支援事業を遂行す

ることは困難であり、商工会組織としても経営支援ノウハウの引継ぎを行っていく必

要があることから、経営指導員と補助員、記帳専任職員がチームで小規模事業者を支

援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより経

営支援能力の向上を図る。 

事業の効果的・効率的な実施のためには補助員等も基本的な経営支援業務に携わる

必要があるため、山口県主催「経営指導員等パワーアップセミナー」や山口県商工会
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連合会にて開催される「商工会職員経営支援能力強化研修会」、中小企業基盤整備機構

等が主催する研修会へ積極的に出席を行い、各職員の資質向上に努める。 

また、研修を受講することで習得した支援ノウハウは職員会議等を通じて職員間で

情報共有を図る。 

実際に行った支援内容については経営カルテ（基幹システム）を活用し、組織内で

の共有と異動などによる経営分析結果や支援ノウハウの喪失防止を図る。 

 

 

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・

検証を実施する。 

① 宇部市産業振興部商工振興課、くすのき商工会役員代表者、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 理事会において、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・見直しの結果をくすのき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。 
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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 

【くすのき商工会総会】 
（事業の成果・評価・見直しの承認） 

会員数：174名 

 

                      事業の成果・評価・見直しの結果報告 

 

【くすのき商工会理事会】 
（事業の成果・評価・見直しの方針決定） 

役 職 等 氏 名 

会 長 (1) 下井 洋美 

副会長 (2) 田辺 敏彦 ・ 玉重 彰彦 

理 事(14) 

不二 節夫・綿部勇一郎・武波 博行・藤井 謙吾 

岡田 正平・日枝 敏夫・原嶋 克之・平本 正亨 

田辺 厚実・藤本 博昭・井上 雅治・三上 純恵 

井上 由光・今村美智子 

監 事 (2) 重枝 尚治・笠井 泰孝 
 

 

                      事業の成果・評価・見直しの方針報告 

 

【経営発達支援事業有識者委員会】 
（定期的に開催） 

くすのき商工会理事 

宇部市産業振興部商工振興課長 

大学教授 

中小企業診断士など 

 
                                事業の計画・実施 

 

【経営発達支援事業】事務局体制 
総括 経 営指導員：畑 利明 (事業計画策定支援担当） 

    補 助 員：杉山 恵 （需要開拓担当） 

    記帳専任職員：江口 香織（経営分析担当） 

 

 

 

  

（２）連絡先 

くすのき商工会  〒757-0216 

 山口県宇部市大字船木 442-11 

TEL：0836-67-1352  FAX：0836-67-0357 

E-Mail：kusunokicho@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） 

 30年度 
( 30年 4月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 1,750 2,250 2,250 2,250 2,250 

 

各種調査 

事業計画策定支援  

情報発信支援 

販路開拓支援 

会議等開催 

300 

300 

500 

400 

250 

300 

500 

600 

600 

250 

300 

500 

600 

600 

250 

300 

500 

600 

600 

250 

300 

500 

600 

600 

250 

（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。 



- 19 - 
 

（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 

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、行政をはじめ赤間硯生産組

合、観光協会、その他地域関係機関で今後の地域活性化の方向性について検討・協議す

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。 

連携者及びその役割 

1 

名 称 宇部市産業振興部商工振興課 代表者 橋本 勝知 

住 所 宇部市常盤町 1-7-1 ＴＥＬ 0836-34-8355 

役 割 

 商工会を所管する行政窓口として、地域振興計画における情報提供

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い、地

域の取り組みを支援する。 

2 

名 称 宇部市産業振興部観光・６次産業推進室 代表者 池田 忍 

住 所 宇部市常盤町 1-7-1 ＴＥＬ 0836-34-8372 

役 割 
 地域における農産物等の産地化を推進するとともに、地域の歴史や

観光資源の活用への取り組みを協力して支援する。 

3 

名 称 山口県赤間硯生産協同組合 代表者 日枝 敏夫 

住 所 宇部市大字西万倉 583-4 ＴＥＬ 0836-67-0641 

役 割 
 地域特産品である赤間硯の振興・発展のために連携してブランド化

を進めるとともに、販路開拓のための協力を行う。 

4 

名 称 宇部観光コンベンション協会 代表者 徳原 幹男 

住 所 宇部市常盤町１丁目 6番 44 ＴＥＬ 0836-34-2050 

役 割 
 当地域の交流人口の増加のためホームページ等による広報活動を通

じて地域の魅力を浸透させる。 

5 

名 称 
産業振興連携協定 

（宇部市・宇部商工会議所・金融機関） 
代表者 ━ 

住 所 ━ ＴＥＬ ━ 

役 割 
創業・新規事業の創出、企業誘致等について、多目的かつ専門的な支

援により、地域活性化の推進をサポートする。 

6 

名 称 楠むらづくり株式会社（楠こもれびの郷） 代表者 武波 博行 

住 所 宇部市大字西万倉 1662-1 ＴＥＬ 0836-67-2617 

役 割 
 地域内の主たる観光施設として、地域の観光資源のＰＲを行うとと

もに、協議を通じて計画の円滑な推進をサポートする。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市産業振興部 
観光・６次産業推進課 

宇部市産業振興部 
商工振興課 

山口県赤間硯 
生産協同組合 

宇部観光 
コンベンション協会 

産業振興連携 
協定団体 

楠むらづくり株式会社 

目 標 

地域内事業者の持続的発展および地域経済の活性化 
の伴走型支援 

くすのき商工会 
◆窓口・巡回指導による事業計画策定支援 
◆需要動向や各種補助金の情報提供・情報発信 
◆事業計画の作成支援 
◆事業計画策定事業者へのフォローアップ 
◆創業・事業承継の支援 
◆小規模事業者販路開拓の支援 

連携・協力 
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