
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
下関商工会議所(法人番号 2250005003418) 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

・小規模事業者の収益力を強化するために地域の消費動向をきめ細かく調

査したデータとマーケティングに基づいてビジネスモデルの再構築を

促す。 

・小規模事業者の減少が続いており地域の活力を強くするために創業者の

輩出と事業承継を促進する。 

・本所の強みである販路開拓支援をフルに発揮して小規模事業者の売り上

げ拡大を図る。 

事業内容 

（１）地域の経済動向調査 

・管内小規模事業者が直面している課題の把握と本所への支援ニーズを掘

り起こすためにアンケート調査を実施する。 

（２）経営状況の分析 

・小規模事業者約 7,000 社を 3年かけて職員が同一事業所を最低 2回訪問

して意欲の高い若手経営者、後継者がいる小規模事業者のデータベース

を構築し経営分析を行う。 

（３）事業計画の策定支援及び策定後の実施支援 

・データベースに基づき事業所を直接訪問する活動とセミナー開催後の個

別相談会及び窓口相談から5年間で240件の事業計画策定及び目標達成

に向けた伴走型支援を行う。 

（４）需要動向調査 

・公表されているデータとスーパーの売り場等を複数定点観測して地域の

需要動向を調べる。 

（５）新たな需要の開拓に寄与する事業 

・従前から協力関係にある行政、大学、中小企業支援機関等との連携を強

化して地域の資源を活かした商品を開発し、マスコミ、商談会、SNS を

活用して需要を創出し、販路を開拓する。 

（６）地域経済の活性化に資する取組 

・行政、下関 21 世紀協会、観光コンベンション協会等と連携して中心市

街地の活性化に取り組む。外国人観光客を誘客する魅力を有する唐戸市

場（小売機能をもつユニークな公設市場）の外国人接客力を高める支援

を行い「美味しい海産物がある」という強みを内外にアピールして交流

人口を拡大する。 

（７）事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組 

・他支援機関との連携、情報交換、研修により担当職員（14 名）全員の

小規模事業者支援力の向上と専門能力を深める。 

事業の評価を受け PDCA を実行して成果を挙げるようにする。 

連絡先 下関商工会議所 経営支援部 ０８３－２２２－３３３３ 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 
【下関市の現状と課題】 
 本州最西端に位置する本市は三方を瀬戸内海、日本海、玄界灘に囲まれ、明治時代か

ら海に関する漁業、製網、造船、鉄鋼業が栄え昭和初期には関東、関西、関門と称され

る三大経済圏の一翼をかつては担っていた。 
 現在、本市の工業は、造船、食品加工、非鉄金属等の大企業が立地しているほか、市

内各地域に多彩な業種の中小企業が集積しており他の地域に比べると比較的産業の裾

野が広くなっている。しかしながら、近年、市内事業所数、従業員数ともに減少してい

る。市内経済の活性化に向けて商品・サービスの付加価値の向上と販路の拡大が必要で

ある。とりわけ、事業所数、従業員数が最も多い食品加工事業者は原材料高により収益

が悪化しており地域資源を活用した新たな商品の開発とその販路を開拓することが課

題となっている。 
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 また、本市の商業は、郊外型大型店舗の相次ぐ立地、インターネットを活用した無店

舗販売の利用者増など厳しい経営環境下にあり市内の商店街は疲弊の度合いを強めて

いる。 
下関市商店街連合会団体・会員数推移 

平成 16年 20団体 1,085 
平成 26年 15団体 694 

 
平成 21年 12月に国の認定を受けた下関市中心市街地活性化基本計画では、観光の振
興との連携を踏まえた賑わい形成や、地域コミュニティに資する商店街の振興が求めら

れている。 
街の活力が失われることに比例して平成 15 年度には 8,575 名であった小規模事業者

数は平成 26年度には 7,680名となっており、ここ 10年間で約 1,000名減少している。
また、全業種において事業承継が遅れており新陳代謝を促進することも大きな課題に

なっている。 
本所が平成 27年 11月に実施した小規模事業者向けアンケート調査結果によると自社
の強みとして①品質の良さ②商品知識の豊富さ・技術力の高さ③顧客と親密であること

が上位に挙がっている。経営支援で望むことの上位として①販路開拓②人材確保③商品

開発が挙げられた。作り上手であるが新規の顧客に売るのが苦手という現状を反映して



いる。 
 
 【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 
 一部ではあるが、市内の小規模事業者の中で 30代の若手経営者（2014年度がんばる
中小企業・小規模事業者 300 社受賞）、もしくは後継者が中心となり十分な準備をした
うえで海外へ進出する動きがでてきている。これらの経営者に共通することは顧客の潜

在ニーズを的確に捉えてビジネスモデルを柔軟に構築し、信念を持って果敢に取り組ん

でいることである。 
 前述の調査結果を踏まえて管内小規模事業者に対しては、マーケティング・販路開拓

による「売上の確保・拡大の実現」、新たな事業領域に進出する「経営革新」、人材確保

と育成による「事業の持続的発展」を中長期的に支援すべき重点課題と位置づける。 
 下関市が策定した「下関市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の重点目標に「仕事の

確保」が盛り込まれており、アニマルスピリッツを持った経営者、後継者、創業者を見

出し経営力を高めることが地域で生まれ育った若者が定住することにつながり街が活

性化する。 
  
【経営発達支援計画全般に係る目標】 
 本所は、平成 12 年度に地域中小企業支援センターを設置以降、市内で活躍する専門
家（中小企業診断士、税理士、弁護士、弁理士）、金融機関、大手企業 OB と連携して
創業、経営革新支援を行ってきた。計画期間中に経営指導員の能力を高めて本所職員が

中心となって小規模事業者の支援に取り組む。 
 〈目標１〉小規模事業者の収益力の強化 
      地域の消費動向をきめ細かく調査したデータとマーケティングに基づい 
      てビジネスモデルの再構築を促す。 
 〈目標２〉地域の活力強化 
      小規模事業者の減少が続いており地域の活力を強くするために創業者の 

輩出と事業承継を促進する。 
 〈目標３〉小規模事業者の売上強化 
      本所の強みである販路開拓支援をフルに発揮して小規模事業者の売り上 

げ拡大を図る。 
 
【目標達成に向けたアクション】 
（１）アンケートと職員によるヒアリング調査により管内小規模事業者の経営実態

の把握と意欲を持つ経営者の掘り起し意欲を持つ小規模事業者のデータベー

スを構築して重点支援の候補を絞り込む。 
（２）事業計画の策定支援及び策定後の実施支援 

重点支援先を中心に職員が直接訪問する活動と窓口相談、セミナー開催後の個

別相談会により 5年間で 240件の事業計画策定及び目標達成に向けた伴走型支
援を行う。 

（３）地域における需要動向調査の定期的な実施 
消費の動向を規定するのは人口の動態とその地域に住む人々の所得と嗜好で

ある。本市地区別の年齢別人口構成割合と地区のスーパーで売られている商品



の種類・価格等を定期的に確認し、そこから地区ごとの消費者の嗜好と所得を

推計して小規模事業者が事業計画を立てる際にアドバイスを行う。データを基

に商圏分析も行う。 
公表されているデータを分析して首都圏の消費者の嗜好及び所得を定期的に

調査する。 
（４）地域資源を活用した新商品開発と販路開拓 

本所はこれまで地元大学、遠隔地の商工会議所、専門家と連携して新商品を開

発してきた。また、マスコミを活用したコストパフォーマンスの高い販路開拓

支援事業等もフリーアナウンサーの指導により大きな効果を発揮している。今

後は IT による情報発信支援、海外進出支援を強化して販路開拓支援を更に強
化する。 

（５）中心市街地の活性化により国内外の交流人口拡大を図る 
ウォーターフロントを含む中心市街地の活性化を行政、下関 21 世紀協会、観
光コンベンション協会とともに取り組んでいる。下関駅前と唐戸市場・水族館

がある両地域の交流人口の拡大に取り組む。唐戸市場は本市最大のインバウン

ド誘引力をもっており周辺の商店街を含め外国人観光客の回遊面積が広くな

るよう支援する。 
（６）職員の資質向上 

中小企業基盤整備機構、日本商工会議所等が主催する研修に補助担当職員 14
名等を受講させるとともに月に２回 PDCAの会議を開き、情報と支援のポイン
トを共有化するようにしている。 
経営相談に資する資格のみでなくインバウンド、外国人の雇用等に関する相談

にも対応できるよう外国語の習得にも挑戦する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

 

（現状と今後の取り組み） 

従前より実施している中小企業景況調査（50 社対象）と新たに実施する小規模

事業者経営課題調査（約 7,000 社対象）により地域の経済動向（業況、売上、利益、

設備投資、雇用）の把握と小規模事業者の経営課題と支援ニーズを収集、分析して

実態に応じた経営支援を行う。 

 

(事業内容) 

① 中小企業景況調査（中堅企業を含む） 
目的：地域の景気動向を把握し、事業活動に役立てることを目的に実施。 

対象：50 社 

方法：経営指導員等による巡回ヒアリングを 6月、9月、12 月、3月に実施 

項目：業況、売上、利益、設備投資、雇用、経営上の課題 

② 小規模事業者経営課題調査 
目的：管内小規模事業者が直面している課題の把握と本所への支援ニーズを掘り

起こすため 

     対象：約 7,000 社 

     方法：1年に 1回アンケート調査を実施 

     項目：○事業所概要（業種、資本金、従業員数、設立年） 

        ○事業所の景況（上半期の実績と下半期の見通し） 

        ○経営環境 

        上半期の実績と下半期の見通し、売上高、販売数量、受注額、設備投資

        借入、経常利益、販売価格、仕入（原材料）価格、在庫、雇用者数など

        ○コアコンピタンス（当社の強み） 

        商品もしくはサービス、販路（IT 活用を含む） 

        ○経営上の問題点 

        売上不振、人材確保難、事業承継、借入過多、人件費の上昇、原材料上

        昇、競合激化 

        ○本所へ希望する支援 

        金融、法律、税務、記帳、決算申告、販路開拓、人材確保、事業承継、

        経営改善、廃業 

  （目標と活用） 

    アンケート調査結果を分析して会報及びホームページで公表する。また、必要な

支援策を企画立案し提言を行う。 

 



 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と今後の取り組み） 

  これまでは融資、補助金等の窓口相談があった場合に個別の分析を行ってきた。

   経営指導員、補助員が管内小規模事業所約 7,000 社を 3年かけて同一事業所を 2 

  回以上訪問して経営者との信頼性を深め、前項１で行うアンケート調査の回収率を

高めるとともに持続的な発展に意欲を持った若手経営者、若手後継者がいる小規模

事業所のデータベース構築に向けた情報収集を行う。（1,000 事業所を目標） 

  また、セミナーの開催後に個別相談会を開き小規模事業者の分析を行う。 

 

(事業内容) 

① 経営指導員 10 名、補助職員 4名が中心となって会員事業所 3,233（平成 27 年 8
月 12 日現在）並びに非会員 3,767 事業所を 3年かけて訪問し、意欲の高い若手

経営者、若手後継者がいる小規模事業者のデータベースを構築し、事業計画策定

支援の候補先を掘り起こす。 

（事業所の概要、後継者の有無、経営上の問題点、組織感情等の収集） 

＊組織感情とは組織全体に波及した感情気分のことであり 2007 年より職場改善

 のポイントとして注目されている指標。 

② 販路開拓、人材育成、商品開発、IT 活用、法律等に関するセミナーを毎年実施
している。今年度よりセミナー終了後に個別相談会を開き経営分析ができる機会

を増やす。 

巡回する際、セミナーをアピールして参加者数を毎年 1割以上増やす。 

③ 毎年、窓口相談者が約 200 名おり、巡回とセミナーを通じて窓口に来られる来場
者を増やすことで経営分析の件数を毎年 3割以上伸ばす。 

 

支援内容 現状 
平成 

28 年度

平成 

29 年度

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

巡回事業者数 2,000 3,500 5,000 5,000 3,500 3,500 

セミナー開催回数 5 ７ ７ ７ ７ ７ 

セミナー参加者数 199 260 300 330 365 450 

経営分析件数 54 80 120 160 210 275 

 

 （目標と活用） 

   巡回を通して構築したデータベースと経営分析した結果を基にして経営課題を抽出

  して課題の解決支援を行うとともに事業計画の策定を促す。 

 

 

 

 

 



 

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、上記(１)の地域経済動向調査、上記(２)の経 

営分析や後述する需要動向調査の結果を踏まえ、事業計画を策定し、本所経営指導員

により、場合によっては専門家と連携して、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。

実施計画中、経営指導員、補助員が中心となって管内の小規模事業所を最低 3回以

上訪問して信頼関係を深め 240 事業所の個別策定支援を行い、その中からモデルとな

る 50 事業所（地域資源を活用した事業展開を行なう卸・小売業者を中心に、地域内の

範となり得る事業所）をピックアップすることを目標とする。 

また、地域経済を活性化し、雇用吸収力を高めるため、本所は平成 12 年度から創業

相談に力を入れてきた（平成 12 年度より 15 年間で約 1,900 名からの相談を受け、約

500 名が創業し、現在も 5割程度の事業者が継続しているものと見込まれる。 

平成 26 年度から行政、市内金融機関との連携を更に深めて創業支援に取り組んでい

る。 

 

  (事業内容) 

①融資相談、巡回指導、小規模事業者持続化補助金・ものつくり補助金等の申請手

続き時や国際化支援、経営革新支援、事業継続相談の際に事業計画策定を促す。 

②事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定の 

指導を行なう。                                                  

③下関市の地域資源を活かした付加価値の高いブランド商品づくりに取り組む小 

規模事業者を掘り起す。 

④ これまで創業セミナーを年２回(１回当り全４回開講)、創業スクールを１回(全
７回)開催し創業希望者の知識向上を図っており、今後も継続して実施する。 

⑤ 個別相談では平均 90 分のヒアリングを行い事業計画を組み立てるヒントを与え
ており、引き続き相談者の不安を解消しながら冷静かつ慎重に計画を立てるよ 

う助言する。                                                     

⑥ 第二創業に関するセミナーや相談会を開催し、小規模事業所の新たな事業分野 
への進出を促す。                                               

 

支援内容 現状 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

セミナー・説明

会開催件数 
3 11 11 11 9 9 

事業計画策定事

業者個別支援数 
15 30 40 50 60 60 

創業支援者数 60 70 75 80 80 80 

第二創業(経営

革新)支援者数 
10 25 30 35 40 40 

 

 

 



４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

    

 今後は創業後のフォローをより強化し、定期的な訪問と決算のチェックを通して支

援強化を図る。 

   

(事業内容) 

① 事業計画策定後に、3ヶ月に１度巡回訪問を行ない、進捗状況の確認を行うと同

時に今後の事業展開について助言を行う。                          

② 事業計画策定後、連携している行政、金融機関と情報を共有し一体化した支援を
行う。                                                          

③ 持続的な経営を図るために事業計画の策定助言とフォローアップを受け入れた 
小規模事業者に対して平成 27 年度に創設予定である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」を紹介し小規模事業者の持続的な発展を支援す

る。                            

④ 創業・第二創業後は、巡回によるフォローとセミナー・講習会等への出席や税 
務相談を呼びかけ伴走型の支援を行ってきたが、引き続き実施する。  

 

 (目標)  

項目 現状 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

他の機関と連携

してフォローア

ップする件数 

3 6 8 10 12 14 

 

 

５．需要動向調査に関すること【支援③】 

 

（現状と今後の取り組み） 

  新たに家計調査年報、下関市統計（人口）、山口経済研究所定期刊行物、西中国信

用金庫調査レポート、市内スーパー各店の品揃えと価格等を基にして需要を分析す

る。個人消費の 3割を占める高齢者の需要動向を特に注視する。 

 また、経済誌を定期的に読み込んで全国、首都圏の消費者の嗜好と所得の推移を把

握することに努める。 

 

（事業内容） 

① 市場規模の分析 
相談を受けた該当商品市場規模について、家計調査年報と下関市世帯数積算して

市内の市場規模、ターゲットとするエリアの市場規模を確認し、相談者や事業計

画策定者に伝える。 

② 売場調査 
経営指導員等が担当地域の量販店や専門店等の売り場を実訪し、主要商品の品揃

えと価格帯を確認して住民の家族構成、所得を推測して事業計画を立てる相談者



に情報提供を行う。 

③ 商圏分析 
下関市が公表しているエリア別、年齢別人口分布の推移から人口動態・状況を分

析して創業者に立地を検討してもらう。 

④ 経済誌による確認 
週刊ダイヤモンド、エコノミスト、東洋経済により管内地域の商品・サービスが

首都圏で受け入れられる可能性がないか、高齢者の嗜好品等をチェックする。 

 

（目標と活用） 

    1 年に 1度管内地域の高齢化率と高齢者の需要動向を分析した結果を本所情報誌

とホームページで発表し、事業計画の策定に役立ててもらう。 

 

 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】 

 

（現状と今後の取り組み） 

    本所は従前より地元大学（水産大学校、東亜大学、下関短期大学）、行政（下関市）、

中小企業基盤整備機構中国支部等と連携して管内地域で最も事業所数と従業員数が

多い食品加工事業所の収益力を高めるためにブランド食品を開発し、マスコミ、商

談会等を活用して販路を開く支援を行ってきた。 

    今後は、首都圏の大手百貨店とコネクションを有している弘前商工会議所を中心

に他地域の商工会議所とともに魅力ある売り場がつくれることをアピールして首都

圏の販路開拓を実現する。 

    首都圏の物産展参加後、WEB により首都圏の消費者に販売し続ける仕組みをつく

れるよう専門家の知見を活用する。 

 

① 新聞社（３大紙及び地元紙）や放送局等マスコミの支局長クラスに参加してもら
い、新たな商品やサービスについて１事業者あたり５分間のプレゼンテーション

を行う。この発表会を契機として売上が伸びた事業所が複数ある。 

② 平成 25 年度より実施している山口県内の商工会議所、商工会会員を対象とした
商談会「ビジネスドラフトやまぐち」に小規模事業者の参加を呼びかけて販路の

開拓を支援する。 

③ ＪＥＴＲＯ山口事務所、中小企業基盤整備機構中国支部国際化支援コーディネー
ター、大阪商工会議所国際部からの協力支援により小規模事業者の海外進出支援

を行ってきた。今後は、海外展開支援に実績をもつ金融機関等と連携を密にして

更なる実績を挙げられるようにする。 

④ SNS の活用を促進するために専門家によるセミナー、個別相談会を開催する。 
 

   （目標と活用） 

     販路開拓の実績を更に高めるためにマスコミ、行政(山口県、下関市)、金融機

    関（山口銀行、商工組合中央金庫）、中小企業基盤整備機構中国支部、JETRO 山口

事務所との連携を更に深める。 

 



 項目 現状 
平成 

28 年度

平成 

29 年度 

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

新商品・新サービス 

発表会参加数(小規模) 
8(2) 8(6) 9(６) 10(7) 11(7) 12(8) 

ビジネスドラフトやま

ぐち参加数(小規模) 
30(3) 40(15) 43(17) 45(20) 48(22) 50(25) 

国際化支援(小規模) 3(1) 4(2) 4(2) 6(3) 8(4) 8(4) 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  （中心市街地の活性化） 

   本市には関門海峡を活かした街づくりをテーマに活動している一般社団法人下関21

世紀協会が民間を主体として 1985 年に設立され街づくりについて調査、提言事業を行

っている。（設立運営に山口銀行、下関市が助力） 

   平成 20 年 10 月 1 日に下関市、下関 21 世紀協会、下関商工会議所、民間企業、自治

会が下関市中心市街地活性化協議会を設立して関門海峡に面しているユニークな中心

市街地（約 215ha）の活性化に取り組んでいる。 

   下関市が 2015 年から 2024 年まで取り組む第 2次下関総合計画の中で大きな柱とな

っている交流人口の拡大を実現するためには協議会が実施する事業が成功するかどう

かにかかっているとの共通認識を官民がともに共有して諸事業に取り組んでいる。 

 

（事業内容） 

（１）中心市街地の交流人口の拡大、活性化に繋がる事業の展開 

下関市中心市街地活性化協議会は、平成 25年 2月に若手まちづくり人材の育成を
目的として、まちづくりに興味のある市民主導によるグループ「市民サロン」を開

設している。 
同サロンでは毎月定例会を開催するとともに、各種ワークショップを開催して 

いるが、今後ともこのワークショップの開催を通じ市民活動の活発化を図ることに

より中心市街地の交流人口を拡大し街の活性化に繋げていく。 
 

 (市民サロン) 

項目 現状 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

登録者数 160 名 175 名 200 名 225 名 250 名 275 名 

 

（２）市民活動の活性化、創業志向者の発掘を目的としたフリーマーケットの開催 

下関駅周辺の賑わいづくりと市民活動の活性化、創業志向者の発掘を目的に、駅前

のオープンスペースを使った「フリーマーケット」を開催する。同マーケットの出店

者のうち開業志向の強い人を対象とした創業支援を行っていく。 

 

 



 (フリーマーケット開催状況) 

項目 現状 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

開催回数 1 1 1 2 2 2 

出店者数 8 15 20 25 30 30 

 

（３）中心市街地の一角を担う「唐戸市場」を活用した交流人口拡大への取り組み 

国から認定を受けた地域資源を活かし付加価値の高い加工食品等を作ることによ

り首都圏・海外への販路開拓に努める。また、唐戸市場に来場する外国人観光客数が

伸びており「美味しい海産物がある」という最大の強みをアピールし交流人口の拡大

に結びつける。25 年度には下関唐戸市場事業者協同組合と共同で外国人観光客と店

員がコミュニケーションを図れるよう外国語会話集（指差しカード）の作成支援を行

った。今後はパンフレットの作成や会話能力の養成面において支援を行う。 

 項目 現状 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

食品に関する

セミナー開催

回数 

1 2 2 3 3 3 

唐戸市場 

外国人観光客

来場者数 

8,000

人 
11,000 人 15,000 人 19,000 人 24,000 人 30,000 人

 

  （やっぱり地元・大好き！下関運動） 

   地元消費の流出を防ぐことを目的に平成 16 年 1 月、下関市、下関市自治連合会、下

関市連合婦人会、下関市女性団体連絡協議会、下関商店街連合会、下関観光コンベンシ

ョン協会、JA 下関、下関 21 世紀協会等を構成メンバーとする連絡会議が設立して地元

消費の活性化、地域資源を活用した商品開発支援に取り組んでいる。 

 

（４）地域を元気にするための地元消費拡大への取り組み 

    近年、大規模小売店の市内進出の影響により、地元商店街における空き店舗の増

加、衰退など都市中心部の空洞化が大きな問題となっており、地域が一体となって活

性化対策に取り組むことが重要になっている。 

 このため本所は、商店や商店街を一層個性的・魅力的なものとするために平成 17

年度から下関市、JA、JC、下関 21 世紀協会、下関観光コンベンション協会、下関市

連合婦人会、商工会、商店街等の協力により、下関市内共通商品券の発行（平成 17

年～21 年、プレミアム付商品券の発行（平成 21 年・22 年・23 年）、しものせき元気

アップ事業（平成 24・25 年・26 年）を実施し、地元消費喚起に向けた活性化対策に

取り組んできた。 

    これまで行なってきた対策を振り返ると、地元小売店の支援のためには、また地元

の購買力を喚起するためには、プレミアム付商品券の発行が最も効果的であり、市民

の要望も強いが、プレミアム部分や諸経費に多くの費用を要し、財政規模の小さな商



工会議所にとっては相当の負担である。27 年度はふるさと創生の予算を活用して総

額 18 億円の商品券発行事業が実施できた。28 年度以降も何らかの施策を講じる必要

があると考えている。 

    

本市小売商業の現状 

    山口県が公表している平成 24 年経済センサスによると下関市内における小売業 

の 24 年の店舗数は 2,761 店となっており、19 年の 3,049 店に比べ、288 店(10.4％)

の減少となっている。売場面積は 24 年の 346,980 ㎡に対し、19 年は 383,770 ㎡と、

36,790 ㎡(9.6％)減少している。24 年の年間販売額は 243,129 百万で、19 年の

293,016 百万と比べ 49,887 百万(20.5％)の大幅な減少となっている。 

    本所の調査によると大規模小売店数は、平成 19 年の 44 店舗から平成 26 年には 

62 店舗と増え続け、占有率は約 7割となっている。 

 

   これまでの活性化対策 

    ・下関市内共通商品券の発券（平成 17 年～21 年 7 月） 

      500 円券、1,000 円券を発券、加盟店 370 店、発券金額 10,792 万円 

    ・プレミアム付商品券の発行（平成 21 年 8 月～23 年） 

      千円券 11 枚セットを 1万円で販売。発行総額 2億 2千万円うちプレミアム分

2千万円。加盟店 21 年 1,015 店、22 年 766 店、23 年 808 店 

    ・しものせき元気アップ事業の実施（平成 24 年～26 年） 

      消費者が加盟店から配布されるシール（500 円買物するごとにシール 1枚）

を応募台紙に貼り 20 枚貼った時点で応募。抽選で本市特産品等が当たる。 

24 年 事業費 1,334 万円、応募枚数 161,018 枚 

25 年 事業費 1,296 万円、応募枚数 179,807 枚 

26 年 事業費 1,374 万円 応募枚数 113,166 枚    

    ・プレミアム付商品券の発行（平成 27 年 7 月～12 月） 

千円券 12 枚セットを 1万円で販売。発行総額 18 億円うちプレミアム分 3億

円。加盟店 1,029 店 

 

（５）地域資源を活用した新商品の開発 

   下関市、専門家と連携して地域資源を活用した高付加価値商品開発支援に取り組

んでいる。最近では獺祭の酒粕を活用した魚の粕漬けなど年間の売上高が 5千万円

に達した商品をプロデュースできた。 

   今後は、市内の複数の地域資源を使った商品（薬膳料理）開発に首都圏在住の専

門家と連携して行う予定。 

 

 

 

 

 

 

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 

    地域資源、事業継承、国際化発展支援については中小機構のコーディネーターと 

定期的に情報交換を行なう。創業については、下関市が事務局を務めている創業者支

援の連携会議において市内の金融機関等と定期的に情報交換を行なう。 

    また、本所は、市内で活躍している専門家(弁護士、弁理士、中小企業診断士、社

会保険労務士、税理士)と信頼関係を持っており、緊急の課題が発生した際にアドバ

イスが受けられる体制を築いている。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   山口県下商工会議所職員を対象にした職員研修、日本商工会議所が主催するＩＴ

活用や創業支援関連研修等、中小企業大学校が主催する経営指導員研修や本所が主

催する税務・経営等の各種セミナーへ経営指導員等が毎年参加し、企業支援に必要

な実務知識を修得している。 

   26 年度は若手職員を対象にした財務とマーケティングをテーマにした座学を中小

企業診断士が講師となって 19 回にわたって実施した。 

    来年度も職員を対象に小規模事業所を支援する実務知識習得を目標とした勉強会

を開催する。 

    また、組織に有しているノウハウの共有化を進めるためにベテラン職員を講師と

   した勉強会を第一金曜日に開く。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに 

   本計画を遂行するためにＰＤＣＡを徹底する。 

 

  （事業内容） 

①第１、第３金曜日に支援事業に係る職員が集い、情報の共有化を図るとともに 

ベテラン職員から若手職員に対するアドバイスを行い支援能力を高める。 

②中小企業診断士を講師とし、半年に１回職員が支援案件を発表する。その際 

    中小企業診断士より講評を得ることで、支援能力を更に高める。 

③中小企業診断士、税理士、市役所幹部、マスコミ関係者、女性経営者等により 

事業の実施状況、成果の評価・見直しを半年に 1回行う。 

④常議員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果については、3月末の総会へ報告し、承認を 

受ける。 

⑥事業の成果・評価・見直しの結果を本所のホームページで公表する。

(http://www.shimonoseki.cci.or.jp/) 

 

 

 

 



（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 27 年 8 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(職員 23 名) 

 

経営発達支援事業を実施するための人員 

   中小企業相談所の人員 13 名(経営指導員 10 名、補助員 2 名、記帳専任職員 1 名)

と総務部配置職員 1名(補助員)等が実施にあたる。 

       

      一般職員     9 名 

      経営指導員   10 名  

      補助員        3 名 

      記帳専任職員   1 名 

      

 

（２）連絡先 

     下関商工会議所 経営支援部 

      山口県下関市南部町 21-19 

      TEL 083-222-3333 FAX  083-222-4094 

      URL http://www.shimonoseki.cci.or.jp/ 

 

 

 

  

会頭 専務理事 事務局長 

中小企業相談所

総務部 

振興部 

経営支援部

8名 

8名 

6名 



（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位：千円） 

 平成 28 年度 

(28年4月以降)

平成 

29 年度

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度

必要な資金の額 10,500 9,500 9,300 9,300 9,100 

 

小規模企業対策事業費 

個別相談開催費 

セミナー開催費 

販路開拓事業費 

地域活性化事業費 

職員研修費 

市内交通費 

会議費 

情報収集・提供費 

雑 費 

 

  960 

2,100 

1,600 

2,600 

1,000 

  800 

  300 

1,000 

  140 

 

 

  960 

2,100 

  900 

2,600 

1,000 

  800 

  300 

  700 

  140 

 

 

  960 

2,100 

  900 

2,600 

800 

  800 

  300 

  700 

  140 

 

  960 

2,100 

  900 

2,600 

  800 

  800 

  300 

  700 

  140 

 

  960 

1,900 

  900 

2,600 

  800 

  800 

  300 

  700 

  140 

 

 

調 達 方 法 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（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．意欲ある小規模事業者の情報共有化と情報交換の実施 

  本所が事務局機能を担い、県・市、政府金融機関、民間金融機関、マスコミ、観 

光コンベンション協会、大学等が集い情報交換を行い、意欲ある小規模事業者を地 

域で成長させる土台をつくる。 

 

２．創業支援  

  下関市、市内にある金融機関 4行、下関市商工会と連携して年間 200 件の創業支 

援を目標に取り組むこととする。 

 

３．東アジア経済交流促進 

    中国、韓国７都市の情報収集を行い、所得の中間層の数、ライフスタイルを把握 

 する。これらの地域の市民に下関の魅力を発信してインバウンドの集客増加に結び 

つける。 

連携者及びその役割 

 

･山口県           県知事 村岡嗣政  山口県山口市滝町 1-1 

083-922-3111 

･下関市                     市 長 中尾友昭   山口県下関市南部町 1-1 

083-231-1111 

･株式会社 日本政策金融公庫  総 裁 細川興一    東京都千代田区大手町 1-9-4 

0120-154-505 

･株式会社 山口銀行         頭 取  福田浩一    山口県下関市竹崎町 4-2-36 

083-223-3411 

･株式会社 西京銀行         頭 取  平岡英雄    山口県下関市平和通 1-10-2 

0834-22-7676 

･西中国信用金庫           理事長 村上幸男   山口県下関細江 1-1-8 

083-223-3461 

･下関市商工会              会 長 杉井幸太郎 山口県下関市豊浦町大字吉永 1861-1

083-772-0625 

･東アジア経済交流推進機構 

北九州市総務企画局国際部アジア交流課       福岡県北九州市小倉北区城内 1-1 

093-582-2162 

･下関市立大学            理事長  萩野喜弘   山口県下関市大学町 2-1-1 

083-252-0288 

･梅光学院大学               学 長  樋口紀子   山口県下関市向洋町 1-1-1 

083-277-1000 

※それぞれの機関の役割は、「連携体制図」に記載しています。 

連
携 



連携体制図 等 

 

下関スモールビジネス 元気アップ連絡会(仮称) 

 

下関商工会議所 

●山口県 
●下関市 

●日本政策金融公庫 
下関支店  
国民生活事業 ●観光コンベン 

ション協会 
 

●民間金融機関 
山口銀行 

  西京銀行 
  西中国信用金庫 

●大学 
 下関市立大学 
 梅光学院大学 
 東亜大学 

●専門家 
中小企業診断士 
税理士 
弁護士 
弁理士 

●東アジア経済交流推進

機構 

【役割】 
地域経済動向の情報共有 
経営安定特別相談事業の実施 
経営革新計画策定の支援 等 

【役割】 
創業支援の情報共有と共同事業実施 
商店街等市街地商業活性化 
地域振興イベント等 

【役割】 
事業計画の策定支援 等 

【役割】 
インバウンドの促進 等

【役割】 
観光振興 
インバウンド促進協力 等 

【役割】 
地域経済動向の情報共有 
創業補助金の申請支援 
商談会促進支援  等 

【役割】 
調査・研究 等 

【役割】 
地域経済動向の情報共有 
金融機関の実施 
経営革新計画策定の支援 等 

連携

連携

連携
連携

連携

連携

連携
連携


