
経営発達支援計画の概要 

実施者名 宇部商工会議所（法人番号２２５０００５００２１８８） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

宇部市が行った将来人口推計では、２０年後には現在の人口（１７万人）が

３万人減少する予測がでています。宇部市民の１人あたりの所得を３００万円、

平均消費性向を８０％とすると、人口減少に伴い約７２０億円の市場がなくな

ることを意味しています。即ち、小規模事業者１事業所あたりの年間商品販売

額を仮に３，０００万円とした場合に、約２，４００事業所（現在の市内の全

事業所数の約４割）が市場からの退出を余儀なくされることになります。 

当所の経営発達支援計画は、第４次宇部市総合計画（平成２２年度～平成

３３年度）における産業振興ビジョンの中長期的な振興目標を踏まえ、厳しい

経営環境の中、市内小規模事業者の持続的発展を支えていくために、経営発達

支援事業を通じて、小規模事業者の経営計画策定を５年間で９５５社支援しま

す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 
地域の経済動向調査に関すること【指針③】

・市内の小規模事業者が肌で感じている地域

景況感が調査結果に表れる経済動向調査 

・「宇部商工会議所地域経済分析ソース」に

よる地域経済動向の情報共有 

・地元金融機関や市を交えた「宇部市経済動

向ダイジェスト版」の作成 

 

経営状況の分析に関すること【指針①】 

・目的意識を持った経営指導員等の巡回窓口

指導による経営分析ニーズの掘り起こし 

・連携者からの斡旋による経営分析ニーズの

掘り起こし 

・経営分析結果による「とんがった技術・ノ

ウハウ」の発掘 

 

事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・窓口巡回指導やセミナーによる事業計画策

定ニーズの掘り起こし 

・小規模事業者類型別支援モデルによる類型

Ⅱ～Ⅳの事業再生計画の策定 

・「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規

模事業者の事業計画策定支援 

事業計画策定後の実施支援に関すること【指針

②】 

・巡回窓口指導による事業計画策定支援先のフォ

ローアップ 

・専門家派遣によるフォローアップ（事業計画書

の修正） 

・小規模事業者類型別支援モデルによる類型Ⅱ～

Ⅳの事業再生計画のフォローアップ 

・「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事

業者のフォローアップ 

 

需要動向調査に関すること【指針③】 

・需要動向調査（個社支援） 

・需要動向調査の仕方についてセミナーの開催 

・「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事

業者への重点的需要動向調査 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

【指針④】 

・商談会やイベントを活用した新規需要開拓支援

・商談会やイベント以外の新規需要開拓支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
【中心市街地活性化】 

・まちづくり会社設立による中心市街地の活

性化 

・ワンコインスタンプラリーによる地域商業

の活性化 

【地産地消】 

・ふるさと地産地消フェアの実施 

【観光資源】 

・当市を代表する「ときわ公園」の利活用 
・産業観光ツアー 

【産学連携による新産業の創出】 

・産業団地進出企業と地場企業のマッチング 

・新製品新技術モデル発注制度による小規模事業

者の新しい取組みの支援 

連絡先 宇部商工会議所中小企業相談所 ＴＥＬ：０８３６－３１－０２５１ 



 （別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

■山口県宇部市の現状 

Ⅰ．概要 

・本州西端にある人口１７万人の工業都市です。 

・陸海空全ての交通アクセスが整備されています。 

・工学系の大学等があり産学公連携に取り組む風土が定着しています。 

  

宇部市は本州西端の山口県の南西部（図１の灰色部分）に位置し、市の南側は瀬戸内

臨海工業地帯のコンビナート群が立ち並ぶ、人口約１７万人の工業都市です。 

当市の交通アクセスは図１のように極めてよく、鉄道は山陽本線及び地元のローカル

線が東西に走り、高速道路は山陽自動車道が市の中央部を横断し、海辺には重要港湾で

ある宇部港があり、山口宇部空港も市街地から車で１０分の距離にあるなど、陸海空全

ての交通アクセスが整っています。 

 

また、山口大学医学部・工学部、山口東京理科大学、宇部工業高等専門学校などの工

学系の教育機関が集中し、山口県産業技術センターや山口県メカトロセンターなどの公

的な試験研究機関が所在しているなど、産学公による研究開発や人材育成を行いやすい

インフラが整備されています。 

 

今日の宇部市発展の

礎は、明治期以降の石炭

産業の振興により築か

れましたが、急速な工業

化に伴い、ばいじん降下

による大気汚染などの

公害問題が過去発生し

たため、産学官民一体と

なり環境改善に取り組

んできました。平成９年

には国連環境計画から

「グローバル５００賞」

を受賞し、現在では循環

型社会の構築などに幅

広く取り組む「環境共生

都市づくり」を全市挙げ

て推進しています。 
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Ⅱ．人口の推移 

・当市の人口は年１，０００人の割合で減少しており、１５歳以上から６４歳までの

労働力人口の割合が減少していく一方、６５歳以上の高齢者の割合が２５％と年々

比率が高くなってきています。 

・宇部市の将来人口推計では、これから２０年後の平成４７年度には当市人口の約２

割にあたる約３０，０００人が減少します。 

 

図２のように、当市の人口は１９９５年をピークに右肩下がりに減少しており、特に

２００５年から２０１０年までには年１，０００人の割合で減少していますが、逆に世

帯数は増加しています。 

図３のように、当市の人口構成比をみてみると、１５歳以上から６４歳までの労働力

人口の割合が減少していく一方、６５歳以上の高齢者の割合が２５％と比率が高くなっ

てきています。 

すなわち、当市内における高齢化が進んでおり、高齢者の単身世帯が増加していること

が云えます。 

 

 
 

また、図４のように、当市の将来人口を推計してみると、２０年後には当市の人口が

約３０，０００人減少することになります。 
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Ⅲ．産業の現状 

１．工業 

・当市の製造品出荷額等（従業員４名以上の事業所）は４，７８２億円で、産業別構

造別にみると第三次産業の割合が約８割で最も多いのですが、第２次産業、特に

大手化学メーカーに生産や雇用面で依存度が高いことが特徴です。 

・製造品出荷額等はここ数年減少傾向にあり、特に雇用面では大手半導体メーカーの

リストラ等により従業者数が減少しています。 

 

 宇部市の産業の現状は、工業都市を象徴するように製造品出荷額等（従業員４名以上

の事業所）が４，７８２億円、年間商品販売額が３，１８７億円となっており、製造品

出荷額等の方が年間商品販売額を上回っています。 

 平成２４年度の当市製造品出荷額等を日本産業分類中分類別にみてみると、化学の出

荷額等が総出荷額等の約６割を占め、１事業所あたりの製造品出荷額等や１従業員あた

りの粗付加価値額の全体平均を大きく引上げています。すなわち、当市の製造品出荷額

等や雇用面において大手化学メーカーへの依存度が極めて高いことが特徴です。 

 しかしながら、図５のように製造品出荷額等・事業所数・従業者数の過去１０年間（平

成１５年度＝１００）の推移をみてみると、製造品出荷額等は平成２０年度まで右肩上

がりの増加を続けたものの、リーマンショック後の平成２１年度に約７００億円減少

し、その後５，０００億

円台まで回復したもの

の、その後は減少傾向に

なっています。 

 また、事業所数につい

ては平成１５年度の８

４％、従業者数は平成１

５年度の９１％まで減少

しています。特に、従業

者数の減少については大

手半導体メーカーが経営

再建のため、早期退職者

を募ったことなどが大き

く影響しています。 

 
 

一方、当市の産業別構造は、図６のように第一次産業の割合が事業所数、従業員数共

に全体の０．３％と極めて低く、第三次産業の割合が８０％超と最も高く、年々割合が

増加しています。しかしながら、第二次産業は事業所数では全体の１６％に過ぎないに

も拘わらず、従業員数では２４％を占めており、第二次産業の雇用依存度が高くなって

います。 
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２．商業 

・当市の年間商品販売額は３，１８７億円で、この内訳は卸売業１，８７４億円

（５８％）、小売業１，３１３億円（４２％）となっています。 

・卸売業については「飲食料品」などの消費財の割合が他都市に比べて低く、生産財

 の割合が高いことが特徴です。 

・小売業については、事業所数・従業者数・売場面積が減少しています。 

・当市の購買が市外に流出する割合が高くなり、流出型購買都市構造になっています。

 

当市の年間商品販売額は３，１８７億円で、この内訳は卸売業１，８７４億円（商業

年間商品販売額の５８％）、小売業１，３１３億円（同４２％）となっています。 

当市商業の特徴としては、図４のように、山口県内の他都市と卸売業の年間商品販売

額を比較してみると、「飲食料品卸売業」の割合が低く、「建築材料・金属材料等の卸売

業」の割合が多いことがわかります。（建築材料・金属材料等販売額シェア：宇部市

４２％、下関市２０％、山口市１４％） 

即ち、当市の卸売業年間商品販売額の半分近くが、生産財で占められており、地元大

手化学メーカー関連向けの資材やプラントメンテナンス用部材の調達の依存度が高い

ことが云えます。 
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一方、当市小売業の実態（平成２４年度）を図８のように平成１９年度の統計データ

と比較してみると、次のようなことが云えます。 

（１）事業所数は１，１３６事業所で、平成１９年度調査と比較すると約２割にあたる

３２８事業所が減少しています。 

（２）従業者数は７，２０２人で、前回調査よりも約３割減少しています。 

（３）年間商品販売額は前回調査よりも約１３％減少、売場面積は前回調査よりも  

約１５％減少しています。 

（４）しかし、１㎡あたりの年間商品販売額及び１人あたりの年間商品販売額といった

労働生産性は数値が改善されています。 

 

  

 

（５）また、図９のように、当市の顧客吸引率を隣市と比較してみると、隣市の顧客吸

引率が横ばいなのに対し、当市の顧客吸引率は６％も低下し、インターネットな

どの無店舗販売の影響もありますが、購買が市外に流出する割合が高くなってい

ます。 
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■山口県宇部市の課題 

前述の「当市の人口が２０年後に３０，０００人減少する」という経済的な意味を考

えてみると、市民１人あたりの所得を３００万円、平均消費性向を８０％とすると、約

７２０億円（＝300 万円×30,000 人×平均消費性向８０％）の市場がなくなることを意

味しています。 

 仮に、小規模事業者１事業所あたりの年間の販売額を３，０００万円とした場合、２

０年後には当市において約２，４００の小規模事業者が廃業することに繋がります。 

 

 即ち、人口減少がこのまま進むと税収減や社会サービスの低下といった行政サイドの

問題だけではなく、事業所数や従業者数の減少といった市内産業の衰退、特に地域に根

付いた小規模事業者の廃業により周辺住民の日常生活に必要なサービス機能の維持が

困難になっていき、宇部市全体の活力が失われることに繋がります。 

 

そこで、宇部市では人口減少の幅を抑制し、持続可能な都市づくりを目指すために、

「宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、市民だけでなく産学公など「地

域の力」が一体となって、宇部市の創生に取り組んでいます。 

「宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられている１０年後の主な中長期

的な基本目標及び目標指標は次のとおりです。 

（１）安定した雇用を創出する。 

    目標指標・・・雇用創出数２，７００人 （現状１，２７３人） 

           市内総生産６，１００億円（現状６，１００億円） 

 

（２）新しい人の流れをつくる。 

    目標指標・・・転出超過数を３６０人に抑える。 
           （注）転出超過数とは市外への転出者から市内への転入者を減算 

した数値のことで、現在、当市の転出超過数は７２１人です。

 

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。 

    目標指標・・・女性就業率７３％    （現状６８．５％） 

 

（４）「にぎわいエコまち計画」に基づく都市基盤の整備 

    目標指標・・・中心市街地の定住人口７，１００人（現状６，２９９人） 

           中心市街地の休日一日あたりの通行者数１５，５００人／日

                           （現状９，３８２人／日）

 

■小規模事業者の振興のあり方と目標 

宇部商工会議所は、地域の唯一の総合経済団体として、宇部市の創生に向けて宇部市

との連携を密にし、当市の経済を下支えしている小規模事業者の経営力の底上げを行う

と共に、特に新規性や成長性に富んだ製品・サービス・ノウハウ等（とんがった技術・

ノウハウ（注１））を取り扱っている小規模事業者を重点支援先として位置づけ、連携者

（宇部市、大学、金融機関など）と協力しながら、経営指導員だけでなく全所挙げて市

内小規模事業者が持続的発展できるような伴走型支援に取り組んでいきます。 
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また、数値目標については、５年間で９５５社の事業計画策定を支援し、事業計画の

策定や実行により小規模事業者が企業成長することで、当市の目標としている雇用創出

や市内総生産の拡大を図れるようにします。 

 
（注１）県外や海外で外貨を獲得できる事業所 

当所では、県外や海外で外貨を獲得できる事業所を「とんがった技術・ノウハウをもつ小規模事業者」と

定義します。（提唱者は当所前会頭）「とんがった技術・ノウハウをもつ小規模事業者」とは、製造業に限

らず、自社の強み（技術力、ノウハウ、特許、ブランド力など）を生かし、新製品の開発や販路開拓など

を行い、既存の取引先以外から外貨を獲得できる小規模事業者のことです。 
 当所で現在、「とんがった技術・ノウハウ」として支援している小規模事業者は次のとおりです。 
 ・角ものの金型部品の加工技術を生かし、大学と連携し医療・航空分野に進出する製造業者。 

 ・マタニティウェアの自社ブランドを開発するアパレルのインターネット通販業者。 

 ・輸入壁紙の施行販売を新事業として取り組む下請内装業 

 ・アスファルト舗装材の開発に取り組んでいる砂利採掘業 

 ・３次元トンネル設計の開発に取り組む創業予定者など 

 

■重点支援課題・目標 

（１）新製品開発等の新事業展開やビジネスモデルの再構築により企業成長を図りたい

小規模事業者の事業計画策定支援 

    目標・・・５年間で９５５社 

   うち、大学等と連携することで大きな成長が期待できる「とんがった技術・ノウ

ハウ」の発掘件数（事業計画策定支援件数） 

    目標・・・５年間で１３８社       

 

（２）雇用創出効果の高い創業者の事業計画策定支援 

    目標・・・５年間で２２０社 

 

（３）雇用創出効果の高い経営革新承認認定支援（事業計画策定支援） 

    目標・・・５年間で７５社 

 

（４）商談会やイベントを活用した新規需要開拓やマッチング支援 

   【目標】 

    県内のＢｔｏＢ商談会／参加者数  ・・・５年間で２３５社 

              ／商談件数  ・・・５年間で５８５件 

              ／成約件数  ・・・５年間で１１５件 

    地元イベントへの出展／出展者数  ・・・５年間で１６０社 

              ／販売目標金額・・・５年間で３，２００万円 

    県外、海外の商談会 ／参加者数  ・・・５年間で９５社 

              ／商談件数  ・・・５年間で９５０件 

              ／成約件数  ・・・５年間で９５件 
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■目標達成に向けた経営発達支援事業の実施方針 

 宇部商工会議所では、山口県や宇部市をはじめとした連携者と協力し、経営改善普及

事業（金融や税務などの巡回・窓口指導、セミナーなどの集団指導）を通じて、小規模

事業者の経営基盤の充実や地域経済の発展に寄与してきました。 

この度、経営発達支援計画を推進していくにあたり、従来から実施している巡回・窓

口指導などの拡充による小規模事業者の事業計画策定ニーズの掘り起こしに努め、経営

指導員だけでなく一般職員を含めた職員の資質向上（経営分析力や事業計画策定能力な

どのスキルアップ）を図ることにより、小規模事業者が事業計画の策定や実施により企

業成長できるように全力で支援します。 

 また、小規模事業者の経営分析を行う際、大学等との連携で多く企業成長できるよう

な「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業者の発掘に努め、重点支援を行って

いきます。 

 

また、宇部商工会議所では、小規模事業者が段階的に成長できるように、小規模事業

者を財務状況に応じ４つの類型（図１０参照）に分け、小規模事業者の経営分析や事業

計画策定などにおいて類型別支援を行います。 

類型別支援とは、赤字や債務超過のある企業については新製品開発などの新事業を展

開する際、先ず赤字や債務超過の解消に係る事業計画を策定・実施し、赤字や債務超過

解消の目処がたった時に初めて、新需要開拓などの新事業展開に係る事業計画策定に着

手する段階的支援方法のことです。 
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類型別支援を行う背景としては、例えば、赤字や債務超過を抱えている小規模事業者

が、「やる気がある」というだけで、新製品開発や海外展開を行っても、事業主自身が

日々の資金繰りなどに追われ、新事業展開のための労力や資金を割けず、なかなか成果

を出すことができないことをこれまで指導現場で数多く経験してきたからです。 

類型Ⅰ・・・資産超過、黒字企業 

          新製品の開発や新分野への進出により、競争力の高い小規模事業

者へ成長できるような事業計画書の作成等を連携者（主に税理士や

中小企業診断士）と一緒に支援します。 

   類型Ⅱ・・・資産超過、赤字企業 

 新製品の開発等の新たな取り組みを着手する前に、小規模事業者

の収益体質を黒字に転換できるような事業計画書の作成等を連携 

者と一緒に支援します。 

   類型Ⅲ・・・債務超過、黒字企業 

          新製品の開発等の新たな取り組みを着手する前に、小規模事業者

の資金繰りを円滑にできるような事業計画書の作成等を連携者と 

一緒に支援します。 

   類型Ⅳ・・・債務超過、赤字企業 

 連携者と一緒に小規模事業者の再生計画を支援すると共に、法的

な整理を含めた対応を行います。 

 

 また、経営発達支援事業を市内小規模事業者に広く周知するために、会員限定の商工

会議所の機関誌による広報だけでなく、当所ホームページや地元新聞をはじめとするメ

ディアへのパブリシティや巡回・窓口指導を通じた非会員小規模事業者への事業周知を

徹底し、事業計画策定ニーズの掘り起こしに努めます。 

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（２０１６年４月１日～２０２１年３月３１日の５

年間） 

 

 

（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] 

 

[現状と課題] 

 経営指導員等が地域の経済動向を的確に把握し、地域内の小規模事業者に地域内の経

済動向を踏まえた経営戦略をアドバイスすることは経営発達支援事業を行う上で極め

て重要です。 

現在、当所では全国的な景況調査（「中小企業景況調査（四半期毎）」と「ＬＯＢＯ調

査（毎月）」）を市内中小企業者に対して行っていますが、当地域内の小規模事業者のサ
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ンプル数が少ないことと、調査結果が隣市を含めた広域のデータとなっているために、

調査結果と当地域内の小規模事業者が肌で感じている景況感とでは、業種によってはか

なり乖離する場合がありました。 

また、経営指導員等が小規模事業者の事業計画の策定を支援する場合、国・県・市な

どの統計データを独自に情報入手し、小規模事業者の支援ツールとして活用しますが、

他の経営指導員と情報共有することもなく、組織全体として非常に非効率なデータの運

用方法でした。 

さらに、これまで統計データを基に、宇部市や金融機関等とディスカッションをする

こともなく、地域全体として地域の経済動向を情報共有できている状況とはとてもいえ

ませんでした。 

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

（１）市内の小規模事業者が肌で感じている景況感が調査結果に表れる経済動向調査 

全国的な調査（ＬＯＢＯ調査、中小企業景況調査）と当所オリジナル調査を組み合

わせて集計し分析することで、宇部市の景況感が全国平均や山口県内平均と比べて、

どの程度乖離があるのかを市内小規模事業者に情報提供することができ、市内小規模

事業者の設備投資や雇用、取引条件の変更などの目安にしてもらうことを目的に次の

３種類の景気動向調査を行います。 

 

①宇部版中小企業景況動向調査 

□目標 

・市半期毎（年４回） 

□情報収集を行う項目 

・売上高、経常利益、仕入単価、従業員、業況、資金繰り等のＤＩ値 

 □調査分析を行う手段・手法 
  ・サンプル数は市内中小企業１５０社（うち小規模事業者約８０社） 
・製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業の業種別に集計分析を行います。

・調査方法はファックスです。 
・データの入力、集計、分析は当所で全 
て行います。 

・図１１のように後述の中小企業景況調 
査のデータを活用すれば、当市のオリ 
ジナル景況動向をレーダーチャート 
にすることができます。 

 □成果の活用 
  ・小規模事業者にとって、当市のみの景

況感を知ることができ、今後の事業展

開に生かすことができます。 
  ・調査結果は当所の機関誌だけでなく、 

地元新聞社に記事として掲載しても 
らい、会員ではない市内小規模事業者 
に広く周知することができます。 
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②中小企業景況調査 

 □目標 

  ・四半期毎（年４回） 

□情報収集を行う項目 

・売上高、経常利益、仕入単価、従業員、業況、資金繰り等のＤＩ値 
□調査分析を行う手段・手法 
・サンプル数は全国で約１９，０００社（当市内のサンプル数は４０社） 
・製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業の業種別に集計分析を行います。

・調査方法はファックスです。 
・データの入力は当所で行ますが、集計・分析は中小企業基盤整備機構が行います。

□成果の活用 
・調査結果は中小企業基盤整備機構や山口県商工会議所連合会から四半期毎に各種

媒体で公表され、小規模事業者が全国や都道府県別の景況感を知ることで今後の

事業活動の参考にすることができます。 

  ・宇部市に対して調査報告書を四半期毎に情報提供し、情報共有します。 

 

③ＬＯＢＯ調査 

 □目標 

  ・毎月１回（年１２回） 

□情報収集を行う項目 

（固定項目）売上高、経常利益、仕入単価、従業員、業況、資金繰りのＤ１値 
（付帯項目）月別にテーマが変わります。（例：設備投資、採用、賃金など） 
□調査分析を行う手段・手法 
・サンプル数は３，１００社（当管内のサンプル数５社） 
・調査方法はファックスです。 
・集計は日本商工会議所が行います。 
□成果の活用 
・企業を取り巻く経営環境や直面する課題等の現状を示すデータとして、経済対策

に関する政策提言・要望活動に活用されています。 
  ・宇部市に対して調査結果を情報提供し、情報共有します。 
 
（２）「宇部商工会議所地域経済分析ソース」による情報共有 
経営発達支援事業を行う支援ツールとして、経営指導員等が小規模事業者の支援過

程で収集した以下の公的経済動向結果を収集し、当所イントラネットに「宇部商工会

議所地域経済分析ソース（図１２参照）」として情報をアップし、分析を行った経営 

指導員以外の誰もが簡単に経済分析ソースを容易にアクセスできるようにします。 
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□目標 

 ・白書等が発表される毎年５月頃は大掛かりなデータ更新を行います。（年１回） 

 ・経営指導員等が支援過程で活用した情報ソースは不定期にアップします。 

□情報収集を行う項目 

・小売業や卸売業の中分類別年間販売額や事業所数、店舗面積等（商業統計調査、

経済 センサス） 

  ・工業の中分類別事業所数や製造品出荷額、従業者数等（工業統計調査） 

  ・県内市町村別地元購買率、主な購入先等（山口県の買物動向調査） 

  ・県内の消費、輸出、投資、雇用等（山口県の経済動向） 

  ・県内市町村別の総生産等（山口県市町村民経済生産） 

  ・サービス業の中分類別事業所数、売上等（経済産業省特定サービス産業実態調査）

  ・産業マップ、人口マップ、自治体比較マップ、農林水産業マップ（地域経済分析

システムＲＥＳＡＳ、まち・ひと・しごと創生本部） 

  ・校区別や性別、年齢別人口や事業所数、主要施設の来場者数等（宇部市統計書）

  ・各種白書（中小企業白書、レジャー白書、ものづくり白書等）など 

□調査分析を行う手段・手法 
 ・経営指導員等がホームページ上で活用した情報ソースを当所イントラネットに 

「宇部商工会議所地域経済分析ソース」として情報をアップします。 

□成果の活用 
 ・地域経済動向の情報ソースを経営指導員等が容易に入手することができ、小規模

事業者の事業計画策定支援時間が大幅に短縮できます。 
・経営指導員等の地域経済動向を情報収集しなければならないという意識が向上し

ます。 
 

（３）地元金融機関や市を交えた宇部市経済動向ダイジェスト版の作成 

  前述（１）の各種景気動向調査や経営指導員等が情報収集した各種地域経済動向デ

ータを基に、地元経済動向について地元金融機関や宇部市、専門家（中小企業診断士）

と協議の上、宇部市経済動向ダイジェスト版を２年以内に作成します。 

□目標 

 ・地元金融機関や宇部市との打ち合わせは四半期に１回 

 ・年に１回報告書（ダイジェスト版）を発行（２年以内に実施） 

□情報収集を行う項目 

 ・市内小規模事業者の実態や今後の方向性（中小企業白書などを引用） 

・市内の景況感、総生産、事業所数、従業者数、雇用、設備投資などの経済指標 

・市内小規模事業者の設備投資、雇用、融資貸出高など（金融機関情報） 

□調査分析を行う手段・手法 
 ・地元金融機関や宇部市の会合を四半期に１回行い、市内の経済動向について分析

を行います。 

□成果の活用 
 ・報告書（ダイジェスト版）については地元新聞社の紙面に記事を掲載してもらっ

たり、当所ホームページ、宇部市ホームページなどにアップし、市内小規模事業

者が地域経済動向を容易に情報入手できるようにします。 
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【５年間の目標】 

 

 

２．経営情報の分析に関すること[指針①] 

 

[現状と課題] 

 経営指導員等が、小規模事業者の抱える販路拡大や新商品・新サービスの開発といっ

た課題解決に取り組む際、小規模事業者を取り囲む外部環境や小規模事業者の内部環境

（経営者の強み、弱み）についていかに効果的に情報収集し、的確な経営分析を行うこ

とが重要です。 

 しかし、単に窓口や巡回の件数だけ増やすのではなく、経営指導員等が「経営分析を

行って、貴社の経営力向上のお手伝いをします。」という目的意識がなければ、忙しい

小企業事業者のジャマになるだけで、成果を挙げることはできません。  

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

（１）目的意識を持った経営指導員等の巡回・窓口指導による経営分析ニーズの掘り起

こし 

□支援に対する考え方 

・経営分析の必要性について、小規模事業者や創業予定者等に対して巡回・窓口指導

を活用して、徹底的に「事業計画策定ニーズ」の掘り起こしを行います。 

 ・特に、大学等との連携で大きく企業成長できるような「とんがった技術・ノウハウ」

をもつ小規模事業者の発掘に努めます。 

 ・経営分析のヒアリングには、経営指導員等が効果的にヒアリングできるように「経

営分析シート（図１３参照）」を活用します。 

・経営指導員等に目的意識を持たせるために経営指導員等１１名（経営指導員７名、

 補助員２名、記帳専任職員２名）に経営分析件数／月の目標値を設定します。 

 □支援対象 

 ・巡回や窓口指導の相談件数（数値は平成２６年度ベース）うち次のテーマで関与し

た小規模事業者や創業予定者を支援対象とします。 

 経営一般 ９１８件／年 

   経営革新 １８３件／年 

   金融相談 ７６４件／年 

   事業承継  ２０件／年 
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 □目標および支援数（経・・・経営指導員、補・・・補助員、記・・・記帳専任職員）

   経営一般 １８２件／年（９１８件×２０％） 
               経・・・１６８件（７名×２件／月×１２ヶ月） 
                  補・・・ １０件（２名×５件／年） 

                  記・・・  ４件（２名×２件／年）           

   経営革新  ３０件／年（１８３件×約２０％） 
               経・・・ ２８件（７名×４件／年） 
                  補・・・  ２件（２名×１件／年） 

   金融相談 １５２件／年（７６４件×２０％） 
               経・・・１４０件（７名×２０件／年） 
                  補・・・ １２件（２名×６件／年） 

   事業承継   ４件／年（２０件×２０％） 
               経・・・  ４件（中小企業相談所長４件／年） 

 □情報収集等を行う項目（宇部商工会議所経営分析シート記載項目） 

 ・企業概要（設立年月、店舗の場所、立地、会社の歴史、従業員の構成、商品・サー

ビスの特徴、売上ベスト５、利益ベスト５） 

 ・顧客ニーズと市場の動向（現在の顧客像、顧客の困りごと、ライバル店の数・動向）

 ・自社や自社の提供するサービスの強み（価格、プロモーション、ノウハウ、経営者

の人脈、資金力など） 

 ・経営方針と今後の目標 

 ・財務状況（借入金の額と月額返済金額、売上高・利益、債務超過かどうかなど） 

 
□成果の活用 

・経営分析を行うことで、小規模事業者が自社課題を定量・定数的に把握できる絶好
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の機会となります。 

 ・経営分析のプロセスを通じて、専門家（中小企業診断士や金融機関など）の意見を

聞くことで経営指導員等のスキルアップに繋がります。 

 

（２）連携者（金融機関、宇部市など）からの斡旋による経営分析ニーズの掘り起こし

□支援に対する考え方 

・市内の金融機関や宇部市などの協力を得て、経営分析ニーズを希望する小規模事業

者を斡旋してもらいます。 

 □支援対象 

 ・次の連携者の窓口を訪れた経営分析を希望する小規模事業者１２０件 

   市中金融機関 ７２件（３金融機関×２件／月×１２ヶ月） 

   宇部市    ２４件（２件／月×１２ヶ月） 

   中国税理士会 ２４件（２件／月×１２ヶ月） 

 □目標および支援数 

・７２件（支援対象１２０件×７０％） 

 □情報収集等を行う項目 

・前述の宇部商工会議所経営分析シートに記載している項目です。 

 □成果の活用 

・経営指導員等が経営分析を行い、事業計画や経営再建計画を策定することで、金融

機関や宇部市の融資に申し込む機会が生まれ、小規模事業者や連携者にとってメリ

ットがあります。 
 

（３）経営分析結果による「とんがった技術・ノウハウ」の発掘 

 □支援に対する考え方 

 ・巡回窓口指導や連携者からの斡旋を通じて経営分析を行った結果、「とんがった技 

術・ノウハウ」をもつ小規模事業者を重点支援先として選定します。 

 ・支援する経営指導員等は中小企業相談所長や管理職経営指導員を考えています。 

 □支援対象 

 ・経営分析件数４４０件（巡回窓口指導３６８件、連携者からの斡旋７２件）が支援

対象で、これらを「小規模事業者類型別支援モデル」により次のように分類します。

  類型Ⅰ（資産超過、黒字） ２２件（４４０件×５％） 

  類型Ⅱ（資産超過、赤字）１７６件（４４０件×４０％） 

  類型Ⅲ（債務超過、黒字）１７６件（４４０件×４０％） 

  類型Ⅳ（債務超過、赤字） ６６件（４４０件×１５％） 

 □目標および支援数 

 ・そして、次のように「とんがった技術・ノウハウ」の発掘件数８件を算出します。

  類型Ⅰ（資産超過、黒字）  ２件（２２件 ×１０％） 

  類型Ⅱ（資産超過、赤字）  ３件（１７６件× ２％） 

  類型Ⅲ（債務超過、黒字）  ２件（１７６件× １％） 

  類型Ⅳ（債務超過、赤字）  １件（６６件 × １％） 

 □情報収集等を行う項目 

・前述の宇部商工会議所経営分析シートに記載している項目です。 
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 □成果の活用 

 ・新規性や成長性のある小規模事業者を早期に発掘できれば、新製品の開発段階に 

  おいて大学や山口県産業技術センター等の協力を得ることができ、今後の事業展開

  がスムーズになります。 

 

【５年間の目標】 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること[指針②] 

 

[現状と課題] 

当所はこれまで次のとおり創業や経営革新認定などの各種事業計画の策定を支援し

てきました。 

■創業 

 これまで、山口県や日本商工会議所からの委託を受け、平成１４年度から「起業塾」

を継続的に開催しています。「起業塾」の特徴としては、事業計画策定に必要な経営戦

略やマーケティング、財務の知識だけでなく起業の際に必要な税務・法務・労務など

の手続き的なことを座学で学び、事業計画書を策定し、最終日のビジネスプランコン

テストで成果を発表することです。 

 そこで、当所若手職員（経営指導員、一般職）に事業計画策定スキルを身につけさ

せるために、当所職員を「起業塾」に参加させ、受講生と同じように最終日のビジネ

スプランコンテストで職員自身が作成した事業計画書を発表させています。 

   

ここ数年の「起業塾」の実績は次のとおりです。 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
創業塾開催数 1 2 2 1 1
受講者数 30 48 55 33 19
創業計画策定支援件数 18 12 18 12 13
創業者数 15 11 16 6 10  
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 また、現在、宇部市特定創業支援ネットワークの中核メンバーとして、行政や金融機

関等と図１４のような連携を図り、市内における創業支援を行っています。 

 

 

 

■経営革新 

  平成１６年度から平成２２年度まで日本商工会議所の委託を受け、「経営革新塾」

を開催しました。 

  また、平成２５年４月２６日には「経営革新等支援機関」として認定され、創業

促進助成金などの申請において、地元金融機関と連携して小規模事業者を支援してい

ます。 
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■事業承継支援 

  当所は、国の委託事業（地域力連携拠点事業と山口県中小企業応援センター事業）

の構成機関として、幹事機関（下関商工会議所）と事業承継に取り組んだ実績があり

ます。 

具体的には、Ｍ＆Ａを希望する市内小規模製造業者について、事業及び税務につい

て鑑定評価書（デューデリジェンス）を専門家と一緒に作成し、金融機関の媒介でＭ

＆Ａが実現した経験もあります。 

   

こうした過去の事業計画策定を通じて、事業計画策定上の課題としては次のようなこ

とが挙げられます。 

（１）「事業計画を策定しなければいけない。」と思っている小規模事業者や創業予定者

は極めて少なく、事業計画作成の動機付けが必要です。 

（２）経営指導員等の巡回窓口指導の際、事業計画書を策定するという目的意識がない

ため小規模事業者の事業計画策定ニーズについて、十分にニーズの掘り起こしが

できていません。 

（３）一方、財務状態の悪い小規模事業者が補助金申請やコストのかかる販路拡大を行

っても、日々の資金繰りに追われ、新事業展開のための十分な時間と労力を割け

られずに失敗するケースが多く、補助金申請や販路拡大の前や同時進行で財務 

状態を改善する必要があります。 

（４）新規性や成長性のある小規模事業者については、事業計画の初期段階において 

   大学等の専門家の協力を仰がなければ、小規模事業者の成長の芽を摘んでしまう

   ことになります。 

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

（１）事業計画書策定ニーズの掘り起こし 

事業計画書の必要性について、小規模事業者や創業予定者等に対して巡回・窓口指

導やセミナーを活用して、徹底的に「事業計画策定ニーズ」の掘り起こしを行います。

 

 ①巡回・窓口指導等による事業計画策定ニーズの掘り起こし 

 □支援に対する考え方 

 ・経営分析ニーズの掘り起こしの際に行った巡回・窓口指導件数や連携者（金融機関、

宇部市など）から紹介ベースに事業計画策定ニーズを掘り起こします。 

・単に「事業計画を作成しますから、お手伝いをします。」というアプローチではな 

く、「補助金の申請」や「融資の申し込みや金融相談」、「創業」、「経営革新の認定」、

「事業承継」といったキッカケを基に、事業計画策定ニーズを掘り起こします。 

・経営指導員等に目的意識を持たせるために経営分析と同様に経営指導員等１１名に

経営計画策定支援数／月の目標値を設定します。 

 ・財務上の課題のある小規模事業者については、（２）小規模事業者類型別支援モデ 

ルによる類型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの事業再生計画の策定において事業再生計画の策定を支援

していきます。 
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□支援対象 

 ・巡回や窓口指導や連携者からの紹介により、経営分析を行った小規模事業者および

巡回や窓口指導で対応した創業希望者が支援対象です。 

 経営一般      １８２件 

   経営革新       ３０件 

   創業        ２２６件 

   金融相談      １５２件 

   事業承継        ４件 

   連携者からの紹介案件 ７２件 

□目標および支援数 

   経営一般       ３６件（１８２件×２０％） 

   経営革新       １５件（３０件×５０％） 

   創業         ４４件（２２６件×２０％） 

   金融相談       ３０件（１５２件×２０％） 

   事業承継        ２件（４件×５０％） 

   連携者からの紹介   ２１件（７２件×３０％） 

経営指導員等の支援目標（上記目標支援数のうち、事業承継を除く１４６件）

経・・・１４０件（７名×２０件／年） 

     補・・・  ４件（２名×２件／年） 

     記・・・  ２件（２名×１件／年） 

    事業承継２件については、中小企業相談所長が対応します。 

 □手段 

 ・経営指導員等による巡回、窓口指導 

 ・連携者からの紹介 

 

 ②事業計画策定セミナーや起業塾による事業計画策定ニーズの掘り起こし 

 □支援に対する考え方 

 ・巡回、窓口指導において事業計画策定セミナー等の参加を呼びかけると共に、セミ

ナー参加者については参加者１人について担当の経営指導員を割り振り、ハンズオ

ンで事業計画策定まで支援します。 

 □支援対象 

 ・事業計画策定セミナーや起業塾参加者 

 □目標 

 ・事業計画策定セミナー（年３回、延べ受講者数３４人） 

 ・起業塾（年１回、受講者数３０人） 

 □事業計画策定支援数  

 ・事業計画策定セミナー ２２人（３４人×７０％） 

 ・起業塾        ２１人（３０人×７０％） 

 □手段 

 ・事業計画策定セミナーおよび起業塾の場を活用し、講師（中小企業診断士など）や

  経営指導員等がハンズオンで支援します。 
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（２）小規模事業者類型別支援モデルによる類型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの事業再生計画の策定 

□支援に対する考え方 

 ・経営分析（小規模事業者類型別支援モデルにより分類）を行った結果、財務状態の

改善が必要とされた類型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの小規模事業者に対して、財務状態改善のため

の事業再生計画を必要に応じて中小企業再生支援協議会や中小企業診断士の協力 

を得て策定していきます。 

 □支援対象、支援数 

 ・経営分析（小規模事業者類型別支援モデルにより分類）を行った結果、財務状態の

改善が必要とされた類型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの小規模事業者 

  類型Ⅱ（資産超過、赤字）１７６件 

  類型Ⅲ（債務超過、黒字）１７６件 

  類型Ⅳ（債務超過、赤字） ６６件 

 □事業計画策定支援数 

 ・類型別に事業再生計画をできる割合を決め、支援目標数を算出します。 

    類型Ⅱ（資産超過、赤字） ３５件（１７６件×２０％） 

  類型Ⅲ（債務超過、黒字） １７件（１７６件×１０％） 

  類型Ⅳ（債務超過、赤字）  ６件（６６件 × １％） 

 □手段 

・財務状態の改善のための事業再生計画書を中小企業診断士や山口県再生協議会、市

内金融機関などの連携者の支援を得ながら策定支援していきます。 

 

（３）「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業者の事業計画策定支援（ブラッ 

シュアップ） 

□支援に対する考え方 

 ・経営分析の結果、「とんがった技術・ノウハウ」をもった小規模事業者に対しては、

大学や中小企業診断士、山口県産業技術センター、山口県産業振興財団などの協力

を得ながら、大きく企業成長できる事業計画書を策定していきます。 

 ・また、「とんがった技術・ノウハウ」をもった小規模事業者の財務状態が悪い場合 

は、財務状態健全化のためのプランニングも併せて行います。」 

 □支援対象 

 ・経営分析の結果、「とんがった技術・ノウハウ」と認定された小規模事業者８社 

 □目標 

 ・事業計画策定回数８回 

 □事業計画策定支援数  

 ・経営分析の結果、「とんがった技術・ノウハウ」と認定された全小規模事業者８社 

 □手段 

 ・大学などの連携者と協力しながら、事業計画書の作成・ブラッシュアップを行う。
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[５年間の目標] 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること[指針②] 

[現状と課題] 

 融資や補助金取得目的で事業計画書を作成する機会は多いのですが、融資や補助金が

実行されれば、その後、事業計画書を定期的にチェックすることはほとんどありません

でした。 

 このため、融資や補助金実行後のフォローアップが十分ではなく、再融資の相談があ

った際に初めて財務状況の悪化に気づくなど、後手にまわる支援体制でしたし、財務分

析等において専門家（中小企業診断士や税理士など）を効果的に活用しているとはいえ

ない状況でした。 

 また、経営指導員が事業計画書のフォローアップのため小規模事業者を訪問する際、

支援対象が明確でなかったり、訪問頻度やフォローの手法が経営指導員まかせにしてい

ることが課題として挙げられます。 

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

（１）巡回・窓口指導による事業計画策定支援先のフォローアップ 

前述の小規模事業者の事業計画策定支援先について、テーマにより訪問頻度を変

えて支援します。 

 なお、フォローアップ先は事業計画書作成を支援した経営指導員等が担当し、フ

ォローアップのツールとして「事業計画策定後の進捗確認シート」を活用します。
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□支援対象別の目標、訪問頻度 

  事業計画を策定した全１９１件（８３６回） 

・経営一般            １４４回（３６件×四半期毎） 

・経営革新             ９０回（１５件×隔月） 

・創業もしくは創業１年未満の企業 １７６回（４４件×四半期毎） 

・金融相談            １２０回（３０件×四半期毎） 

・事業承継              ８回（２件×四半期毎） 

・連携者からの紹介案件       ８４回（２１件×四半期毎） 

・事業計画策定セミナー       ８８回（２２件×四半期毎） 

・起業塾参加者          １２６回（２１件×隔月） 

 □指導内容 

  「事業計画策定後の進捗確認シート」を基に、経営者から次の項目をヒアリングし

ます。 

・経営上の課題や取組み状況 

・設備投資がある場合、導入効果があったかどうか 

・損益状況（売上、原価、人件費、その他経費など） 

・借入金の増減 

次に、ヒアリングした情報を基に以下の項目についてヒアリングを行います。 

  ・事業計画策定時に作成したアクションプランの進捗状況 

 （販促チラシの作成状況、広告のタイミング、経費の削減状況、新製品・新メニ

ューの開発状況、取引先との取引条件や商品開発の打ち合わせなど） 

  ・決算書や試算表により計画値と差異がないかどうかの確認 

   （客数・客単価の増減、取引別売上高や完成工事高の増減、原価率の増減、人件

費の増減、人件費以外の経費の増減、棚卸回転率、設備投資の増減など） 

・資金繰り状況の確認 

（借入金が増加し資金繰りを圧迫していないか、経営者個人への資金流出がない

かなど） 

  ・その他（店舗や工場の清掃が行き届いているか、従業員の接客はできているか、

    治工具が固定した位置にあるかなど） 

 

（２）専門家派遣によるフォローアップ（事業計画書の修正） 

経営指導員等がフォローアップを行い、事業計画書の進捗状況について詳細な分

析を行った結果、経営指導員等で対応が困難な場合は、ミラサポや山口県エキスパ

ートバンク、山口産業振興財団などの専門家派遣などを活用し、専門家による課題

解決に取り組みます。 

 具体的には、（１）巡回・窓口指導による事業計画策定支援先のフォローアップ 

の際に専門家に同行指導してもらいます。 

 

 □目標 

・（１）巡回・窓口指導による事業計画策定支援先のフォローアップの６６４回の 

うち、約１０％にあたる６６回を専門家の指導にあてます。 
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□指導内容 

・専門家と支援先に同行訪問する前に、経営指導員等が経営分析した結果を基に、

専門家と支援先の情報共有や意見交換を行います。 

・決算書や試算表をベースにした事業計画書の見直し 

・アクションプランの見直し 

・状況に応じて融資などの斡旋 

 

（３）小規模事業者類型別支援モデルによる類型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの事業再生計画のフォロー

アップ 

事業再生計画について、中小企業再生協議会や中小企業診断士などの協力を得な

がらフォローアップしていきます。 

 

 □目標 

類型Ⅱ（資産超過、赤字）１４０回（３５件×四半期） 

  類型Ⅲ（債務超過、黒字） ６８回（１７件×四半期） 

  類型Ⅳ（債務超過、赤字） １２回（６件×隔月） 

□指導内容 

・専門家と支援先に同行訪問する前に、経営指導員等が経営分析した結果を基に、

専門家と支援先の情報共有や意見交換を行います。 

・決算書や試算表をベースにした事業計画書の見直し 

・アクションプランの見直し 

・融資などの斡旋 

 

（４）「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業者のフォローアップ 

「とんがった技術・ノウハウ」をもった小規模事業者に対しては、初期段階で経営

指導員等がフォロアップ巡回を行った後、事業計画策定に関与した大学や山口県産

業技術センターなどの利害関係者と合同でフォローアップ会議を開催し、事業計画

書の軌道修正を行っていきます。 

 

 □目標 

  ・事業計画を策定した「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業者８社に対

して、フォローアップ３２回（８社×四半期）、フォローアップ会議８回（８社×１ 

回）を行います。 

 □指導内容 

・新製品や新技術などの開発状況の確認および助言 

・アクションプランの確認や軌道修正 

・決算書や試算表をベースにした事業計画書の見直し 

・必要に応じて追加資金の調達など 
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[５年間の目標] 

 

 

５．需要動向調査に関すること[指針③] 

[現状と課題] 

 小規模事業者の事業計画策定の際、外部環境として支援業種の需要動向について分析

調査を行います。現在の売れ筋や顧客ニーズは何なのか、将来どういう商品や分野が伸

びていくのかを正確に把握することは、事業計画の策定や小規模事業者の新たな需要開

拓にとって極めて重要な意味を持っています。 

 特に、新製品・新サービスを開発途中の小規模事業者にあっては、自身が開発しよう

としている顧客ニーズを的確に把握しなければ、新製品などが完成しても売れないとい

う事態になってしまいます。 

現在、宇部商工会議所として需要動向調査は経営指導員等まかせで、組織的な対応を

行っておらず、また収集する情報ソースにも業種的な偏りがみられますし、小規模事業

者の事業計画策定経験の少ない若手経営指導員などは、日々、小規模事業者の立場に立

って、新聞や業界紙などから日々変化していく顧客ニーズを把握しようとする意識がな

い、あるいは顧客ニーズを把握する手法がわからないため、売れない商品のための事業

計画を策定してしまっていることが課題です。 

また、小規模事業者についても、家業中心で「経験」と「勘」で事業を行っている形

態が多く、経営者自ら新聞や業界紙などから需要動向について体系的に情報収集するこ

とに慣れていないように思われます。 

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

（１）需要動向調査（個社支援） 

幅広い観点から業界新聞や専門誌などを活用して、経営分析や事業計画の策定に取り

組む意欲のある小規模事業者に対して経営指導員等が需要動向を提供していきます。 
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□目標 

・提供回数年３２５回 
（事業計画の策定支援数１５２件×１回） 

（経営分析を行ったが事業計画を策定していない支援数５７８件×３０％） 

□情報収集等を行う項目および調査分析を行う手法 

 ①支援対象者が商業・飲食店の場合 

  日経ＭＪや商業界などの商業専門誌や新聞折込チラシなどを通じて、次の項目を

情報収集し、小規模事業者の事業計画の策定等に活用していきます。 

  ・最新のトレンド（ファッション、フード、雑貨など） 

  ・売れ筋商品、新商品 

  ・ライフスタイル毎の消費者の購買動向 

  ・ネットや大手百貨店での上位販売商品 

  ・業界の市場規模や成長率予測 

  ・繁盛店情報（品揃え、目玉商品、新メニューなど） 

  ・バイヤーの一押し商品やほしがっている商品 

  ・地元スーパや専門店がチラシに掲載している目玉商品など 

 ②支援対象が商業・飲食店以外の場合 

  業種別審査辞典（きんざい）や日本経済新聞、民間のシンクタンクがインターネ

ット上で公表している業界情報、政府刊行物（中小企業白書、サービス産業白書、

建設白書、情報通信白書など）を通じて、 

 ・業界の市場規模や成長率予測 

 ・部品や部材の調達価格に関する情報 

 ・鉄や非鉄などの相場情報 

 ・日本経済新聞に掲載されている新製品や新サービス情報 

 ・各種白書に掲載されている新しい取組み事例など 

 □成果の活用 

・収集した需要動向情報を基に、小規模事業者の新製品・新サービスの開発や最新の

消費者ニーズを反映させたメニュー開発や新商品の取扱い、店舗の改装などについ

て小規模事業者に動機付けを行い、事業計画の策定に成果を反映させていきます。

 ・需要分析項目や情報収集の手法例を経営指導員等に提示してあげることで、自身の

  得意分野以外の需要動向についてもどこから情報収集したらよいのかがわかるよ 

うになります。 

 

（２）需要動向調査の仕方についてのセミナーの開催 

小規模事業者の中でも、エンドユーザを相手にする小売業や飲食店は、製造業やサー

ビス業と違い、日々変容する消費者ニーズを常に意識しながら経営に取り組まなければ

なりません。 

そこで、小売業や飲食店経営者のために販促コンサルタントを講師に、「需要動向の

情報収集のやり方」についてセミナーを開催し、忙しい小売業や飲食店経営者でも、日

経ＭＪなどを活用して短時間で消費者ニーズを情報収集できるようにします。 

もちろんセミナーには、当所若手経営指導員や一般職員も参加させ、体系的な需要動
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向調査の手法を学ばせます。 

□目標 

・提供回数年２回（小売業１回、飲食店１回） 

□情報収集等を行う項目および調査分析を行う手法 

次の項目をセミナーにより日経ＭＪから読み取れるようにします。 

・各種分析記事（ヒット商品、コンシューマー） 

・消費者のライフスタイル、購買動向 

・小売店や飲食店の新しい取組み事例 

・週間売上げランキング（カテゴリー毎） 

・新業態情報 

□成果の活用 

・小規模事業者が主体的に時間やコストをかけずに、最新の消費者ニーズ情報を収集

できるようになります。 

 ・当所若手経営指導員等が日々の業務や生活において、絶えず消費者ニーズを意識す

る「きっかけづくり」になります。 

 

（３）「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業への重点的需要動向調査 

新製品・新サービスを開発したが売れないという事態にならないように、新規性や成

長のある「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業者の需要動向調査を消費者モ

ニタリングなどを活用し、重点的な需要動向調査を行います。 

□目標 

・提供回数年１６回 

（「とんがった技術・ノウハウ」の事業計画策定支援数８件×２回） 

□情報収集等を行う項目および調査分析を行う手法 

新製品開発の各段階において、次のような消費者モニターによるテストマーケティ

ングを行います。 

①新製品の開発初期段階 

５名程度の消費者モニターを公募で集め、専門家指導の下、ブレーンストーミン

グを行い、次の項目において新製品のアイデア出しを行います。 

・新製品のベネフィット（価格、色、デザイン、品質など） 

・新製品の用途 

・製品の改良ポイント 

②新製品の完成段階 

５名程度の消費者モニターを公募で集め、専門家指導の下、試食や試着、試用テ

ストを行い、新製品の評価を行います。 

 ・（食品の場合）味、色、食感、大きさなど 

 ・価格は手ごろかどうか 

 ・望ましい入手チャネル（店舗なのかネットなのかなど） 

□成果の活用 

・消費者モニターを活用することで、小規模事業者が需要動向を踏まえた売れる新製

品などを開発できるようになります。 
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[５年間の目標] 

 

 

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] 

[現状と課題] 

 これまで、当所では小規模事業者が新たな需要開拓を行う際、県内で開催される展示

会への斡旋が多く、小規模事業者の取扱商品によって、他の販路開拓手段（首都圏、海

外、ネット販売など）を検討することが極めて少なかったように思えます。 

また、展示会以外に新たな需要開拓について小規模事業者への動機付け（例えば、 

ＳＮＳを活用した新たな需要開拓など）も不十分でした。 

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

（１）商談会やイベントを活用した新規需要開拓支援 

小規模事業者の取引形態や取扱商品、事業規模などによって、次のような適切な需要

開拓手段を斡旋し、小規模事業者の需要開拓を支援していきます。 

 

①県内のＢtoＢ商談会（ビジネスドラフトやまぐち（注２）、山口県しんきん合同ビジ

ネスフェア（注３）） 

□支援に対する考え方 

・県内の百貨店などに商品の取扱いを希望する小規模事業者などのＢtoＢを支援して

いきます。 

□目標 

・両商談会の参加者数４７社 
（需要動向調査を行った事業計画策定支援企業１５２社×２０％） 

（需要動向調査を行ったが事業計画を策定していない企業１７３社×１０％） 

 ・商談件数    １１７件 
 （両商談会の参加者数４７社×商談成立率５０％×平均商談数５件） 

・成約件数     ２３件 
 （両商談会の参加者数１１７件×成約率２０％） 

□支援対象 

・需要動向調査を行った企業のうち、県内の企業とのＢtoＢを希望する小規模企業 

□事業の内容 

・商談会の開催時期が決定した後、商談会参加の登録を促します。 

・商談会参加企業のリストから、商談会参加企業の取扱商品に応じた商談先を紹介し

ます。 

 □効果的な取組みとなるような工夫・改善 

 ・商談会に参加希望する企業の経営分析結果を基に、商談会に参加できるコストや時
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間があるかどうかの判定を行い余力がない場合は経営指導員等が改善指導します。

・商談先が事前に決定している場合、商談先に売り込む商品の選定やアプローチ方法

についてアドバイスを行います。 

 ・商談会終了後に、参加企業から商談件数や成約件数についてヒアリングを行います。
 

（注２）ビジネスドラフトやまぐち 

 ビジネスドラフトやまぐちとは、山口県１４商工会議所と２０商工会が連携し、地元中小企業の皆様の

販路拡大のために行う事前調整型の商談会のことです。平成２５年度より県内の商工会議所が持ちまわり

で開催しており、平成２７年度の総エントリー数は３３３社です。 

 

（注３）山口県しんきん合同ビジネスフェア 

 山口県しんきん合同ビジネスフェアとは、県内の３信用金庫（萩山口、西中国、東中国）と山口県信用

金庫協会が、企業や地域活動の推進を目的に事業者の「出会いの場」を提供し、事業者の販路拡大や受注

確保を支援するために開催しています。出展者数は約１３０社です。 

 

②地元イベントへの地産地消品の出展 

□支援に対する考え方 

・地元で開催する大きなイベントに「新川市まつり（注４）」や「宇部まつり（注５）」

があるのですが、両まつり共に地元の農産品などを使用した商品をＰＲする場「地

産地消フェア」や「お国自慢物産展」などがあり、こうしたエンドユーザが数多く

集まる場に小規模事業者の取扱商品を出展させ、新たな需要開拓に繋がるように支

援をしていきます。 

・地元農産品などを活用した新商品を取り扱う小規模事業者に出展してもらい、新商

品を試食販売することで、生のエンドユーザの反応を確認できる絶好の機会となり

ます。 

□目標 

・２つの祭りを合算した出展者数３２社 
（需要動向調査を行った事業計画策定支援企業１５２社×食品の業種比率１０％） 

（需要動向調査を行ったが事業計画を策定していない企業１７３社×食品の業種比率１０％） 

 ・販売目標金額      ６４０万円 
 （３２社×平均販売額 100,000 円×２イベント） 
※平均販売額は、これまでイベントに参加した企業の平均販売額です。 

□支援対象 

・地元農産品などを活用した新商品を取り扱う小規模事業者 

・試食により新商品の反応を確認したいと思っている小規模事業者 

□事業の内容 

・イベントの出展要項が決定した後、イベントへの参加を促します。 

・１企業あたりの販売目標額を小規模事業者と共同で設定します。 

 □効果的な取組みとなるような工夫・改善 

 ・試食の場合、サンプル数やアンケート用紙を活用することを促し、アンケート項目

（味、価格、量など）について経営指導員等がアドバイスを行います。 

・イベント終了後、アンケート用紙の集計結果について、経営指導員等が分析を行い、

新商品の改良の手がかりにします。 
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（注４）新川市まつり 

・「新川市まつり」の起源は、氾濫の激しかった新川（宇部の中心地を流れる川）の掘削工事を機に、「中

津瀬神社（宇部の中心地に位置する神社）」を中心に瀬戸内海の海産物と内陸の農産物との交換市が

自然発生した事が始まりです。 

・「新川市まつり」の来場者数は３日間で約７万人です。 

・まつりの開催に併せて行われる商店街の共同販促「馬替え大抽選会」は、昔の交換市の流れを汲むイ

ベントです。 

・まつりの実施主体は、宇部商工会議所と地元の商店街が実行委員会を組織し、宇部市などの協力を得

て実施しています。 

 

（注５）宇部まつり 

・「宇部まつり」は、昭和９年に、宇部商工会議所の主唱で始まり、現在では市民総参加型のイベント

として市民に親しまれています。来場者数は２日間で約２０万人です。 

・まつりの実施主体は、宇部観光コンベンション協会、宇部市、宇部商工会議所の３者で構成され

ています。 

 

③県外、海外の商談会（東京ビッグサイト、台湾やインドネシアなどの海外商談会）

□支援に対する考え方 

・新規性や成長性のある製品開発や新技術等に取り組む小規模事業者の県外での需要

開拓を支援します。 

 ・商談会の選定にあたっては、販売方法がＢtoＢなのか、ＢtoＣなのかを見定めた上

で、「中小企業基盤整備機構」や「やまぐち産業振興財団」の販路開拓アドバイザ 

ーの協力を得ながら商談会を選定していきます。 

県内の百貨店などに商品の取扱いを希望する小規模事業者などのＢtoＢを支援して 

いきます。 

□目標 

・商談会の参加者数 １９社 
（需要動向調査を行った事業計画策定支援企業１５２社×５％＝７社） 

（需要動向調査を行ったが事業計画を策定していない企業１７３社×２％＝４社） 

（「とんがった技術・ノウハウ」をもつ全小規模事業者８社） 

 ・商談件数    １９０件 
 （両商談会の参加者数１９社×平均商談回数１０回） 

・成約件数     １９件 

 （両商談会の参加者数１９０件×成約率１０％） 

□支援対象 

・需要動向調査を行った小規模事業者のうち、県外への需要開拓を希望する企業 

・「とんがった技術・ノウハウ」をもつ小規模事業者８社 

□事業の内容 

・「中小企業基盤整備機構」や「やまぐち産業振興財団」の販路開拓アドバイザーの 

 協力を得ながら需要動向調査結果のブラッシュアップを行い、適切な商談会を選定

 していきます。 

・商談会の開催時期が決定した後、商談会参加の登録を促します。 

・商談会参加企業のリストから、商談会参加企業の取扱商品に応じた商談先を紹介し
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ます。 

 □効果的な取組みとなるような工夫・改善 

 ・「中小企業基盤整備機構」や「やまぐち産業振興財団」の販路開拓アドバイザーの 

協力を得ながら、商談会出展に係るコストやスケジューリング、販促物準備（会社

パンフレット、新製品のリーフレット、展示パネルなど）について小規模事業者と

綿密な打ち合わせを行います。 

・商談会参加までのスケジューリングについて、経営指導員等が進捗確認を週単位で

 行います。 

 ・商談会終了後に、参加企業から商談件数や成約件数についてヒアリングや分析を行

い、今後の事業展開に役立てます。 
 

 

（２）商談会やイベント以外の新規需要開拓支援 

商談会やイベント以外の新たな需要開拓支援として、ＳＮＳを活用した新規需要開拓

セミナーを開催したり、小規模事業者の開発した新商品や新サービスについて積極的に

プレスリリースを行っていきます。 

 

①「ＳＮＳを活用した新規需要開拓セミナー」の開催 

□支援に対する考え方 

・ＳＮＳなどのインターネットツールを活用して新規需要開拓していくことをセミナ

ーを通じて小規模事業者に動機付けを行います。 

□目標 

・セミナーの開催数 ２回（延べ受講者数６０人） 

□支援対象 

・需要動向調査を行った全事業計画策定支援企業３２５社×約２０％ 

□事業の内容 

・ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Ｆacebook、ツイッターなど）を活用した販路開拓に詳しい専 

門家を招聘し、ＳＮＳを活用した新規需要開拓手法やポイントを講義形式により紹

介してもらいます。 

 □効果的な取組みとなるような工夫・改善 

 ・セミナー終了後、個別相談会の開催やアンケート調査を行い、参加小規模事業者の

フォローアップを行います。 

 

②プレスリリースを活用した新規需要開拓支援 

□支援に対する考え方 

・小規模事業者の開発した新製品や新サービスを新聞各社や業界紙などにプレスリリ

ースし、小規模事業者の新規需要開拓支援を行います。 

□目標 

・プレスリリースの回数２００回（１０社×平均送付先２０社） 

□支援対象 

・需要動向調査を行った全事業計画策定支援企業３２５社×約３％＝１０社 

□事業の内容 
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・新商品や新サービスについて訴求したチラシ（Ａ４）をつくり、取扱商品に応じて

新聞各社や業界紙などにＦＡＸをします。 

【送付先例】 

・地元新聞社（宇部日報、山口新聞） 

・全国紙（日本経済新聞、日刊工業新聞、日経ＭＪなど） 

・専門誌（フード、アパレル、雑貨など） 

・週刊誌（ヤング、ミドルなどターゲット別） 

・地元テレビ局など 

 □効果的な取組みとなるような工夫・改善 

 ・新商品や新サービスについて訴求したチラシ（Ａ４）をデザイナーなど交えて作成

します。 

 ・プレスリリース後の効果について、小規模事業者と一緒に検証します。 

 

[５年間の目標] 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

当市における地域経済の活性化に向けたビジョンである第４次宇部市総合計画基本

構想（平成２２年度～平成３３年度）を踏まえ、当所として以下の取組みを行います。

・まちづくり会社設立による中心市街地の活性化 

・ワンコインスタンプラリーによる地域商業の活性化 

・地元イベントにおける地産地消の推進（ふるさと地産地消フェアの実施） 

・当市を代表する観光資源「ときわ公園」の利活用（ときわファンタジア） 

・産業観光ツアーによる地域活性化 

・当市の産業団地進出企業と地場企業のマッチング 

 

（１）当市における地域経済の活性化に向けたビジョンの共有 

   当市が平成２２年度に策定した第四次宇部市総合計画基本構想（平成２２年度～

平成３３年度）では、“元気”を合言葉に、まず「ひとが元気」になり、次に「地

域が元気」になり、そして「まちが元気」になることをコンセプトとして、誰もが

住みたい、住み続けたいと思える街づくりを目指しています。 

   宇部市総合計画は、「宇部市総合計画審議会（注８）」によって機関承認され、

メンバーには当所会頭や当所議員なども含まれており、産業振興分野を中心に当所

が提言したものが反映されたものとなっています。 



３２ 
 

   第４次宇部市総合計画は「環境」、「安心」、「健康」、「市民力」、「地域ブランド」

の５つのキーワードにより構成され、各キーワードのうち産業振興に関わる取組内

容は次のとおりです。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注８）宇部市総合計画審議会 

・宇部市総合計画審議会会長は当所会頭が務め、以下、学術機関（山口大学工学部・医学部、宇部フロン

ティア大学）、各種団体（山口宇部農業協同組合、宇部市漁業組合連合会、くすのき商工会、宇部観光

コンベンション協会など）、自治会、地場企業、一般市民（公募）など構成員は２２名で、当所の議員

など含まれています。 

・第４次宇部市総合計画を策定するまで、これまで９回の審議会が開催されました。 

 

（２）第４次宇部市総合計画を踏まえた地域経済活性化に係る当所の取組み 

 ■中心市街地活性化 

  ①まちづくり会社設立のための準備 

  「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行を受け、まちづくりに地球環境に

やさしい暮らし方や、少子高齢社会における暮らしなどの課題解決に向けた新しい

視点を盛り込み、住民や民間企業と一体となって、魅力的でより利便性の高いにぎ

わいのある持続可能な、コンパクトなまちづくりを目指すことを目的として「宇部

市にぎわいエコまち計画（低炭素まちづくり計画）」を平成 27年 3月に策定しまし
た。 
中でも、中心市街地の 3地区の整備（宇部新川駅周辺地区、市役所周辺地区、中
央町三丁目地区）は、リーディングプロジェクトとし、中心市街地のにぎわい創出

を図ることとしています。 
また、これに基づき、中央町三丁目地区における取組の具現化、また、本市の

まち・ひと・しごと創生のリーディングプロジェクトとして位置づけた、「宇部市ま

ちなか活力再生計画～子ども・女性・若者の笑顔が集うまちづくり～」は、平成 27
年 6 月に内閣総理大臣から地域再生法に基づく「地域再生計画」の認定を受けまし
た。 
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これらの計画では、中央町三丁目地区は、居住機能、子育て支援機能、インキュ

ベーション機能を誘導することとしており、具体的には、若者が集い、まちづくり

活動を行う、また起業創業の支援施設としての「仮称 若者未来センター」や乳児

から中高生を対象とした、子育て支援の拠点とする「仮称 こどもプラザ」などの

施設の誘導を掲げています。 
これら事業を円滑に進め、民間活力を誘発しながらまちづくりを推進するために

は、公益性をもった機動力のある機関である「まちづくり会社」が必要と考え、本

年４月に宇部市と当所で、まちづくり会社を設立し、中心市街地の活性化に取り組

んでいきます。 
現在、宇部市総合政策部や土木建築部と共同で「まちづくり会社設立のための勉

強会」を毎月開催し、他地区のまちづくり事例の研究やまちづくり会社の検討を行

っています。 
 

  ②ワンコインスタンプラリーによる地域商業の活性化 

   「お買い物は宇部市のお店で」を唱う『ＢＵＹ・宇部運動』

を具体化するために、中心商店街の小売店や飲食店などが中心

となり、自店のこだわりのある逸品やサービスをワンコイン

（５００円）で提供するイベント「ワンコインスタンプラリー」

を宇部市商店街連合会や宇部市の支援の下、実施しています。 
   参加店は約３００店で、当所が、中心商店街の小売店や飲

食店が新商品や新サービスに取り組むことを支援すること

で、小売店等の新規顧客の獲得や売上高の増加に貢献でき、地域経済の活性化や

中心地のにぎわい創出に繋がります。 
ワンコインスタンプラリーの運営企画は当所で行っており、当所小売業関係者や

宇部市商店街連合会、宇部市などで構成される組織において、年３回の運営企画会

議を開催します。 
    
 

 ■地産地消 

  ③地元イベントにおける地産地消の推進（ふるさと地産地消フェアの実施） 

   当市内で採取、捕獲された１次産品を使用した加工品の中から厳選した製品を

「うべ元気ブランド」として宇部市が認証する制度がありますが、認証されている

製品の大部分は小規模事業者が製造・販売しています。 

当所では宇部市や宇部観光コンベンション協会の協力の下、地元で開催される大

きなイベント[新川市まつりや宇部まつり]に、ふるさと地産地消フェアとして参加

し、「うべ元気ブランド」認証製品や地産品の販路拡大や消費者と生産者の結びつき

を強める“地産地消”を推進していきます。 

  「ふるさと地産地消フェア」は、地元の「宇部まつり」や「新川市まつり」の１イ

ベントなので、運営企画については、宇部市や宇部観光コンベンション協会と当所

などで構成される実行委員会（宇部まつり実行委員会、新川市まつり実行委員会）

において検討していきます。（年１０回） 
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■観光資源 
 ④当市を代表する観光資源「ときわ公園」の利活用 
   当市には、市民の憩いの場である都市公園（広さは 190ha、東京ドーム１４０個
分）「ときわ公園」があり、年間約５０
万人の観光客が訪れます。 

   ２００８年から、ときわ公園の冬を彩
 るコンテスト形式のイルミネーション
 イベント「ときわファンタジア」（宇部
 市主催）が開催され、幼稚園、保育園、
 大学や企業などが趣向を凝らした作品
 を展示しています。 
当所では、宇部市と連携しながら、大

 学との共同研究でＬＥＤライトや医療器
 具を製造する小規模事業者などに作品の
 展示を促し、小規模事業者の知名度向上
 や自社製品のＰＲに役立ててもらいます。 
「ときわファンタジア」の運営企画については、山口大学や地元ライオンズクラ
ブなどで構成される委員会（当所も参加、年３回開催）で行われ、大学と連携した
小規模事業者の製品展示が増加できるように当所も働きかけていきます。 

 
  ⑤産業観光ツアーによる地域活性化 
  当地域の強みである工業をいかした「産業観光バスツアー」を行うために、実行

委員会組織（年２回開催、メンバーは宇部市や周辺市の行政職員や商工会議所）を

平成２０年度に立ち上げ、宇部の産業遺産である工場だけでなく、地域ブランドを

製造している洋菓子店や同商品を取り扱っている飲食店などを宇部観光コンベンシ

ョン協会と連携し、観光コースに含めてもらうことで小規模事業者の新しい取組み

を内外にＰＲしていきます。 

 

 ■産学連携による新産業の創出 

  ⑥当市の産業団地進出企業と地場企業のマッチング 

当市には、地元の産業団地に進出する際に各種助成制度があり、これまで宇部市

の積極的な誘致活動により先端技術を有する大手医療メーカーなどが多数進出して

きました。当所では、産業団地へ進出した企業の部材や部品調達を地元企業に発注

してもらえるように、宇部市と連携しながら産業団地進出企業と地元小規模製造業

者のマッチングに努めます。 

なお、宇部市の産業団地進出を審議する委員会に当所もメンバーとして入ってお

り、年４回程度の会合において産業団地進出企業の状況について意見交換を行って

います。 

 

  ⑦新製品・新技術モデル発注制度による小規模事業者の新しい取組みの支援 

   小規模事業者が大学等と共同で新製品や新技術を開発しても、地元での受注・試

用実績がなければ、他都道府県にいくら新製品等の売り込みをしても、説得力がな

く成果に繋がることはほとんどありません。 

   そこで、当所では小規模事業者が大学等と共同で開発した新製品等を行政の各部
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署で試用し、評価してもらう仕組み「新製品・新技術モデル発注制度」を平成１８

年度につくり、これまで１０事業所の新製品等が採用されました。 

   当所では、「新製品・新技術モデル発注制度」を活用し、小規模事業者が大学等

と共同で行う新しい取組みについて地元での受注実績がつくれるように支援して

いきます。 

   なお、「新製品・新技術モデル発注制度」に推薦する案件は、当所内部の委員会

（構成員：山口大学、山口県産業技術センター、中小企業診断士）で四半期毎に審

議を行い決定します。 

 

 

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 

[現状と課題] 

宇部商工会議所では、これまで国の委託事業（平成２０年・平成２１年の地域力連携

拠点事業、平成２２年の中小企業応援センター事業）において、大学や金融機関、他の

商工会議所などと連携を図って事業を推進してきましたが、委託事業終了と同時に組織

的に事業を行う「きっかけ」がなくなり、現在、他支援機関との情報共有を定期的に行

うことの重要性を痛切に感じています。 

経営発達支援事業を円滑に推進していくためには、他の支援機関との連携が不可欠で

あり、定期的な情報交換を行い支援ノウハウの共有化を図る必要があります。 

 

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）宇部市認定連携創業支援事業者代表者会議を活用した関係機関との連携 

  宇部市と認定連携創業支援事業者（宇部商工会議所、株式会社山口銀行、株式会社

西京銀行、西中国信用金庫、日本政策金融公庫）が連携し、各支援機関の創業支援状

況だけでなく市内や県内の景気動向などについても年２回、情報交換をしていきま

す。 

  認定連携創業支援事業者と定期的な情報交換を行うことで、市内や県内の景気動向

等について情報共有することができ、創業者についても金融機関と協調した支援が期

待できます。 

 

（２）商工会議所向け研修会における支援ノウハウの情報交換 

県内の経営指導員等の研修会（山口商工会議所主催）や日本商工会議所などが主催

する商工会議所向け研修会を通じて、他の商工会議所と経営発達支援事業について支

援ノウハウの情報交換をしていきます。（年１０回） 

  他の商工会議所の経営発達支援事例の中から、当所に適した事例をベンチマークと

して取り込むことで、より経営発達支援事業の成果があがることが期待できます。 

 

（３）大学等との連携による支援ノウハウの情報交換 

  「新製品新技術モデル発注制度」の審査会メンバーには、山口大学研究推進機構産

学公連携センターや山口県産業技術センターなどによって構成されていますので、小

規模事業者が新製品・新技術開発を行う際に活用できる制度（大学の開放特許、先端

の開放機器など）について幅広く情報交換をしていきます。（年４回） 
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  定期的な大学等との情報交換により、小規模事業者にとって敷居が高いと思われて

いる大学との共同研究などの可能性が生まれてきます。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

[現状と課題] 

経営指導員等の資質向上等に関する現状と課題は次のとおりです。 

（１）経営指導員等の問題解決能力にバラツキがあります。 

  例えば、小規模事業者持続化補助金の申請におけるサポートについて、一部の経営

指導員に対応を任せきりで、全所的な対応がとれていません。 

  また、経営指導員については経営指導員向けの研修会（山口商工会議所主催）など

を通じて問題解決能力の向上を図る機会があるのですが、経営指導員以外の補助員や

記帳専任職員、一般職員についてはこうしたカリキュラムが用意されていません。 

 

（２）当所の専門家無料窓口相談や外部の専門家派遣制度を経営指導員等がうまく活用

しきれていません。 

  当所には専門家無料窓口相談（税理士、中小企業診断士等による月５回の窓口指導）

がありますが、経営指導員等（特に若手経営指導員）が小規模事業者から経営相談を

受けた場合、業務が忙しいことを理由に専門家に丸投げしてしまうケースがありま

す。 

当所の専門家無料窓口相談やミラサポなどの外部の専門家派遣制度は、経営指導員

等が小規模事業者の経営実態を把握する絶好の機会でありますし、経営指導員等が生

で専門家のアドバイスを聞けることは、ノウハウ本を読むよりはるかに自身のスキル

アップに繋がります。 

 

[課題の解決方法（取組内容）] 

 次の取組みにより、経営指導員等の資質向上を図っていきます。 

（１）経営指導員等の問題解決能力の平準化 

①経営指導員等の補助金申請サポート件数の割り当て 

小規模事業者の補助金申請をサポートするには、経営支援スキルも必要ですが、

何よりも経験を積むことが必要です。 

そこで、例えば小規模事業者持続化補助金の場合、経営指導員等に小規模事業者

の補助金申請をサポートする目標件数を特定の経営指導員だけでなく、他の経営指

導員、経営指導員以外の補助員や一般職の若手職員に対しても割り当てます。 

 

②資質向上を図るための研修機会の提供 

   経営指導員向けの研修会には、経営指導員だけでなく補助員や一般職員も参加す

ることが可能です。 

そこで、次のような経営指導員の資質向上を図る研修会には、経営指導員だけで

なく補助員や一般職の若手職員にも研修参加を促します。 

・山口商工会議所が主催する経営指導員向けの研修会（専門コース、２日間型の

経営支援コース、４日間型の経営革新支援能力向上コース） 
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・中小企業大学校の経営支援機関向けの研修（税務・財務診断コース、経営診断

基礎コース、新規事業や新規創業支援の進め方など） 
・日本商工会議所が主催する経営指導員向けの研修会（創業支援担当者研修会、

小規模企業の伴奏型支援のポイント研修会など） 
 

また、当所内部で行う講習会やセミナーにおいて、経営指導員等の資質向上に繋

がるものと思われるセミナーには、経営指導員だけでなく補助員や一般職の若手職

員にも参加をさせます。 
・コーチングセミナー 

・営業力アップセミナー 

・経営計画策定セミナー 

・起業塾、経営革新塾 など 

 

  ③内部の勉強会による資質向上 

四半期に１回程度、金融機関や中小企業診断士等を講師にした内部勉強会を開催

し、経営指導員等の問題解決能力の底上げを行います。勉強会のテーマは次のとお

りです。 

 ・財務諸表の見方 

 ・ＣＦ計算書のつくり方 

・経営分析指標の使い方（固定長期適合比率、流動比率、固定比率、総資産対経

常利益率など） 

 ・ＫＪ法やブレーンストーミングなどを活用したアイデア出し など 

 

（２）経営指導員等の資質向上のための専門家窓口等の活用 

  ①経営指導員による初期対応の義務化 

   小規模事業者から経営課題の解決のために、当所専門家窓口（中小企業診断士や

税理士等）を利用したい旨の相談があった場合、専門家に丸投げせずに、初期対応

は必ず経営指導員が行います。 

   次に、初期対応を行った経営指導員が当所専門家窓口の活用が必要であると判断

すれば、小規模事業者に対して当所専門家窓口を紹介します。 

 

  ②当所専門家窓口における経営指導員等の立会いの義務化 

   小規模事業者が当所専門家窓口を利用する際、初期対応を行った経営指導員が必

ず立ち会います。 

   その際、初期対応を行った経営指導員の判断で、他の経営指導員や補助員、一般

職の若手職員などを同席させます。 

 

  ③ミラサポなどの専門家派遣における若手職員の同行 

   ミラサポなどの専門家派遣に、初期対応を行った経営指導員だけでなく、他の経

営指導員や補助員、一般職の若手職員を必要に応じて同行させます。 
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（３）中小企業相談所定例会議や内部の勉強会による経営指導員等の資質向上 

 ①経営指導員等の窓口対応事業者の支援状況に関する情報共有 

   経営指導員等による小規模事業者の対応状況（経営分析、経営計画策定、策定後

のフォローアップなど）を当所機関システム「チェンバーズパック」の経営カルテ

に入力し、他の経営指導員等が誰でも小規模事業者の対応状況をリアルタイムで閲

覧できる環境を整備します。 

 

②中小企業相談所定例会議において、毎月１回、若手経営指導員等が自身の関与し

た経営計画策定事例などについて発表し、ベテラン経営指導員が若手経営指導員

等に教育する場として活用します。 

 

 

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 

年に一度、本計画の事業について、次のような方法で事業の評価及び見直しを図って

いきます。 

 

（１）経営発達支援事業評価委員会による事業の評価及び見直し方法の検討 

   宇部市産業振興部や学術機関などの外部有識者で構成される経営発達支援事業

評価委員会において、 

   ①「とんがった技術・ノウハウ」の発掘状況 

   ②経営指導員等による事業計画書の策定状況 

   ③創業や経営革新認定件数などの数値目標の達成状況 

などの進捗状況について年１回、評価・検証を行ってもらい、次年度の経営発達支

援計画の見直しや改善の参考にします。 

 なお、経営発達支援事業評価委員会のメンバーには、「小規模事業者の新規需要開

拓」について厳しい評価やアドバイスをもらうために、やまぐち産業振興財団の

販路開拓アドバイザーに入ってもらいます。 

 

※経営発達支援協議会構成メンバー（予定） 

     宇部市産業振興部 

     山口大学研究推進機構産学公連携センター 

     やまぐち産業振興財団販路開拓アドバイザー（大手商社出身） 

やまぐち産業振興財団販路開拓アドバイザー（大手百貨店出身） 

     山口県産業技術センター 

     山口県中小企業診断協会 

 

（２）事業の成果については、正副会頭会議や常議員会へ年１回報告し、承認を受ける

と共に、当所議員等の内部利害関係者からの要望も経営発達支援計画の見直しに反

映させます。 

 

（３）事業の成果や見直しについて、地域内小規模事業者の誰もが閲覧できるように、

当所ホームページに掲載（年１回）します。 
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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 

（２０１６年１月現在）

（１）組織体制 

 

■宇部商工会議所の組織体制 
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■実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

宇部商工会議所中小企業相談所 田中 勇 
住 所：山口県宇部市松山町二丁目１６番１８号 
電 話：０８３６－３１－０２５１ 
e-mail：tanaka@ubecci.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） 

 ２８年度 

(２８年４

月以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 ５，８６５ ５，５００ ５，５００ ５，５００ ５，５００ 

 

中小企業相談

所特別会計 

・講習会等開

催費 

・経営安定特

別相談室 

・地域総合活

性化事業 

 

一般会計 

・地産地消推

進事業 

・チャレンジ

山口創業応

援事業 

・景況調査 

 

 

 

１，３２１ 

 

４４９ 

 

７００ 

 

 

 

１，０９５ 

 

２，２００ 

 

 

  １００ 

 

 

１，３００ 

 

  ４００ 

 

  ７００ 

 

 

 

１，０００ 

 

２，０００ 

 

 

  １００ 

 

 

１，３００ 

 

  ４００ 

 

  ７００ 

 

 

 

１，０００ 

 

２，０００ 

 

 

  １００ 

 

 

１，３００ 

 

  ４００ 

 

  ７００ 

 

 

 

１，０００ 

 

２，０００ 

 

 

１００ 

 

 

１，３００ 

 

  ４００ 

 

  ７００ 

 

 

 

１，０００ 

 

２，０００ 

 

 

  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 

国補助金、県補助金・委託金、市補助金、会費、受講料 

 

 

（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 

Ⅰ－１ 地域の経済動向調査に関すること[指針③] 

Ⅰ－２ 経営状況の分析に関すること[指針①] 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援に関すること[指針②] 

Ⅰ－４ 事業計画策定後の実施支援に関すること[指針②] 

Ⅰ－５ 需要動向調査に関すること[指針③] 

Ⅰ－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] 

Ⅱ   地域経済の活性化に資する事業 

Ⅲ－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 

Ⅲ－２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

Ⅲ－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 

連携者及びその役割 

 

連絡先の名称及び所在地 

経

済

動

向

調

査

経

営

状

況

分

析

事

業

計

画

策

定

支

援

計

画

策

定

後

の

支

援

需

要

動

向

調

査

新

た

な

需

要

開

拓

地

域

の

活

性

化

ノ

ウ

ハ

ウ

の

情

報

交

換

指

導

員

等

資

質

向

上

事 

業 

評

価 

・

見

直

し 

連絡先の役割 

中小企業基盤整備機構中国本部     

本部長 井上秀生 

広島市中区八丁掘５－７ 

電話０８２－５０２－６３００ 

  
○

 
○ ○

 
○ ○

 ・先進事例の紹介 

・新製品開発等の高度な経営支援 

 ノウハウの提供 

・経営指導員等の資質向上研修 

山口県知事 村岡嗣政 

山口市滝町１－１ 

電話０８３－９２２－３１１１ 

○

   
○ ○

 
○ ○

 ・県内景気動向、需要動向の情報 

 提供 

・県内名産品の販路開拓支援 

・経営指導員向け研修の協力 

宇部市長 久保田后子 

宇部市常盤町１－７－１ 

電話０８３６－３１－４１１１ 

○    ○ ○ ○ ○  ○ 

・市内景気動向、需要動向の情報 

 提供 

・市内ブランドの販路開拓支援 

・経営発達支援事業の評価 

山口県商工会議所連合会 会頭 川上康男 

下関市南部町２１－１９ 

電話０８３－２３４－１１０４ 

○     ○  ○   

・県内景気動向の情報提供 

・やまぐちビジネスドラフトの開 

 催（市内小規模事業者の販路開 

 拓支援） 

くすのき商工会 会長 下井洋美 

宇部市大字船木４４２－１１ 

電話０８３６－６７－１３５２ 

○     ○ ○ ○   

・市内景気動向、需要動向の情報 

 提供 

・地域活性化イベントの協力 

・市内ブランドの販路開拓支援 

国立大学法人 山口大学 学長 岡 正朗 

宇部市常盤台２－１６－１ 

電話０８３６－８５－９００５ 

       
○

  ・未利用特許等の開放による産学 

 公連携による新技術開発 

・大学発ベンチャーの紹介 

・試作品のテストや評価 

独立行政法人 国立高等専門学校機構 

宇部工業高等専門学校 

校長 三谷 知世 

宇部市常盤台２－１４－１ 

電話０８３６－３１－６１１１ 

       

○

  
・産学公連携による新技術開発 

・新技術開発の技術的指導 

・試作品のテストや評価 



４３ 
 

連絡先の名称及び所在地 

経

済

動

向

調

査

経

営

状

況

分

析

事

業

計

画

策

定

支

援

計

画

策

定

後

の

支

援

需

要

動

向

調

査

新

た

な

需

要

開

拓

地

域

の

活

性

化

ノ

ウ

ハ

ウ

の

情

報

交

換

指

導

員

等

資

質

向

上

事 

業 

評

価 

・

見

直

し 

連絡先の役割 

山口県産業技術センター       

理事長 山田 隆治 

宇部市あすとぴあ４－１－１ 

電話 ０８３６－５３－５０５０ 

       
○

 
○ 

・産学公連携による新技術開発 

・新技術開発の技術的指導 

・試作品のテストや評価 

・経営発達支援計画の評価 
（公財）やまぐち産業振興財団  

理事長 田村 浩章 

 山口市熊野町１－１０ 

電話 ０８３－９２２－３７００  

 
○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

・事業計画策定に係る高度な助言 

・新製品の販路開拓支援 

・経営承継の支援 

・経営発達支援計画の評価 
宇部観光コンベンション協会会長 武波博行 

宇部市新天町一丁目２－３６ 

電話０８３６－３４－２０５０ 
     ○ ○    

・産業観光ツアーにおけるブラン 

 ド品を取り扱う業者の受入 

・新製品の販路開拓支援 
山口県信用保証協会宇部支店     

支店長 佐伯隆士 

宇部市寿町３－４－２１ 

電話０８３６－２１－７３６１ 

  ○ ○    ○ ○  
・事業計画策定の協力(資金調 

 達） 

・経営指導員等の資質向上研修 

山口県中小企業診断協会       

代表理事 原 義夫 

山口市中央４－５－１６ 

電話０８３－９３４－３５１０ 

 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

・事業計画策定に係る高度な助言 

・事業計画策定後の改善策のアド 

 バイス 

・経営発達支援計画の評価 
日本政策金融公庫下関支店国民生活事業 

 事業統括 山口幹夫 

下関市細江町二丁目４番３号 

電話 ０８３－２２２－６２２５ 

  ○ ○    ○ ○  
・小規模事業者の紹介 

・事業計画策定の協力（資金調 

 達） 

山口銀行宇部支店 支店長 藤井克将 

宇部市新天町一丁目１－１１ 

電話 ０８３６－３１－０１３１ 
  ○ ○    ○   

・小規模事業者の紹介 

・事業計画策定の協力（資金調 

 達） 
西京銀行宇部支店  支店長 岡本泰裕 

宇部市中央町一丁目５－１４ 

電話 ０８３６－３１－４１８３ 
  ○ ○    ○   

・小規模事業者の紹介 

・事業計画策定の協力（資金調 

 達） 
西中国信用金庫宇部地区本部 本部長 掘博文 

宇部市寿町二丁目９－６ 

電話 ０８３６－３５－７００１ 
  ○ ○    ○   

・小規模事業者の紹介 

・事業計画策定の協力（資金調 

 達） 

中国税理士会宇部支部 支部長 藤井秀樹 

宇部市大字西岐波４８１５－９ 

電話 ０８３６－５１－８２３１ 
  ○ ○    ○ ○  

・小規模事業者の紹介 

・事業計画策定の協力（資金調 

 達） 

・経営指導員等の資質向上研修 
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連携体制図等 

 

 
 

 


