
経営発達支援計画の概要

実施者名 小野田商工会議所（法人番号 2250005002329 ）

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日の５年間

目標

①地域の特性を活かした戦略的な事業展開支援

②新規起業者の掘り起こしと創業支援

③親族内・第三者承継など多様な事業承継支援

④働き方改革と人材育成

以上を目標とし、小規模事業者の支援を実施することで、地域を活性化

させ魅力のある強い山陽小野田を目指します。

事業内容

Ⅰ.経営発達支援事業の内容

1.地域の経済動向に調査に関すること

地域の現状と課題を踏まえ、県や市、金融機関、民間シンクタンク

等が公表している資料を活用しながら経済動向の把握に努めます。

2.経済状況の分析に関すること

当所独自で作成した「経営分析シート」に基づき企業概要、顧客ニ

ーズと市場の動向、経営方針と今後の目標、財務状況の情報を収集し

ます。

3.事業計画策定支援に関すること

上記 1・2により分析された外部要因及び内部要因から、経営課題を

導き出し、また需要動向を踏まえて持続的発展のための事業計画を策

定します。特に、事業承継、創業の支援に力を注ぎます。

4.事業計画策定後の実施支援に関すること

事業の進捗状況の把握の徹底と新たな問題抽出を行ない問題の解決

を図りながら継続的に支援を行います。事業所別「チェックシート」

を活用し、所内情報共有体制を強化します。

5.需要動向調査に関すること

商圏、市場規模、顧客（ニーズ）について調査分析を行ないます。

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

商談会やイベント、ＳＮＳやネットを活用した新規需要開拓支援を

行ないます。

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組

当所が策定した「地域活性化中期ビジョン」に基づいて活動してい

る各委員会の活動を進めていき、地域を活性化させ魅力のある強い山

陽小野田市を目指します。

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

経営指導員等の資質の向上と組織的支援能力の向上を図ります。

連絡先

小野田商工会議所

〒756-0834 山口県山陽小野田市中央二丁目３番１号

TEL 0836-84-4111 FAX 0836-84-4180

E-mail host@onoda-cci.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 

 

【地域の現状】 市の成り立ち・人口推移・地域の特色と課題 

 

〈地理について〉 

山陽小野田市は、 山口県の西南

部に位置し、瀬戸内の穏やかな海

と緑あふれる山々に囲まれた自然

豊かな人口約６万人の町です。 西

に下関市、東に宇部市と県内有数

の人口の多い市の間にあり、宇部

都市圏に属しますが、工業部門に

おいて北九州市との関係も深く関

門都市圏の一部でもあります。 

交通アクセスは宇部市にある山

口宇部空港より車で約２５分、山

陽自動車道は小野田ＩＣがあり、

北九州まで約１時間で行くことができます。また、平成１１年に山陽新幹線の停車駅（厚

狭駅）も整備され、県内外からの交通アクセスの拠点となっています。 

 

 

〈本市について 成り立ち～現状〉 

山陽小野田市は、平成１７年に小野田市・山陽町が合併し誕生しました。昨年、市誕

生１０周年を迎え、プレミアム商品券をはじめとする地域振興事業、その他周年行事等

の活動を通じ、行政と商工会議所の連携はより深まりつつある状況です。また、市内に

は山陽町地区に山陽商工会議所、小野田地区に小野田商工会議所と２つの商工会議所が

存在し、それぞれの地域の商工業者を支援する形となっています。 

 

また市内には昭和６２年に設置された東京理科大学山口短期大学を前身とし、平成２

８年４月より公立大学法人に移行した山口東京理科大学があります。平成３０年度以降

には薬学部の新設も予定されており、さらなる学生数の増加が見込まれています。また

隣市宇部市には山口大学医学部・工学部、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、産学官による研修開発や人材育成を行ないやすい環境が整っています。 

 

 

〈人口推移について〉 

山陽小野田市の人口は昭和６０年（1985年）の 70,259 人（旧山陽町及び旧小野田市）

をピークに減少に転じています。また、総人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割

合も減少傾向にある一方で、６５歳以上の人口の割合は増加を続けており、今後もその

傾向は強くなることが想定されています。 

 

参考画像 山陽小野田市観光マップより抜粋 
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人口の推移（人、世帯） 

 平成 22 年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

人口 64,550 64,250 63,837 63,250 62,854 

世帯数 25,536 25,675 25,773 25,728 25,799 

(山口県統計年間・各年１０月１日現在) 

 

〈地域の課題〉 

人口の減少は、産業・雇用への影響が大きく、従業者数の減少による就業率の低下、

完全失業率の上昇といった就業人口の減少は、産業の活力低下を招き、高い水準での市

民所得が確保できず市外への人口流出に拍車がかかります。その他にも、子育て教育環

境への影響など、少子高齢化の全国的な課題でもありますが、山陽小野田市においても

大きな課題となっています。 

 

将来の方向性としては、工業、商業における産業都市としての強みを生かしつつ、若

者が意欲をもって働くことができる雇用の場・産業をつくり育てることが必要です。 

現在、一つの契機として山口東京理科大の公立化と薬学部新設が挙げられています。

学生数の増加をチャンスととらえ、市内就職、定住を視野に産学官が連携し、若い世代

に魅力ある地域づくりが進められている状況です。 

 

  ‐地域の主な課題‐ 

 

 

 

 

 
                         出典「山陽小野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

 

○人口流出に歯止めをかけ、「社会減の流れ」を変える 

○若い世代の結婚・子育て等の希望をかなえ、「少子化の流れ」を変える 

○山陽小野田市の強みや特性を生かし、「住み良いまち」をつくる 
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【地域経済の現状】工業、商業、小規模事業者の推移 

 

〈工業について〉 

旧小野田地域は、明治維新後、民営初の小野田セメントと共に発展し、その後も化学

工業の進出、石炭産業の振興等を経て現在も化学・製油・鉄鋼を中心とした製造業の大

手工場があり、平成２６年度の製造品出荷額は 9,004億円（県統計分析課ＨＰ「山口県

の工業」）で、市町村別では上位に位置しており瀬戸内工業地帯の一角をなす工業都市

です。 

 現在、製造業においては、太平洋セメント㈱・日産化学工業㈱・田辺三菱製薬工場㈱・

中国電力㈱・西部石油㈱を代表とする大手企業が数社存在し、下請け発注の仕事を小規

模事業者が請け負う構図となっています。しかしながら、景気の停滞に伴い、これまで

と同様の仕事が小規模事業者に発注されるとも限らず、小規模事業者自身の技術力、能

力の向上が問われています。小規模事業者の競争力強化には後継者問題、人材育成、ス

キルアップなどの課題があります。これらの課題を解決していくためには、戦略的な事

業経営が必要となっています。これは建設業においても同様に、一人親方、個人事業者

などの小規模事業者の生き残りにつながる大きな問題となっています。 

  
製造品出荷額等（事業所、万円） 

産業中分類 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 

事業

所数 

製造品 

出荷額等 

事業

所数 

製造品 

出荷額等 

事業

所数 

製造品 

出荷額等 

化学工業製品 10 8,966,123 11 8,851,080 12 8,890,358 

鉄鋼 5 5,820,609 5 4,326,466 6 4,825,694 

はん用機械器具 11 2,934,669 14 2,413,942 14 2,207,607 

輸送用機械器具 6 325,777 6 1,707,360 6 1,678,751 

他 67 55,450,733 60 54,474,821 58 70,836,995 

総数 99 73,497,911 96 71,773,669 96 88,439,405 

（山口県統計年鑑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野田セメント（徳利窯） 

おのだサンパーク 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1477724709/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3dvcmxkbW90b3JzLmpwL3dtL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE1LzAzL3N1bnBhcmtfb25vZGEuanBn/RS=^ADB9CidDt4YS2mMFQFV1PAJ8MYw_2M-;_ylt=A2RivbCl.BJYJXsAsGyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz�
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〈商業について〉 

商業においては、セメント町商店街（旧小野田市中心部）、小野田駅前商店街をはじ

めとする商店街が各地域に古くから形成されていましたが、地理的要因等から市外への

買物客の流出が多くなり、衰退の一途を辿りました。 

小野田商工会議所主導により、昭和５９年に大型ショッピングセンター（おのだサン

パーク・当時核テナント「寿屋」）がオープンして以降は、買物客の流出は抑えられ、

市外からの流入にも成功しました。その反面、おのだサンパークでの買い物利便性が向

上したために、小規模事業者が営む商業店舗等から一層の顧客流出が起こり、閉店を余

儀なくされた店舗も増加したと考えられます。 

特に小野田地域内においては、交通機関の便が悪く、自家用車で買物をする人が増え、

買物も駐車場を備えたショッピングセンター、地元スーパー、ドラッグストア、コンビ

ニエンスストアに流れます。おのだサンパークは平成２０年に 38,000 ㎡に増床（現在

核テナントはイズミ）し、現在来客数は平日でも１万人を超える人気店となっています。 

 
買物時の自家用車利用割合（％） 

買物時の自家用車利用割合 

毎日 13.8 

週に５日～６日 17.5 

 〃 ３日～４日 37.4 

 〃 １日～２日 23.3 

２週に１日 0.8 

３に１日 0.2 

不定期 5.4 

不明 1.6 

計 100.0 

（平成２４年山口県買物動向調査） 

 

また近年、コンビニエンスストアの相次ぐ進出（セブンイレブン１１店舗・ローソン

６店舗・ファミリーマート２店舗・ポプラ１店舗）、大手ドラッグストアの進出（コス

モス３店舗・ウォンツ１店舗・薬の岩崎チェーン２店舗・ドラッグストアモリ１店舗）、

大型ショッピングモールの開店（イオンタウン）等で、店舗数は減少（個店の閉店によ

ると考えられる）している状態にあります。下記の年間商品販売額の表から、小売業の

事業所数は大きく減少していますが、商品販売額は微増となっており、大きく影響を受

けていることが窺えます。 

 
年間商品販売額（事業所、万円） 

年次 
卸売業 小売業 

事業所数 年間商品販売額 事業所数 年間商品販売額 

平成１６年 96 4,228,049 743 5,883,227 

平成１９年 93 4,226,763 624 5,607,571 

平成２４年 68 3,678,535 469 4,682,630 

平成２６年 75 4,167,053 425 4,761,186 

（山口県統計年鑑、平成２４年・２６年経済センサス） 

全体の買物回数に対する自

家用車の利用割合 

１０割 58.7 

８割～９割 10.0 

６割～７割 3.9 

４割～５割 4.5 

２割～３割 3.5 

２割未満 3.8 

ほとんど使わない 

（車不所持） 

12.1 

不明 3.5 

計 100.0 
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【管内商工業事業所と小規模事業者数の推移】 

 

〈管内商工業者数推移〉 

 

〈過去１０年間の市内主要業種別商工業者数推移〉 

※平成１８年山口県統計年鑑、平成２１年、２４年、２６年経済センサスより引用 

 

上記表のとおり、過去１０年の管内商工事業者数と小規模事業者数の推移は、ともに

約１割前後の減少となっています。管内商工事業者数は１９６事業所、そのうち小規模

事業者数は１２４の減少となっています。主に卸・小売業の減少が著しく、これは大型

ショッピングセンターの増床とコンビニエンスストア、ドラッグストアの出店が相次い

だことが要因の一つとして考えられます。また、個店では事業承継という課題をクリア

できずに閉店するというケースが多い点も要因の一つです。 

一方で高齢化による医療・介護ニーズの大幅な増加により、平成２４年～２６年の２

年間で医療福祉関係の事業所は１８３→２２７と約２４％増となっています。 

 

〈地域経済の課題〉 

 上述の地域経済の現状を踏まえると、大型ショッピングセンターへの集客力を利用し

た新たな創業者の誘導と掘り起こし、個店の廃業を抑えるための経営改善や戦略的事業

の実施などが課題として挙げられます。製造、建設業については、競争力を強化するた

め、事業者やその従業員の人材育成、さらに事業承継の課題が挙げられます。 

 

‐地域経済の主な課題‐ 

 

 

 

 

 

 商工業者数 小規模事業者数 小規模比率 商工会員数 会員比率 

平成１８年４月 1,770 1,290 72.9％ 1,484 83.8% 

平成２３年４月 1,621 1,134 67.0％ 1,164 71.8% 

平成２７年４月 1,574 1,166 74.1％ 1,018 64.7% 

H27/H18 

減少率 
11.1% 9.6% - 31.4% - 

 建設 製造 卸・小売 
宿泊・飲食 

サービス 

生活関連サ

ービス・娯楽 
医療福祉 

平成１８年

１０月 
278 156 791 295 - 192 

平成２１年

７月 
285 163 778 296 258 194 

平成２４年

２月 
251 155 686 268 241 183 

平成２６年

７月 
242 163 623 263 243 227 

○商圏・ニーズの変化に対応した新たな創業、起業の掘り起こし 

○小規模事業者の廃業数を抑える 

○販路開拓等の新事業展開のための人材確保・雇用促進 
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】１０年後の将来像 

地域の現状・課題を踏まえ、小規模事業者の中長期的な振興のあり方を、「地域の小

規模事業者に、商圏の特性等を活かした戦略的な経営が根付き、地域経済の担い手で

ある小規模事業者の減少数を抑制し、地域内創業者数を増加させることで、地域を活

性化させ魅力のある強い山陽小野田を目指す。」こととします。 

 

(１)管轄地域内の小規模事業者の減少数が抑制されている 

  ①事業の承継ができず、廃業となってしまうケースを最小限にする。 

  ②当所と山陽小野田市との創業者支援基盤がより強化され、相互の連携により地 

域内創業者数が増加している。 

 

(２)大型商業施設「おのだサンパーク」を中心とした地域経済の活性化 

「おのだサンパーク」の集客力を活用した新たな高付加価値の創造や、専門店

等の新規店舗出店者の集積により、地域経済がさらに活性化している。 

 

(３)若い世代を顧客ターゲットとした新事業展開、新規創業の増加 

山口東京理科大学の公立化、薬学部新設による学生数増加を見越し、若い世代

を顧客ターゲットとした新事業展開、新規創業が増加し、若い世代が魅力を感じ

る街となっていることを将来像とする。 

 

(４)工業都市としてさらなる経営力・競争力アップ 

①働き方改革における生産性向上と業務の効率化により、個社それぞれの経営力 

の底上げがされ、事業を存続できている。 

②商圏特性を活かし、地域全体の競争力を高め、地域経済循環構造が構築されて 

いる。 

 

山陽小野田市においても「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、産・学・

官・民の連携を推進しています。当所も市の施策や方針と同調しながら１０年後の活

力ある地域経済を目指し、小規模事業者支援を実施します。 

 

 

【経営発達支援計画事業の目標】 

（実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日） 

 上記の中長期的な振興のあり方を踏まえ、計画期間中は、以下の目標を設定します。 

 

①地域の特性を活かした戦略的な事業展開支援 

新事業展開や販路開拓等を目指す事業者に対して、地域の特性を活かした戦略的

な事業展開支援を実施します。また、既存事業の成長と発展を目指す事業者に対し

ても、経営課題の解決に向け事業計画策定支援を実施します。事業計画策定支援件

数は５年間で合わせて１０１社を目標とし、小規模事業者の経営力強化、ひいては

地域経済の活性化を目指します。 
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②新規起業者の掘り起こしと創業支援 

新規起業者の掘り起こしのため、「創業きほんの“き”セミナー」を年１回２日間

で開催します。セミナー後も、個別相談会に繋げ継続的な支援を実施し、創業支援

を５年間で１５社に対して行います。さらに、創業から５年間経営を持続している

事業者の割合６割を目標とします。 

 

③親族内・第三者承継など多様な事業承継支援 

平成２８年度に行った管内事業者に対する「事業承継アンケート」の結果をもと

に、６５歳以上の経営者で後継者が決まっていない事業者、また５年以内に承継を

考えている事業者を中心に、事業承継支援を５年間で計２５社に対して進め、後継

者決定率を５割まで高めます。 

 

④働き方改革と人材育成 

働き方改革のための個社支援を実施し、支援先において労働生産性（※）を５年間

で２％の向上を目指します。 
（※）労働生産性＝付加価値額（営業利益高＋人件費＋租税公課＋不動産・物品賃借料） 

÷労働力(役員数＋総従業員数)  

 

【本計画の実施方針】 

経営発達支援計画事業の目標を達成するため、山口県、山陽小野田市、ハローワ

ーク宇部、地域金融機関等の各支援機関との連携を強化します。 

所内においては、経営指導員を中心とした職員の資質向上・支援能力（経営分析

力や事業計画策定能力などのスキルアップ）の強化に取り組み、支援体制をより強

化していくとともに、以下４点を実施方針とします。 

 

(１)地域の特性を生かした戦略的な事業展開支援 

小野田地域において、持続的成長と発展を目指す小規模事業者を対象に、主に以下

の２点を地域の特性として捉え、戦略的な事業展開支援を実施します。 

 

①大型ショッピングセンター「おのだサンパーク」の集客力活用 

市内大型ショッピングセンター「おのだサンパーク」の集客力を活用した事業展

開支援を基本的な考えとし、大規模資本によるビジネスモデルとの差別化を図った

事業計画の策定を支援することで、地域の牽引者となる事業者の育成を目指します。 

 

②山口東京理科大学の公立化・薬学部新設による学生数増加 

若い世代を顧客ターゲットとした新事業展開、販路開拓、新規創業を促進させ、

需要動向を踏まえた事業計画策定支援を実施します。 

 

(２)新規起業者の掘り起こしと創業支援 

山陽小野田市、金融機関との創業者支援体制をより強化します。セミナー開催に

おいては、短期間（２日間）で初心者向けの内容とすることで、創業希望者を幅広

く見つけ出します。セミナー開催後は、個別相談会にて創業計画策定、フォローア

ップに繋げ、創業後廃業しないよう長期的な支援を実施します。 
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(３)親族内・第三者承継など多様な事業承継支援 

専門家との連携により事業承継支援を実施します。資産相続や技術等の承継も事

業承継の重要課題となるため、税理士等専門家との連携により支援を行ない、事業

者と専門家とのパイプ役となりながら、円滑な事業承継支援を進めます。 

 

(４)生産性向上と業務効率化による経営力向上支援 

業務改善点を事業者とともに分析の上、個社それぞれの課題に合わせた支援を実

施します。課題の解決に向けては、ソフトウェア、システム等の紹介から IT導入ま

での資金調達支援など幅広い支援を実施し、事業者の生産性向上と経営力アップを

目指します。 
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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 
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】 

 経営発達支援事業を実行する上で、地域の経済動向を把握することはとても重要です

が、現在は、地域の経済動向調査については巡回・窓口相談等による情報収集にとどま

っており、当所独自の調査・分析は行っておりません。行政や金融機関、その他調査機

関が公表する資料等も十分に活用できていないという状況です。 

しかしながら、地域の経済動向の把握は、経営状況の分析や需要動向調査とともに、

小規模事業者に対する的確な指導を行うために必要不可欠です。地域の経済動向や需要

傾向など、事業者を取り巻く外部環境について常に新しい情報として認識しておく必要

があります。 

地域の経済動向を調査・分析することにより、地域の経済状況を把握し、小規模事業

者の経営上の問題点や課題を分析。今後の経営相談や当所の事業に活用することによ

り、小規模事業者の経営方針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考にします。 

また、国、県、市及びその他の機関の資料を活用し、「地域産業振興のための基礎調

査」をとりまとめ、多角的な視点から、より効果的な支援の実施に繋げていきます。 

 

（１） 小野田版中小企業景況調査 

目標 四半期毎（年 4回） 

情報収集を行う項目 業況、売上高、経常利益、販売数量、販売単価、資

金繰り、設備投資、仕入価格、在庫、取引先、雇用

人数、後継者の有無、業界情報（小野田地域の状況）、

困っている事等 

調査分析を行う手段・方法 サンプル数は市内約５００社 

（うち小規模事業者約３００社） 

調査方法はファックス 

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う 

データの入力、集計、分析は当所で行う 

中小企業景況調査のデータを活用し、小野田地域オ

リジナルの景況動向を分析する 

成果の活用 小野田地域の景況感を知る事ができるため、小規模

事業者の今後の事業展開に活かすことができる 

事業計画の策定の際等の参考資料となるため、調査

結果は、当所会報に掲載し、HP において公開する

ことで、会員ではない小規模事業者にも周知するこ

とができる 
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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・方法 サンプル数は全国で約１９，０００社 

中小企業基盤整備機構が行った集計・分析を用い、 

当所において、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う 

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る

ため、小規模事業者が全国や都道府県別の景況感を

知る事で事業計画の策定の際等の参考資料となる

ため、HPにおいて公開する 

 

 

（３）ＬＯＢＯ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る 

（例：設備投資、採用、賃金など） 

調査分析を行う手段・方法 サンプル数は３，１００社 

日本商工会議所が行った集計をもとに、当所におい

て上記項目を収集し、分析する 

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

が把握でき、事業計画の策定の際等の参考資料とな

るため、HPにおいて公開する 

 

 

（４）小規模企業白書・中小企業白書等の分析による地域経済動向調査 

毎年 5 月に中小企業庁から発表される、中小企業の動向を詳細に調査・分析した小

規模企業白書・中小企業白書等を活用し、情報収集を行います。 

下記に記載した国・県・各団体等が提供する調査内容等の情報を常に意識し、小規

模事業者の経営等に関する調査当地域のとの関連を見据えながら、①小規模事業者を

とりまく経営環境や企業経営について②小規模事業者をそれぞれ産業分野に分けた将

来展望③小規模事業者のための行政施策等についての情報を収集し、既存のデータを

地域の経済情報の把握に活用します。 
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〔各種情報収集先（一部）〕  

情報提供元 提供内容 
中小企業庁  小規模企業白書・中小企業白書、中小企業景況調査報告書、 

中小企業実態基本調査 
総務省 各種調査 
内閣府 景気動向指数 
山口県総合企画部 山口県景気動向調査 
日本銀行 金融経済月報、短観 
帝国データバンク 景気動向調査 

財務省 法人企業景気予測調査 

 

《目標・活用方法》 

各調査については、迅速に収集データを取りまとめ、調査結果の要因について分析

を行うとともに、経営指導員等で共有認識を図り、小規模事業者への巡回・窓口相談

時に情報提供を行うとともに、経営分析、事業計画策定・実施支援に的確に反映させ

ます。 

また、行政や関係機関に配布するとともに、当所会報やホームページ上でも公表し、

地域内の事業所に広くデータの活用を図っていきます。  

地域の経営統計数値の把握・活用については、小規模事業者に対して、「経営分析」

「問題提起」「課題抽出」「解決策策定」「事業計画化」「計画実行」の支援を裏付ける

データとして情報提供をします。 

 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

小野田版 

中小企業景況調査回数 - 4 4 4 4 4 

中小企業景況調査回数 - 4 4 4 4 4 

LOBO調査回数 - 12 12 12 12 12 

小規模企業白書・中小企

業白書等の分析による 

地域経済動向調査回数 
- 随 時 随 時 随 時 随 時 随 時 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

事業計画の策定支援を行うには、対象事業者の経営の状況を把握しなければ、適切な

支援に結び付きません。そのため、当所では独自の「経営分析シート」を作成し、事業

者の企業概要、顧客ニーズと市場動向、自社の提供するサービスの強みや弱みをヒアリ

ングし、経営の分析につなげます。 

また、事業承継支援においては、山口県と協力して行った「事業承継アンケート」を、

経営分析の補足資料として活用します。 
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《情報収集等を行う項目について》 

 ①「経営分析シート」 

当所独自で作成した「経営分析シート」に基づき企業概要、顧客ニーズと市場の動向、

経営方針と今後の目標、財務状況の情報を収集します。 

 

項  目 内  容 

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 事業所ごとに記載 

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 

 

 
「経営分析シート」 
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 ②「事業承継アンケート」 

 山口県と協力して行った「事業承継アンケート」に基づき事業の概要、事業承継、事

業継続の意思について情報を収集します。 

 

項  目 内  容 

事業の概要 業種、従業者規模、代表者年齢、代表就任期間 

事業承継、事業継続 事業承継の意思、 

（引継、廃業、売却）の予定時期と準備状況、 

後継者の決定状況、譲り受け・買収の意向 

事業承継に係る相談の希望の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《調査・分析を行う手段・手法について》 

（１）記帳指導、決算指導業務において経営分析を行います。また、その他巡回・窓口 

相談の際においても持続的経営に向けた計画の必要性を説明し、小規模事業者の経営

分析に取組みます。分析にあたっては「経営自己診断システム（中小機構）」「ＴＫＣ

経営指標」を活用します。またケースに応じて日本政策金融公庫へ照会を行います。 

（２）金融支援において経営分析をおこないます。 

（３）経営分析はケースに応じて、中小企業診断士、税理士及び社会保険労務士並びに 

外部機関である山口エキスパート・バンク、ミラサポ及びよろず支援拠点等により専

門家を活用し、高度な分析を行います。 

 

 

《成果（データ）の活用について》 

決算指導、金融指導等の際にヒアリングをし、完成させた「経営分析シート」を基

にして、高度な分析を専門家に依頼します。分析結果をレクチャーしてもらい、財務

分析と共に事業者へフィードバックすることで、事業計画の策定へつなげます。  
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《目標》  

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

指導対象企業数（巡回） 142 150 160 170 185 200 

指導対象企業数（窓口） 350 360 370 380 390 400 

経営分析件数 18 26 38 75 87 95 

※経営分析件数にマル経含む、現状は、平成 28年度数値 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の減少を抑えることを主眼に置きつつ、「持続的発展を目指す小規模

事業者への支援」、「事業承継支援」、「創業支援」の３つを柱として、小規模事業者に

対しアプローチします。特に、「事業承継」・「創業」については、企業のライフサイク

ルの中で重要な分岐点となるため、長期的な視野に立った、伴走型支援を行ないます。 

また、状況に応じて、当所専門家無料相談員（中小企業診断士・税理士・社会保険

労務士・弁理士）、ミラサポ、山口エキスパートバンク及びよろず支援拠点等により専

門家の助言を受けつつ、各支援機関と連携のもと、効果的且つ実現可能な計画としま

す。 

 

■持続的な発展を目指す小規模事業者への支援 

 

《支援における考え方》 

管轄地域において持続的な発展を目指す小規模事業者に対し、事業計画に基づいた

経営の重要性について啓発します。また、地域の特性を活かした戦略的な事業計画の

策定支援を実施することで、持続可能な経営力を身に着けることを支援の基本的な方

針とします。 

 

《事業内容》  

（１） セミナー開催による対象事業者の掘り起こし 

「事業計画策定セミナー」を開催し、経営課題解決に向けた事業計画策定を必要と

する、やる気のある事業者の掘り起こしを行ないます。 

 

（２）「経営課題」解決に向けた事業計画策定支援 

事業者とともに作成した「経営分析シート」の結果から浮かびあがった「個社それ

ぞれの経営課題」を踏まえ、事業者が“これならできる!!”と思える事業計画を経営

指導員とともに策定します。策定には、「経営計画つくるくん（中小企業基盤整備機構）」

等を活用し、売上と粗利益の増加を目指します。 
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（３）地域の特性を活かした戦略的な事業展開支援 

小野田商工会議所として把握する「おのだサンパークの集客力を活かした大規模資

本と差別化を図った事業展開」、「山口東京理科大学の公立化と薬学部新設を見越した

若い世代を顧客ターゲットとした事業展開」という二つの地域の特性を活かし、「経

営革新計画」を柱とした新事業展開支援を行います。計画は、地域経済の動向と需要

動向調査の分析結果、新事業の収益性を専門家と十分に考察しながら策定を進め、ケ

ースによっては、各種補助金申請等へ導きます。 

 

（４）生産性向上と業務効率化による経営力底上げ支援 

生産性向上と業務効率化による「経営力向上計画」を柱とした経営力底上げ支援を

行います。計画は、労働生産性の要素である売上総利益の向上を主眼に、「労働生産

性」を収益性の一つの評価指標として、労働生産性２％向上を目標とした計画としま

す。 

その中で業務効率化における取組みとして、「POS レジ、クラウド会計」などのシ

ステムを事業者の課題に合わせて紹介するなど、適切な IT利活用を促します。 

IT導入の際に資金が必要な場合は、融資制度の斡旋や資金計画についても、導入

後の計画実施が適切に進んでいるかどうかを評価するための PDCA を意識しながら

計画策定にあたります。 

また、業務改善点の洗い出しと事業者の意識改革、啓発を目的としたセミナーを年

１回開催し、掘り起こしを行います。セミナー終了後の個別相談にて課題の洗い出し

から計画策定まで、専門家と連携の下支援を実施します。 

 

（５）融資制度の斡旋 

金融相談については、事業者の財政状況を把握するとともに、必要に応じて経営 

改善計画を作成する他、金融機関や県・市制度の利用を斡旋します。 

 

（６）専門家を活用し事業計画をブラッシュアップ 

事業者とともに作成した事業計画は、当所専門家無料相談員（中小企業診断士・税

理士・社会保険労務士・弁理士）、ミラサポ、山口エキスパートバンク及びよろず支援

拠点等の専門家並びに金融機関に意見を求め、効果的且つ実現可能な計画とします。 

 

《支援対象》 

 ・地域に根差した持続的な発展を志向する小規模事業者 

 ・新事業展開や新たな販路開拓を目指す事業者 

 ・経営課題や業務上の課題解決について支援が必要と判断した事業者 

 ・高齢で後継者が不在の事業者や、財務状況が悪い事業者等廃業が危ぶまれる事業者 
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《目標》 

  現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定件数 18 18 18 20 20 25 

(2)経営課題解決に向けた 

経営計画策定件数 
17 13 13 11 11 13 

(3)経営革新計画策定件数 1 3 3 6 6 8 

(4)経営力向上計画 

策定件数 
- 2 2 3 3 4 

セミナー開催数 
(啓発・生産性・働き方) 

3 3 3 3 3 3 

セミナー参加者数 30 30 30 30 30 30 

  

 

■事業承継支援 

 

《支援における考え方》 

 平成２８年度に山口県と共同で実施した管内事業者に対する「事業承継アンケート」

の結果では、６５歳以上の経営者（１６社）で後継者が決まっていない事業者は１６

社中１０社と、６割に上る結果となっています。また、５年以内に承継を考える事業

者は９社あり、事業承継が喫緊の課題となっている事業者は２０社近く存在している

ことを現時点で把握しています。 

この結果を受け、平成２９年度より５年以内に承継を考える事業者９社のうち３社

に対して、既に事業承継支援を開始しており、専門家との連携のもと事業承継計画の

策定を進めています。 

しかしながら、今回のアンケートの回答

率は会員事業所全体の６％であり、事業承

継が必要な事業者は潜在的に数多く存在

することが想定され、その洗い出しも課題

となっています。 

 

今後の事業承継支援策としては、事業承

継の問題を抱えている潜在的事業者の洗

い出しを行うとともに、現在進めている支

援体系を継続し、支援件数をさらに増やし

ていくこととします。 

また他支援機関や専門家との連携によ

り、事業者の内部環境と問題ケースに対応

した事業承継計画の策定を進め、承継が完

了し事業が安定するまで伴走型の支援を

行ないます。 

 

平成 28年度「事業承継アンケート」（抜粋） 
会員約 1,000 社へ会報にて周知、５９社回答 

事業承継の意思  

①何らかの形で他者に引き継ぎたい 11 

②自分の代で廃業予定 9 

③自分の代で売却 2 

④当面必要がない 19 

⑤未定 16 
 

上記（引継ぎ・売却・廃業）予定  

①１年以内 2 

②１年超～３年以内 6 

③３年超～５年以内 1 

④５年超～１０年以内 8 

⑤１０年超 16 
 

事業承継に係る相談希望  

①有 8 

②無 49 
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《事業内容》 

（１）セミナー開催による対象事業者の掘り起こし 

１年に１回程度「事業承継セミナー」を開催し、事業承継の課題を抱える事業者の

掘り起こしを行ないます。 

 

（２）事業承継計画策定支援 

「事業承継セミナー」や「事業承継に関するアンケート」の結果から事業承継支援

を必要とする事業者を抽出し、事業承継計画の策定を支援します。 

 

(３)親族外承継における他支援機関及び専門家との連携による支援 

親族外承継の場合は、「山口県事業引継ぎセンター」の利用を促し、連携のもとで承

継先のマッチングに向け情報提供等を行います。また、資産価値の算定など専門的な

課題の解決については、税理士等専門家との連携のもとで、事業者の実情に合わせた

対応が必要となるため、事業者との連絡を密に取りながら進めて行きます。 

 

(４)専門家を活用し事業承継計画をブラッシュアップ 

事業者とともに作成した事業承継計画は、当所専門家無料相談員（中小企業診断士・

税理士・社会保険労務士・弁理士）、ミラサポ、山口エキスパートバンク及びよろず支

援拠点等の専門家並びに金融機関に意見を求め、効果的且つ実現可能な計画とします。 

 

《支援対象》 

・近い将来（5年以内）に事業を承継したいと考える事業者とその後継者 

・アンケート結果により抽出した６５歳以上の後継者不在の事業者 

  ・その他、潜在的に事業承継の課題を抱える事業者 

 

《目標》 

 「事業承継に関するアンケート」をもとに、それぞれの状況を把握し、戦略的且つ

円滑な事業承継を行なうための「事業承継計画」の策定を支援します。 

 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継支援件数 3 3 5 5 6 6 

事業承継計画策定件数 1 2 2 3 3 3 

セミナー開催数 - 1 1 1 1 1 

セミナー参加者数 - 10 10 10 10 10 
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■創業・起業支援 

 

《支援における考え方》 

企業のライフサイクルにおいて、「はじめの一歩」となる創業における支援について

は、創業計画の策定から開業届などの各種届出、基本的な会計処理等段階に応じた支

援が必要となります。 

当所においての「創業支援体制」は、「創業のきほんの“き”」と銘打った２日間の

「創業セミナー」において掘り起こしをし、創業計画策定は個別相談会や窓口相談に

て対応します。 
 

 〈支援の流れ〉 

 

 

 

 

 

《支援対象》 

「将来創業できたらいいな」や「創業はしてみたものの、もう一度振り返ってみた

い」「事業を引き継ぐにはどうしたらよいの？」と考える人を創業セミナーのターゲッ

トとして開催し、主に山陽小野田市内(旧小野田地域)で事業を始めたい方を対象とし

ます。 

 

 

《事業内容》 

（１）「創業セミナー」を開催し、創業希望者を掘り起こし 

創業相談会のコーディネーターである「中小企業診断士」と 

「中小企業診断士の資格を持つ税理士」を講師として、年１回(２ 

日間)のセミナーを開催します。 

２日間のセミナーであるため、「創業に対する心構え」や開業 

する際に最低限知っておいて欲しい事を伝えることが中心となり、 

本気で創業を考える者には、「個別相談会」にて対応し、「創業計 

画策定」の支援を行ないます。 

また、創業希望者の把握は難しく、より多く創業希望者の掘り 

起こしをするためには、広く周知をする必要があります。そのため、山陽小野田市広 

報や地元情報誌への掲載、図書館や公民館、金融機関へチラシ配布、地元ＦＭでセミ

ナー開催の告知などの方法で周知に努めます。 

 

（２）創業計画策定支援 

「創業セミナー」の出席者の中で本気で創業を考える者や、窓口において創業の相 

談に来所した者に対し、「創業計画策定」の支援を行ないます。 

「創業計画」の策定支援に加え、開業届などの各種届出、基本的な会計処理等段階

に応じた支援を行います。必要に応じて、創業資金の斡旋等を金融機関等と連携して

実施します。 

 

創業セミナー 
「創業のきほんの“き”」 

２日間にて掘り起し 

創業相談会や窓口相談 

にて、創業計画を策定 

創業後 
安定して 
事業を継続 
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（３）専門家を活用し創業計画をブラッシュアップ 

当所においては、中小企業診断士１名、中小企業診断士の資格を持つ税理士１名、

税理士２名、特定社会保険労務士１名、弁理士１名の計６名をコーディネーターとし

て、創業等に関する相談会を実施しています。コーディネーターの専門を幅広くして

いるため、相談者を的確にコーディネーターに紹介することで、創業の際に必要な知

識を幅広く習得できる仕組みを作っています。あらゆる専門的視点からの支援をし、

精度の高い事業計画の策定へと導き、策定した創業計画をブラッシュアップします。 

 

（４）山陽小野田市の認定連携創業支援事業者としての役割 

当所は、山陽小野田市の創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者となっ

ています。当所において支援した「個別相談」が、山陽小野田市の特定創業支援事業

として認定されるため、連携した体制の中で（下図）、創業者の支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

市・各支援機関との 

創業支援ネットワーク 

 

 

《目標》 

 創業は簡単ですが、事業を継続することは難しいため、創業前に事業計画の策定を

促し、創業後の廃業を 1社でも少なくします。 

 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画策定件数 3 3 3 3 3 3 

セミナー開催数 1 1 1 1 1 1 

セミナー参加者数 15 15 15 15 15 15 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後は、①原則として４半期に１度、経営指導員を中心として巡回訪問

し、もしくは窓口にて、進捗状況を確認。②課題の解決のための指導、助言。必要に

応じて専門家派遣等を活用しながら、案件に応じたフォローアップを実施。③課題を

解決した上、新たな課題抽出等を行います。 

また、必要に応じて、専門家や金融機関などの支援機関と連携し、事業者に合った

「伴走型支援」を実施します。 
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《指導内容》 

（１）経営指導員を中心としたフォローアップの実施 

事業計画を策定した事業者に対し、事業計画の進捗状況を確認します。同時に、内

部の「情報共有体制」を強化し、経営状況の把握に努めます。進捗の状況が悪い場合

は、直ちに巡回指導を実施し、経営課題を把握するとともに、その解消に向けた適切

な指導・助言を行います。 

 

① 事業計画を策定した事業者に対し、原則として四半期に１度、巡回訪問もしくは

窓口にて、進捗状況の確認を行うとともに、必要に応じて専門家派遣等を活用し

ながら、案件に応じたフォローアップを実施します。その際、「売上高」と「粗利」

が増加しているかをチェックし、事業計画の策定によって経営にどのような効果

が表れているのかを把握します。 

 

② 事業計画遂行に対して、金融支援を行った場合には、経営状況（特に財務面）を

分析し、必要なアドバイスを行ないます。 

 

③ 進捗状況を確認する中で、経営課題が抽出された場合、経営指導員を中心として

課題解決を行ないます。 

   

④ 状況に応じて、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等の趣旨に合致す

る制度を紹介し、活用を促します。採択をされた事業者に対して、進捗状況の確

認、支出内容の精査、事務処理等総合的なフォローアップを行ないます。 

 

⑤ 事業承継計画を策定した事業者に対して、原則として四半期に１度、巡回訪問も

しくは窓口にて、進捗状況の確認を行ないます。特に税務や、法律などの事業承

継特有の課題が生じていないかを確認し、課題が生じている場合には、すぐに専

門家と連携の上、解決に向けて支援します。 

 

⑥ 創業計画を策定した事業者に対しては、記帳、税務、販促、金融、労務など幅広

い支援が必要となります。原則として四半期に１度、進捗状況の確認を行い、創

業者によくある「“資金ショート”を起こしていないか？」「記帳はできている

か？」など、見落としがちな項目を特にフォローし、必要な場合はフォローアッ

プの頻度を増加します。創業計画と事業実績の分析と新たな課題を抽出し支援し

ます。 

 

（２）専門家派遣実施によるフォローアップ 

 経営指導員による伴走型支援でも解消が困難な課題の場合、山口エキスパートバン

ク、ミラサポ専門家派遣等を活用し、各課題に対応する信頼できる専門家を選定の上、

小規模事業者の課題解決に取り組みます。 また必要に応じて、よろず支援拠点と連携

し、スムーズに課題解決が図れるよう伴走型支援を実施します。 
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《フォローアップ実施件数の目標》  
支 援 内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

持続的発展を目指す事業者に
対するフォローアップ件数 

18 72 72 80 80 100 

事業承継支援計画策定事業者
に対するフォローアップ件数 

1 8 8 12 12 12 

創業支援計画策定事業者に対
するフォローアップ件数 

3 12 12 12 12 12 

 

 

（３）所内情報共有体制強化について 

担当経営指導員は、事業計画策定が完了した段階にて、事業所別「チェックシート」

を作成し、従来から作成し書庫に保管している「事業所ファイル」（過去からの支援実

績を綴ったファイル）に「経営分析シート」と「チェックシート」をファイリングし

ます。職員全体が「事業所ファイル」を見れば、一冊で事業計画策定の経緯及び実行

状況など支援の状況がわかるようファイリングの仕方に工夫をします。 

また、毎月 1回程度内部で情報交換会議を行い、情報の共有体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

小規模事業者は、これまでの「経験」や「勘」により顧客ニーズを感じ取り「売れ

る商品・製品」を売上げてきた傾向があります。経営環境の変化に伴い、今後売上げ

を維持・向上させるためには、明確な顧客ターゲットの設定と、商品・製品に対する

ニーズを把握した上で策定した事業計画に基づき経営を行っていく必要があります。 

経営分析を行なった事業者の中で、新商品開発、新事業展開、販路開拓等の目的で

需要動向調査を必要とする事業者が、それぞれの状況に合わせた需要動向調査を経営

指導員の助言を受けながら実施し、事業計画の策定に活用します。 

 

 



２２ 
 

 

《事業内容》 

（１）来店客等を対象に行うニーズ調査の支援      

事業計画策定支援を行う事業者が、自社の需要を知るために自社の店頭又は大型商

業施設「おのだサンパーク」内に設けた臨時店舗において行うニーズ調査（アンケー

ト形式）の実施に関して支援を行います。 

自社の商品が「消費者ニーズとマッチしているのか」「マッチしているのであれば、

その商品は利益が取れる商品なのか」等分析し、顧客ニーズを洗い出すことを目的に

事業を実施します。 

 

支援対象者：BtoCを主とした商品・サービスを扱う 

食品製造業、卸売業、小売業、サービス業 

 

手段・方法：自社の店頭又は、「おのだサンパーク」内の臨時 

店舗において、アンケート形式で調査を行う。 

調査にあたって、「調査をする商品・サービス」 

の絞り込み、「調査項目・形式の設定、実施方 

法等」について事業者が経営指導員のアドバイ 

スを受けながら検討の上決定し、ニーズ調査を 

実施する。 

 

［自社の店頭での調査］ 

自社の店頭において、来店者に対し試食品・試作品を提供し回答を求 

め、回収数は５０件を目標とする。 

 

［おのだサンパークでの調査］ 

大型商業施設である「おのだサンパーク」に臨時出店し、試食品・試作 

品を提供し、来店者に対し回答を求める。１社あたりのアンケート回収 

数は、１００件を目標とする。 

 

 調 査 項 目：顧客属性(年代、性別、職業、家族構成など)、 

価格帯、商品に対する感想(味、内容量)、商品パッケージなど 

 

 

《調査結果の分析と成果の活用について》 

調査により導き出された結果から、顧客属性においてどこにニーズがあるのか(ター

ゲットとすべき年代や性別、職業、家族構成など)、消費者の考える価格帯に対し利益

が取れる価格設定になっているかどうか分析します。商品に対する感想は消費者の直

接的な声として商品開発の際の参考とします。また状況に応じて、山口エキスパート

バンクやミラサポなどを利用し、専門家からより高度な分析を行ないます。以上の分

析結果をもとに、顧客ニーズを洗い出し、事業計画策定に活かします。 
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《来店客等を対象に行うニーズ調査の流れ》 
                    
 

  
 ［商工会議所の行なう支援等］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《目標》 

 調査結果情報提供・個社支援数（年） 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

自社の店頭における 
個社支援数 

1 12 12 12 12 12 

おのだサンパークに 
おける個社支援数 

1 3 4 5 6 6 

 

 

 

（２）産業競争力強化委員会（需要動向調査委員会）において需要動向を調査 

当所には、地域経済の活性化と企業の競争力強化を目的とした「産業競争力強化委

員会」という委員会が組織されています。委員は小野田地域の幅広い業種における大

企業・中小企業の経営者により構成されています。毎月 1回程度会議を開催しており、

「地元の仕事は地元で」を合言葉に、自社においても積極的に地元の事業者を活用す

るなど地域経済を活性化するための取り組みを実施しています。 

 

その委員会において、経営者の視点と異業種の観点から、支援者個別の商品・サー

ビスに対する直接的な意見や反応、地域経済における業界情報等を調査することで、

地域経済の特性を鑑みながら需要の動向について情報を収集します。 

 

支援対象者：BtoBを主とした商品・サービスを扱う小規模事業者 

      地域経済における業界情報の収集を希望する小規模事業者 

 

ニーズ調査の実施 

分 析 

経営計画の策定 

調査の時期、調査項目・形式の設定、 

実施方法、目標回答数の設定についてアドバイス 

 

調査項目等の設定 調査をする商品・サービスの絞り込みを支援先と検討 

集計結果の検証、分析。 

山口エキスパートバンクやミラサポを利用し、専門家

を交え、より高度な分析を行う 

分析結果を経営計画の策定に生かす 

策定の後、フォローアップ 

経営分析 
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手段・方法：事前に事業者と経営指導員が調査したい項目や形式などについて打ち合 

わせを実施し、委員会において、事業者自身が個別の質問について委員

に回答を求める形で調査を実施する。また、委員の会社において、可能

な範囲で従業員向けにアンケートを実施してもらい、仕事に携わる従業

員目線での現場の反応を情報として求める。 

 

委 員 属 性：製造業(６社)、建設業(５社)、小売・サービス業(５社)、 

運輸業(１社)、学術業(１社) 計１８社 

 

調 査 項 目： 

委 員 属 性 小規模事業者業種 調 査 項 目 

製造業、建設業、 

小売・サービス

業、運輸業、学術

業の経営者・技術

者及び大手企業

の工場長により

構成 

主に製造業、建設

業、運輸業 

新たな商品(製品)・サービスの価格帯について 

新たな商品(製品)・サービス・技術に対する直

接的な意見・反応 

ビジネスモデルに対するアドバイス 

小野田地域における業界の最新情報 

販路開拓先の情報、期待できる販路先 

委員の会社又は工場におけるニーズ 

（従業員の声など） 

主に小売・サービス

業 

新たな商品・サービスの価格帯について 

新たな商品・サービスやパッケージに対する経

営者目線の意見・評価 

ビジネスモデルに対するアドバイス 

販路開拓先の情報 

期待できるバイヤーについての情報 

 

 

《調査結果の分析と成果の活用について》 

経営者の目線での反応及び助言、地域経済の視点からの業界情報や、異業種の観点

での意見・反応が期待できます。 

調査により得られた結果を指導員と専門家により分析を行い、外部調査機関等が出

す業界別需要動向と比較をしながら、地域の特性を踏まえた情報として事業者にフィ

ードバックし、事業計画の策定に活かします。 

 

 

《目標》 

  調査実施回数（年）                                                      

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

個社支援数 1 3 4 5 6 6 

 

 



２５ 
 

 

（３）山陽小野田市立山口東京理科大学において、  

大学生の需要動向を調査 

平成 28年 4月より山口東京理科大学が公立化さ

れ、また平成 30年 4月より薬学部が新設されるこ

ととなりました。平成 30年 4月から、薬学と工学

の 2学部が同一キャンパスで共に学ぶ 「公立薬工

系大学」 として、地域社会の発展が期待されてい

ます。 

平成 37年度までに約 700人の学生の増加が見込

まれており、約 1,500人の若者がキャンパスで学ぶこととなります。 

今後、若い世代をターゲットとした新事業展開や新規起業者が増える事が想定され、

そのような事業者から相談があった場合に、商工会議所が大学側とのパイプ役となり、

学生の需要動向調査を実施します。 

 

支援対象者：若い世代向けの新事業展開や創業を想定している事業者  

（食品製造業、卸売業、小売業、サービス業等） 

 

手段・方法：「調査をする商品・サービス」の絞り込み、「調査項目・形式の設定・ 

実施方法等」について事業者が経営指導員のアドバイスを受けながら検

討し、決定する。事業者との打ち合わせ後、商工会議所が大学と調整し、

学生に対しての調査（聞き取り調査・紙面によるアンケート調査・web

アンケート調査（googleフォームなどを使用））を実施する。 

ケースによっては、試食品・試作品を提供し回答を求める形式とし、１

社あたりのアンケート回収数は、１００件を目標とする。 

        

調 査 項 目：顧客属性(年齢、性別、学部、家族構成、出身地など)、価格帯、商品に 

対する感想(味、見た目、使いやすさ、内容量)、商品パッケージに対す

る印象など事業者が提案する新商品・新サービスについて若者の意見・

反応、需要の動向を調査する。 

 

 《調査結果の分析と成果の活用について》 

アンケート調査により得られた結果を経営指導員と専門家により分析します。分析

に当たっては、商工会議所がもつ情報（※）を事業者にフィードバックし、事業計画

の策定に活かします。 

 

※今後、学生をターゲットにした事業者が増加することを踏まえ、商工会議所として 

学生のニーズを把握しておく必要があると考え、山陽小野田市、大学関係者と連携

し、「理科大生ニーズ調査」を実施します。 

調査は平成３０年４月の薬学部開学に合わせて実施し、学生が「大学周辺にあれば

いいなと思う店」、「店舗立地」、「学割サービスの内容」、「営業時間」など、学生の

ニーズを把握します。アンケート結果を分析し、その情報をそれぞれの事業者が行

う需要動向調査に反映させます。 
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《目標》 

  調査実施回数（年）                                                      

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

個社支援数 - 3 4 5 5 5 

 

 

 

 

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】 

 

 当所では、小規模事業者が新たな需要開拓を行う場合、自社での自助努力によること

が多く、販路開拓手段の紹介や支援をすることは、ほとんどありませんでした。 

 新たな需要開拓を支援するため、小規模事業者の事業規模や取扱商品により、下記の

ような需要開拓手段を紹介し、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 1））を活用した 

新規需要開拓支援 

《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》 

商談会の参加者数、特に成約件数を増加させます。 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

参加者数 10 15 16 17 18 20 

商談件数 21 30 32 34 36 40 

成約件数 - 7 8 8 9 10 

 

《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

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 
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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1） 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。 

 

 

（２）SNSやインターネットを活用した新規需要開拓支援 

 

《支援に対する考え方》 

SNS やインターネットを活用した新たな販路開拓の手法を、セミナーで研修すること

により、需要開拓につなげます。 

 

《目標》 

   「SNS やネットを活用したセミナー」を開催し、販路開拓につなげます。 

 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー 

開催数 
2 2 2 2 2 2 

セミナー 

参加者数(延) 
24 30 32 34 38 40 

販路拡大 

事業者数 
3 4 5 7 9 10 

 

 

《支援対象》 

 事業計画策定支援を行った事業者 

 

《事業の内容》 

 インターネットツールを使い、新たな販路の開拓につなげる方法をセミナーの中で、

動機づけします。SNSなどと連動することでより高い効果につなげます。 

 

《効果的な取組みとなるような工夫・改善》 

 平成 28年度は、「Wix」という HP作成ソフトを使い、事業者自身で HPを作成するセ

ミナーを開催しました。Facebookと連動し、日々の営業活動を Facebookで常に発信、

HPへ誘導、商品の販売へと繋げる仕組みを研修しました。 

また、当所無料相談会のコーディネーターに講師を務めてもらうことで、セミナー

後のフォローをし、更に高度な技術を持って販路開拓につなげます。 
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（３）委員会等を活用した新規需要開拓支援 

《支援に対する考え方》 

「５．需要動向調査に関すること」でも触れましたが、商工会議所の中に置かれた

「産業競争力強化委員会」の会議（毎月 1回程度開催）の中では、「地元の仕事は地元

で」という取り組みを実施しています。 

その会議の中で、「地元事業者がどのような仕事をしているのかわからない」ことが

課題となっています。委員会の場を利用し、「担当経営指導員から紹介」又は「事業者

にアピールの時間を提供する」など販路開拓へとつなげます。 

 

 

《目標》 

   実施回数 毎月１回程度(委員会開催時) 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催数 0 12 12 12 12 12 

販路拡大 

事業者数 
0 12 18 20 22 24 

 

 

《支援対象》 

  事業計画策定支援を行った事業者 

 

《事業の内容》 

 商工会議所の中に置かれた「産業競争力強化委員会」の会議（毎月 1回程度開催） 

の場を利用し、担当経営指導員から紹介又は事業者にアピールの時間を提供するなど 

し、委員会のメンバーへアピールする事で販路開拓へとつなげます。 

 

 

《効果的な取組みとなるような工夫・改善》 

 「産業競争力強化委員会」のメンバーは、当所議員（小規模事業者にとっては元請

事業者）が主体となっています。小規模事業者が日頃接する機会が少ない「大・中企

業」へ直接アピールできる場を提供します。  

また、委員に対してアドバイスを求め、「生の声」を聞く事で、「販路開拓のヒント」、

新たな取組みにおける「改善点」、「工夫」を知る場とし、販路の開拓へとつなげます。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 山陽小野田市において、平成２７年７月に「山陽小野田市中小企業振興基本条例」を

制定しています。 

 中小企業の振興については、国においても中小企業憲章や産業競争力強化法の制定を

はじめ、各種法改正や支援策が打ち出される中、市内事業所の約９５％が中小企業であ

り本市経済の重要な担い手であるとの認識の下、国・県事業をさらに補完し、また市と

しての独自性のある事業を展開していくために制定されたものです。 

 この条例の中で、次の８つの基本方針を掲げ、５年間にわたる具体的な推進計画の策

定を進めています。 

これに基づき、⑧に掲げる「中小企業振興協議会」を本年１０月に立ち上げ、そのメ

ンバーとして、中小企業者代表に当所産業競争力強化委員会委員長、大企業者代表に当

所副会頭が参加し、産業振興関連において連携しています。 

 

「山陽小野田市中小企業振興基本条例 -基本方針-」 

  ①中小企業者の経営の革新及び技術開発を支援すること 

  ②中小企業者の経営基盤の強化及び資金調達の円滑化を支援すること 

  ③中小企業者の人材育成、雇用の安定及び確保並びに従事者の福祉の充実を支援 

すること 

  ④中小企業者の受注機会及び販路の拡大を支援すること 

  ⑤地域資源の活用による産業の発展及び創出を促進すること 

  ⑥起業、後継者育成等を支援すること 

  ⑦小規模企業者の経営状況等に応じた支援をすること 

  ⑧中小企業者相互間の連携並びに中小企業者と大企業者、関係団体等及び市民と 

の間の連携及び協力を促進すること 

   

  
（１）地域活性化中期ビジョンの策定 

 

「地域活性化中期ビジョン 2015-2017」～商工会議所が未来を変える～ 
 

山陽小野田市の方針を踏まえ、当所では、「商工会議所が未来を変える！」というス

ローガンのもと、地域を活性化させ魅力ある強い山陽小野田を目指すため、平成 27年 4

月 1 日に中期の地域活性活動指針（2015.4.1～2018.3.31）を掲げました。この「地域

活性化中期ビジョン」では「儲かる」「創る」「活かす」の３つのカテゴリーに区分し、

各分野において事業を展開しています。 

平成２７年６月に地域経済の活性化をより具体的に図っていくため、委員会の再編を

行い、現在はそれぞれの事業概要に対応する形で、以下の８つの委員会が活動し、それ

ぞれの委員会において地域の活性化を考察し、活動しています。 
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地域活性化中期ビジョンより 
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‐委員会名と主な事業概要- 

NO. 委員会名 主な事業概要 

① 地域活性化委員会 
地域や商工会議所に関する事項 

「地域活性化中期ビジョン」の推進に関する事項 

② 産学連携委員会 
山口東京理科大学と地域、企業との交流活動推進に関す

る事項 

③ 産業競争力強化委員会 
地元企業紹介と地元企業活用の推進に関する事項 

④ 農林水産活性化委員会 
農林水産業の活性化と第６次産業化の推進に関する事項 

⑤ 地域資源活用委員会 
小野田駅前の活性化、学園都市づくりに関する事項 

⑥ 食のブランド委員会 
食の地域ブランド開発に関する事項 

⑦ レノファ山口活用委員会 
プロサッカーチーム「レノファ山口」の活用による地域

の活性化 

⑧ 広報委員会 
商工会議所情報、地域情報の発信など広報に関する事項 

 

 

〔活動実績〕 

 

①「WORK DREAM TOUR～親子でお仕事体験しよう！～」 

子どもたちに地元にどんな「お仕事」があるのかを知ってもらい興味関心を持って

もらうことを目的に、小学校高学年を対象とした親子参加型の職場体験ツアーを企画

しました。山陽小野田市内の各業種における企業と連携し、開催しました。 

参加者からは「企業の実態を知れて良かった。」「また開催して欲しい。」などの声が

聞かれました。 
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②「さんようおのだグルメガイド」の作成 

 市内飲食業の販路拡大と地域経済活性化の取組みとして、 

「さんようおのだグルメガイド」を作成しました。さらに 

掲載店舗の情報をデータベース化し、山陽小野田観光協会 

のホームページ上にアップし、販路拡大につなげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③J2レノファ山口のホームタウン認定と地域活性化 

 現在、プロサッカーチーム「レノファ山口」を活用した地域活性化事業がレノファ

山口活用委員会を中心として進められています。レノファ山口のホームタウンに認定

されたことで、選手の移住や、練習風景を見に来られるサポーターの動員が期待され

ています。今後、レノファ山口を観光資源として活用することにより、各種イベント

開催等、地域を活性化する事業を展開していきます。 

 

 

 

（２）産・学・官の連携 

  

山陽小野田市に設立され、約３０年の歴史を持つ「山口東京理科大学」は、平成２７

年４月に山陽小野田市立として生まれ変わり、平成３０年度の薬学部新設に向けて準備

が進められています。 

 大学においても、数多くの企業と共同研究に取り組んでおり、大学と企業が一緒に研

究することは、成果を実用化し、将来は商品として市場に出すことや、特許などの「知

的財産権」として新しい価値を生み出すことにつながります。 
「山口東京理科大学」は、開かれた大学を目指し、公開セミナーなどにも積極的に取

り組まれています。 

商工会議所としては、「山口東京理科大学」と「企業」と「山陽小野田市」の「橋渡

し役」となることで、新たな事業、新たな雇用の創出へとつなげることができます。 
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 山陽小野田市において、積極的に大学を活用した地方創生の展開を行なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、雇用創出＝学生の就職に目を当てると、山口東京理科大学生の市内就職率は、

平成２６年は 4.5%となっており、１割に満たないものとなっています。市の作成する「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」では平成３１年に市内就職率 10.0%を目標とし、若い

世代の市内定住を視野に入れながら人口減少を抑制させることを目指しています。 

今後は商工会議所としても産学官それぞれのパイプ役として企業と学生のマッチン

グの場も増やしていきたいと考えています。 

 

 

山陽小野田市人口ビジョン「まち・ひと・しごと創生総合戦略」より抜粋 
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また、平成 28 年度より山陽小野田市と宇部公共職業安定所との連携により、山口東

京理科大学の学生も視野に入れた「合同就職面接会」を開催することとなりました。 

理科大生の市内就職率の向上の一助となるよう実施をしていきます。 

 

〈今後の取組みについて〉 

 現在は主に、委員会活動における定期会議（月一回程度）にて、各関係者との情報

交換、意見交換を行っています。行政との連携については市商工労働課を中心に、各

事業の実施に取り組んでいます。 

今後は、地域経済活性化のチャンスとして挙げられている①山口東京理科大学の公

立化と薬学部新設 ②J2 レノファ山口のホームタウン認定 に関連した事業活動を

加速させていきたいと考えています。行政や山口東京理科大学などとのさらなる連携

により、地域経済の活性化に寄与してまいります。 

 

 

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 

 

これまで、小野田商工会議所では、他支援機関との情報共有を定期的に行うことは無

く、経営指導員の仕事の範囲でのつながりにとどまっていました。しかし、山陽小野田

市が創業において認定されたことと、「経営革新申請」の支援を行う中で、情報共有が

必要と感じる場面が幾度となくありました。 

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）山陽小野田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 

山陽小野田市と認定連携創業支援事業者（小野田商工会議所、山陽商工会議所、㈱

山口銀行、㈱西京銀行、西中国信用金庫、山口県信用組合、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。 

 

山陽小野田市人口ビジョン「まち・ひと・しごと創生総合戦略」より抜粋 
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（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）大学との連携による支援ノウハウの情報交換 

山口東京理科大学において、「山口東京理科大学研究室公開 2016」など、積極的に

研究室を公開しています。当所においても産学連携委員会において、積極的に情報交

換をしています。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することにより（随

時）、小規模事業者と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 

 

 小野田商工会議所では、山口県・山口商工会議所が主催するセミナー等へ参加し、ノ

ウハウの習得などに努めていますが、明確な研修プログラムを策定しておらず、計画的

な資質の向上にはつながっていません。 

 経営発達支援計画を実施して行くにあたり、効果的な研修プログラムを作成し、経営

指導員のみならず、職員全員の資質向上を図っていくことが必要です。 

 

（１）各種関係セミナーへの積極的な参加 

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） 

・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員にも参

加を促します。 

・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 など 
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（２）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、

経営指導員等の問題解決能力の底上げを行います。 

・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 

 

（３）当所専門家窓口における経営指導員等の立ち会いの義務化 

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

員などを同席させます。 

 

（４）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「ＴＯＡＳ」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ようにします。また、

担当の経営指導員がいなくても対応ができるよう、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、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、情報を共有し研鑽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 

 

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(仮)」による事業の評価及び見直し方法の検討 

 

山陽小野田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(仮)」において、 

①経営指導員等による事業計画書の策定状況 

②創業や経営革新認定件数などの数値目標の達成状況 

③事業承継支援の達成状況 

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。 
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※「経営発達支援事業評価委員会(仮)」構成メンバー（予定） 

山陽小野田市産業振興部 

山口東京理科大学 

宇部公共職業安定所 

地元金融機関 

 

（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（１年に１回）します。 

 

「経営発達支援事業評価委員会(仮)」による 

事業の評価及び見直し方法の検討 
３月頃 

正副会頭会議や常議員会へ報告、承認 ５月頃 

事業の成果や見直しについて、ホームページに掲載 ６月頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野田商工会議所 
【経営発達支援計画～PDCA サイクル】 

・【経営発達支援事業評価委員会(仮)】による審査 
・中小企業診断士など専門家によるチェック・評価 

・本事業計画の策定 ・計画の実施 

・事業の進捗状況 
・課題の洗い出し 

・年間報告 
・課題の改善 
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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事業実施体制 

   

   専務理事 

 

    

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※設 立：昭和２１年９月１日 

会員数：１,００１（平成２９年３月末時点） 

役員・議員１２０名 

（内会頭１名、副会頭３名、専務理事１名、常議員３０名、監事３名） 

 

（２）連絡先 

山口県山陽小野田市中央２丁目３番１号 

      小野田商工会議所中小企業相談所 

      電話（０８３６）８４―４１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
経営発達支援事業実施（６名） 
 
【中小企業相談所】 
 中小企業相談所（経営指導員） 
   ｜ 
 指導員３名 
 補助員２名 
 記帳選任職員 １名 

経営発達支援事業実施サポート 
 
【総務・業務課】 
 一般職員 ４名 

経
営
発
達
支
援
事
業
評
価
委
員
会
（
仮
）
新
設 
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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 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 

 

中小企業相談所特

別会計 

・講習会費 

・金融指導費 

・施策普及費 

・経営指導推進費 

・能力開発事業費 

・人材活用・雇用

促進事業費 

・調査研究費 

・その他事業費 

2,280 

 

700 

130 

140 

50 

750 

250 

 

40 

220 

2,280 

 

700 

130 

140 

50 

750 

250 

 

40 

220 

2,280 

 

700 

130 

140 

50 

750 

250 

 

40 

220 

2,280 

 

700 

130 

140 

50 

750 

250 

 

40 

220 

2,280 

 

700 

130 

140 

50 

750 

250 

 

40 

220 

（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、市補助金、会費、事業受託費、各種事業収入 

 

 

 

（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 

1.地域の経済動向調査に関すること 

2.経営状況の分析に関すること 

3.事業計画策定支援に関すること 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

5.需要動向調査に関すること 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

7.地域経済の活性化に資する取組 

8.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 

連携者及びその役割 

 
連絡先の名称及び所在地 連絡先の役割 

(独)中小企業基盤整備機構中国本部 

本部長 村松清孝 

広島市中区八丁堀 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 

・創業、事業承継支援 

・経営指導員向け研修の協力 

山陽小野田市長 藤田剛二 

山陽小野田市日の出 1-1-1 

電話 0836-82-1111 

・市内景気動向、重要動向の情報提供 

・創業、事業承継支援 

・市制度融資による事業計画作成・金融支援 

・レノファ山口を活用してのまちづくり 

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） 

山陽商工会議所 会頭 田中剛男 

山陽小野田市大字鴨庄 101-29 

電話 0836-73-2525 

・市内景気動向、重要動向の情報提供 

・地域総合活性化事業協力 

・さんようおのだグルメガイド（飲食店ガイドマッ 

プ）作成 

山陽小野田市立山口東京理科大学 

学長 森田廣 

山陽小野田市大学通 1-1-1 

電話 0836-88-3500 

・産学官連携による新技術開発 

・大学施設・研究室の公開及び相談会等を含め、商 

品技術の提案→ベンチャー・第二創業支援 

山口県産業技術センター 

理事長 木村悦博 

宇部市あすとぴあ 4-1-1 

電話 0836-53-5050 

・産学官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 

（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 

・事業承継の支援 
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連絡先の名称及び所在地 連絡先の役割 

山陽小野田観光協会 会長 岩佐謙三 

山陽小野田市日の出 1-1-1 

（山陽小野田市商工労働課観光振興係） 

電話 0836-82-1313 

 

・さんようおのだグルメガイド（飲食店ガイドマッ 

プ）作成 

・特産品・名産品認定及び販路開拓 

宇部公共職業安定所 所長 石本満正 

宇部市北琴芝 2-4-30 

電話 0836-31-0164 

・人材確保・雇用促進の支援 

・事業計画策定の協力 

・就職ガイダンスの実施協力 

山口県信用保証協会宇部支店 

支店長 小田勇夫 

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） 

・経営指導員の資質向上アドバイス 

日本政策金融公庫下関支店国民生活事業部 

事業統括 殿元大介 

下関市細江町 2-4-3 

電話 083-222-6225 

・小規模事業者の紹介、景況の情報提供 

・事業計画策定の協力（資金調達） 

山口銀行小野田支店 支店長 大本理恵 

山陽小野田市中央 2-4-5 

電話 0836-83-2007 

・市内小規模事業者の情報提供、紹介 

・事業計画策定の協力（資金調達） 

西京銀行小野田支店 支店長 三好伸康 

山陽小野田市日の出 2-4-2 

電話 0836-83-8661 

・市内小規模事業者の情報提供、紹介 

・事業計画策定の協力（資金調達） 

西中国信用金庫小野田支店 

支店長 横山公平 

山陽小野田市日の出 1-10-12 

電話 0836-83-2268 

・市内小規模事業者の情報提供、紹介 

・事業計画策定の協力（資金調達） 

山口県信用組合 理事長 内山哲男 

山陽小野田市中央 1-2-40 

電話 0836-84-3300 

・市内小規模事業者の情報提供、紹介 

・事業計画策定の協力（資金調達） 

一般社団法人山口県中小企業診断協会 

会長 柳川 博 

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 

・事業承継、創業支援 

中国税理士会厚狭支部 支部長 堀英俊 

山陽小野田市日の出 3-16-8 宝繊ビルＦ1 

電話 0836-83-2075 

・事業計画策定の協力 

・事業承継、創業支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（評価/報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経済動向調査 
⑤需要動向調査 
情報収集 
・山口県・山陽小野田市 
・山口県商工会議所連合会 
・山陽商工会議所 
・山口県信用保証協会 
・各金融機関 
 日本政策金融公庫・山口銀行・西京銀

行・西中国信用金庫・山口県信用組合 

小野田商工会議所 

②経営状況の分析 
市内情報の共有 
・山陽商工会議所 
高度な分析への助言等 
・日本政策金融 
・税理士 
・中小企業診断士 

③事業計画策定支援 
④事業計画策定後の実施支援 
創業・事業承継・経営革新 
・山陽小野田市 
・山口県信用保証協会 
・各金融機関 
 日本政策金融公庫・山口銀行・西京銀

行・西中国信用金庫・ 
 山口県信用組合 
・山口東京理科大学 
・山口県産業技術センター 
・やまぐち産業振興財団 
・ハローワーク 
・専門家 
 中小企業診断士・税理士・社会保険 
 労務士・弁理士 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業 
市内情報の共有 
・山陽商工会議所 
販路開拓の場の提供情報 
・山口県 
・山陽小野田市 
・山口県商工会議所連合会 
・やまぐち産業振興財団 

⑧経営発達支援事業の円滑な実施に 
 向けた支援能力向上のための取組 
経営指導員等のスキルアップ 
・山口県・山口県商工会議所連合会 
・中小企業基盤整備機構（大学校） 
・中小企業診断士 

⑦地域経済の活性化に資する取組 
商工会議所委員会で対応 
・地域活性化・産学連携・産業競争力強

化・農林水産活性化・地域資源活用・食

のブランド・レノファ山口活用 
委員会との連携団体 
・山陽小野田市 
・山口東京理科大学 

経営発達支援事業 
評価委員会（仮） 
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