
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
柳井商工会議所（法人番号 4250005006740） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

① 伴走型の支援により、地域経済を支える小規模事業者を創出する。（人づくり） 

② 柳井市の特性と、多様な地域資源、また小規模事業者が有する優れた技術、伝

統、技能を活用し、需要の創出、掘り起し、域外への販路開拓を行い、売上げを

伸ばす小規模事業者を創出する。（まちづくり） 

③ 柳井市が有する豊かな自然と歴史、観光資源を活用し、おもてなしの心で交流人

口の獲得を図り、管内市場の拡大を目指す。（観光づくり） 

④ 明るく楽しい中心市街地の賑わい創出を目指す。（中心市街地づくり） 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 
1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
・柳井市企業景況調査をはじめ各種経済動向調査の実施と活用 
①柳井市企業景況調査 ②各種調査情報の収集 
③柳井市公共事業入札情報の収集 

2.経営状況の分析等に関すること【指針①】 
・経営状況分析手法の確立ならびに分析結果の活用 

 3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
(1)事業計画策定支援（①事業計画 ②経営革新計画 ③事業承継計画） 
(2)創業支援・創業計画策定支援 

 4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
(1)事業計画策定後の実施支援（フォローアップ） 
(2)創業計画策定後の実施支援（フォローアップ） 

 5.需要動向調査に関すること【指針③】 
  ・需要動向調査手法の確立ならびに調査結果の活用 
  ①既存データ等を活用した調査 ②商圏分析調査 ③観光客動向調査 

④消費者・旅行者を対象とした需要動向調査 
⑤バイヤー・エージェントを対象とした需要動向調査 

 6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
①セミナー等開催による新たな需要開拓機会の創出支援 ②販売促進
「やない悠々買遊帳スタンプラリー」事業 ③展示・即売会「パラソル
ショップ」出展事業 ④物産展「きんさい柳井物産フェア」等出展事業 
⑤商談会「ビジネスドラフトやまぐち」参加事業 ⑥展示会「やまぐち
総合ビジネスメッセ」等出展事業 ⑦ＩＴを活用した新規需要開拓支援
事業 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
1.おもてなしの心あふれる観光づくり（観光振興）の推進 
  ①観光資源発掘事業 ②観光資源ブランド化支援 ③観光資源情報発信

事業 ④観光客誘致事業 ⑤おもてなしの心育成支援 
 2.地域産業育成支援 
  ①新産業創出支援 ②人脈づくり・情報ネットワーク構築支援 
  ③地元就業支援 

 3.明るく楽しい中心市街地づくり（中心市街地活性化）の推進 
 ①賑わい創出事業 ②空き店舗活用事業 ③共同販売促進事業 

4.提言・要望活動 
  ・道路網の整備促進や公共事業・備品等の地元企業への優先発注要望等 

連絡先 

柳井商工会議所 

〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目 15番 1号 

TEL 0820-22-3731 FAX 0820-22-8811 

E-Mail:info@yanaicci.or.jp web: http://www.yanaicci.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 

 

当地域の特色 
柳井市は、山口県東南部の瀬戸内海沿いに位置し、古くから水陸交通の要衝として栄えて

きた。 

市中心部から約 30kmの距離に岩国市、周南市の中心部があり、約 60kmの距離に広島市、

山口市、松山市の各県庁所在地がある。 

陸路として、新幹線駅や高速道路インターチェンジ（ＩＣ）等の高速交通網は市域にはな

いが、柳井市街地から新幹線新岩国駅（岩国市）まで車で約 40 分、新幹線徳山駅（周南市）

までＪＲ山陽本線で約 35分、新幹線広島駅までＪＲ山陽本線で約 95分となっている。また、

山陽自動車道玖珂ＩＣまでは車で約 20分の時間距離にある。 

海路としては、柳井港（柳井市）と三津浜港（松山市）を結ぶフェリー航路が昭和 40年か

ら就航しており、片道約 150分で 1日 13往復、終夜を通し運行し、人と車を運ぶ本州・四国

の大動脈として、その役割を果たしている。 

また、空路として、隣接する岩国市には、平成 24年 12月、日本で 2番目の軍民共用空港

として岩国錦帯橋空港が開港し、岩国・羽田間を片道約 90分で 1日 4往復、岩国・沖縄間を

片道約 120分で 1日 1往復就航し、地域経済活性化の起爆剤となっている。 

歴史を紐解くと、古くは縄文時代から人々の営みがあり、日本最大級（古墳出土のもので

は日本一）の大鏡が出土した茶臼山古墳など多くの遺跡や史跡が残され、海と深いかかわり

を持ちながら多彩で豊かな歴史をつむいでいる。 

中世に入ると、瀬戸内の天然の良港であった柳井は、海上交通の要衝として重要視され、

室町時代には大内水軍の根拠地として、また対明貿易の基地として位置づけられていた。 

江戸時代には、瀬戸内屈指の商都として、また岩国吉川藩のお納戸として発展、繁華を誇

り、当時の町割りや商家の町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、現在も白

壁の町並みの佇まいを残し、観光資源にもなっている。 

幕末・維新の時代になると、この地域から、優れた詩人でもあった僧月性や秋良敦之助、

白井小助などの多くの志士が輩出。回天の偉業をなした。 

明治期から戦後を通じて商業・卸売業や農漁業などの産業を中心に発展を続け、昭和 30

年代には金属・機械器具製造業などの都市型工業が定着。その後、火力発電所や化学薬品製

造業などの立地がされるなど、産業と都市機能の充実を図りながら発展を遂げてきた。 

 

   
・山口県東南部の瀬戸内海に面した位置   ・藩政時代からの商都の町並みが残る 
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現在、豊かな自然と恵まれた気候・風土のもとで、医療機関、教育機関及び商業施設等が

充実した安全で暮らしやすい県東南部のサザンセト広域圏の中心都市として賑わっている。
（※サザンセト広域圏とは、柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町の枠組み） 
なお、東洋経済新報社の「住みよさランキング」では、全国約 800都市の中で、常に上位

に位置しており、平成 29 年版総合ランキングでは、中国・四国ブロックでは 6 年連続の 2

位、全国 52位となった。｢利便度｣では全国 16位、「安心度」が全国 86位となっており、こ

の 2部門が総合ランキングの上位評価に寄与している。 

 

 

1．柳井市の現状・課題 
 

① 柳井市の人口 

柳井市の人口調査や国勢調査、また経済産業省・内閣官房が提供する「ＲＥＳＡＳ（地

域経済分析システム）」等の資料によると、昭和 22 年(1947 年)に総人口は 51,143 人に

達したが、その後はほぼ一貫して減少。昭和 55 年(1980 年)には 42,912 人、平成 27 年

(2015 年)には 32,945人となり、これはピーク時より 35.6%の減少となっている。 

年齢構成で見ると、昭和 55 年(1980 年)は総人口 42,912 人に対し、年少人口は 8,696

人(20.3%)、生産年齢人口 27,972人(65.2%)、老齢人口 6,237 人(14.5%)、不明 7人(0.2%)

であったが、平成 27年(2015年)には総人口 32,945人に対し、年少人口 3,690人(11.2%)、

生産年齢人口 17,149人(52.1%)、老齢人口 12,008 人(36.4%)、不明 98人(0.3%)となり、

人口問題の中でも少子化、高齢化が進んでいることがわかる。 

国立社会保障・人口問題研究所のデータに基づいたＲＥＳＡＳの資料によると、今後、

人口は急速に減少し、平成 52年（2040年）には総人口 24,059人、年少人口2,339人(9.7%)、

生産年齢人口 11,743人(48.8%)、老齢人口 9,977人(41.4%)になると推計されている。 

これらの要因としては、若者・子育て世代の流出にともなう社会減と、老齢人口の急

激な減少ならびに出生数の大幅な減少にともなう自然減に起因するものであるが、なか

でも出生数の大幅減少は、将来の生産年齢人口の減少に直結することから、地域経済に

及ぼすマイナスのインパクトは大きく、生産年齢人口の減少は「人手不足」、「技術者不

足」として、また事業承継上の「後継者不足」として、小規模事業者の経営問題として

深刻化してきている。 

※出展：ＲＥＳＡＳ 
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※出展：ＲＥＳＡＳ 

 

② 柳井市の地域資源 

柳井市は、全国トップクラス年間 2124.5時間の日照時間を誇り、温暖でまた台風の影

響の少ない気象条件を生かし、野菜、果樹等の特色ある農産物の栽培や、花卉の栽培が

盛んで、それらの資源を活かした、食の開発、観光果樹園（果物狩り）、観光植物園（や

まぐちフラワーランド）等がある。（自然薯、いちご、ぶどう、みかん、カーネーション、

バラ、ユリ等） 

また、瀬戸内海の複雑な地形が生み出す変化に富んだ潮流に育まれ、魚種も豊富で、

特色ある水産資源が流通している。（鯛、フグ、アナゴ、鱧、タコ、瀬戸貝、岩牡蠣等） 

しかし、農業・漁業とも就業者数、世帯数とも減少傾向にあるほか、少子化による後

継者不足等で担い手の高齢化が進行しており、今後、生産規模の縮小、水揚規模の縮小

が懸念されている。 

・ 農業販売金額  平成 17年 119,275万円→平成 22年 113,700万円(▲4.7%) 

・ 海面漁獲物販売金額 平成 17年 37,900万円→平成 22年 25,350万円(▲33.1%) 
※出展：ＲＥＳＡＳ 

 
また、柳井市は、醤油醸造(甘露醤油)や味噌等の醸造業、菓子製造業、食品加工業等

が盛んであるほか、民芸品である金魚ちょうちんや柳井縞等、地域色豊かな特産品が多

くあり、それを取り扱う土産販売店・贈答品店も多くある。 

しかし、人口減少等による地域需要が減少しつつあることと、これらを製造・販売す

る事業者の大半が小規模事業者であり、流通経路や規模が小さいことなどから、販路の

拡大やブランド化（高付加価値化）による利益率の向上が課題となっている。 

   
・海と山に囲まれた土地柄   ・郷土民芸品金魚ちょうちん ・名産甘露醤油 

 

③ 柳井市の商工業 

柳井市は、前述の通り県東南部のサザンセト広域圏の中心都市として、小売業、観光

サービス業（宿泊・飲食サービス、教育・学習支援、医療・福祉、生活関連サービス等）、

金融業など、対消費者向けの産業がバランスよく集積していることから、利便性の高い
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都市として発展してきた。 

しかしながら近年、人口推移と同様に商工業者数、小規模事業者数、従業員数ともに

年々減少が続いてきており、経済センサス基礎調査を基に県が独自集計したものによる

と、柳井商工会議所管内（柳井市のうち大畠商工会地区を除く）の商工業者数は、平成

18 年の 1,679から、平成 21 年の 1,672、平成 26 年の 1,512へと推移し減少。小規模事

業者数は、平成 18年の 1,273から、平成 21年の 1,288、平成 26年の 1,155へと推移し

減少している。 

また、国が実施する事業所・企業統計調査や、経済センサス基礎調査等（公務を除く）

による全市の事業所数と従業員数の推移についても同様で、事業所数は、平成 18 年の

2,134 から、平成 21年の 2,063、平成 26年の 1,925へと推移し減少。従業員数は、平成

18 年の 15,791から、平成 21年の 15,156、平成 26年には 15,011へと推移し減少してい

る。また小規模事業者数は平成 21年の 1,529 から平成 26年の 1,381 へ減少。小規模事

業所の従業員数は平成 21年の 4,460から平成 26年の 3,882へと減少している。 

小規模事業者を業種別で見てみると、事業所数の割合で多いのは、①卸売業・小売業

345（25.0%）、②宿泊業・飲食サービス業 190（13.8%）、③生活関連サービス業・娯楽業

157（11.4%）の順となっている。小規模事業所の従業員数で見てみると、①卸売業・小

売業 868（22.4%）、②建設業 744（19.2%）、③宿泊業・飲食サービス業 428（11.0%）と

なっている。 

さらに、平成 21 年から平成 26 年の小規模事業者所の増減を見てみると、増加した業

種は、①教育・学習支援業 16、②医療・福祉 12、③電気・ガス・熱供給・水道業 3とな

っている。一方、減少した業種・ワーストは、①卸売業・小売業▲96、②建設業▲26、

③製造業▲12となっている。小規模事業所の従業員数の増減を見てみると、増加した業

種は、①教育・学習支援業 36、②電気・ガス・熱供給・水道業 27、③医療・福祉 22 と

なっている。一方、減少した業種・ワーストは、①卸売業・小売業▲256、②製造業▲146、

③建設業▲139 となっており、産業構造のインパクトの大きさや、成長性のある産業と

そうでない産業がはっきりしていることなどが見て取れる。 

以上の様に、教育・学習支援業や医療・福祉の様に成長している業種がある一方、柳

井市の産業を牽引している、卸売業・小売業、建設業、製造業の小規模事業所数の減少

が顕著であり、特に古くから「商都柳井」と呼ばれ、地域の主要業種である卸売業・小

売業においては事業所数▲96、従業員数▲256 と大きく後退しており、そのマイナスイ

ンパクトは大きい。 

主な要因としては、柳井市を含むサザンセト広域圏の商圏人口の大幅減少や、長引く

地方の景気低迷、大型店やナショナルチェーンとの競合、魅力ある周辺市町の商業集積

地との競合、ネット通販等との競合、また経営者の高齢化と後継者不足等が挙げられる。 

さらに、中心商業地の既存商店街においては空き店舗（平成 27 年調査空き店舗率

23.8%）が目立つようになってきており、再び賑わいを創出することが課題となっている。 

（柳井商工会議所管内の商工業者数と小規模事業者数） 

 H18年 H21年 H26年 

商工業者数推移 1,679 1,672 1,512 

小規模事業者数推移 1,273 1,288 1,155 

※平成 18年は事業所・企業統計調査 

※平成 21・26年は経済センサス基礎調査をもとに山口県が独自集計 
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（柳井市の産業分類別事業所数）

H18年
事業所数 事業所数

割合 （割合） 対前回± 伸び率 割合 対前回± 伸び率 （割合）

農林漁業 8 17 0.8% 4 0.3% 15 -2 -12% 0.8% 3 -1 -25% 0.2%

鉱業，採石業，砂利採取業 1 - ー - ー - - - - - － － -

建設業 198 186 9.0% 173 11.3% 158 -28 -15% 8.2% 147 -26 -15% 10.6%

製造業 104 98 4.8% 82 5.4% 85 -13 -13% 4.4% 70 -12 -15% 5.1%

電気・ガス・熱供給・水道業 5 4 0.2% 2 0.1% 7 3 75% 0.4% 5 3 150% 0.4%

情報通信業 18 20 1.0% 16 1.0% 13 -7 -35% 0.7% 10 -6 -38% 0.7%

運輸業，郵便業 40 41 2.0% 32 2.1% 38 -3 -7% 2.0% 30 -2 -6% 2.2%

卸売業，小売業 668 627 30.4% 441 28.8% 545 -82 -13% 28.3% 345 -96 -22% 25.0%

金融業，保険業 39 42 2.0% 19 1.2% 32 -10 -24% 1.7% 15 -4 -21% 1.1%

不動産業，物品賃貸業 84 99 4.8% 88 5.8% 92 -7 -7% 4.8% 83 -5 -6% 6.0%

宿泊業，飲食サービス業 258 275 13.3% 190 12.4% 262 -13 -5% 13.6% 190 0 0% 13.8%

教育，学習支援業 88 54 2.6% 40 2.6% 82 28 52% 4.3% 56 16 40% 4.1%

医療，福祉 129 125 6.1% 51 3.3% 156 31 25% 8.1% 63 12 24% 4.6%

複合サービス事業 36 27 1.3% 17 1.1% 26 -1 -4% 1.4% 16 -1 -6% 1.2%

学術研究，専門・技術サービス業 70 3.4% 61 4.0% 64 -6 -9% 3.3% 52 -9 -15% 3.8%

生活関連サービス業，娯楽業 196 9.5% 166 10.9% 178 -18 -9% 9.2% 157 -9 -5% 11.4%

サービス業（他に分類されないもの） 182 8.8% 147 9.6% 172 -10 -5% 8.9% 139 -8 -5% 10.1%

合計 2,134 2,063 100.0% 1,529 100.0% 1,925 -138 100.0% 1,381 -148 100.0%

※H18は事業所・企業統計調査、H21・26年は経済センサス基礎調査（柳井商工会議所管内＋大畠商工会管内）

産業（大分類）

事業所数

（内小規模事業者） 事業所数 （内小規模事業者）
H21年 H26年

458

（柳井市の産業分類別従業員数）

H18年
従業員数 従業員数

割合 （割合） 対前回± 伸び率 割合 対前回± 伸び率 （割合）

農林漁業 86 204 1.3% 6 0.1% 226 22 11% 1.5% 8 2 33% 0.2%

鉱業，採石業，砂利採取業 10 - － - － - - - － - － － －

建設業 1,516 1,476 9.7% 883 19.8% 1,206 -270 -18% 8.0% 744 -139 -16% 19.2%

製造業 1,791 1,555 10.3% 535 12.0% 1,251 -304 -20% 8.3% 389 -146 -27% 10.0%

電気・ガス・熱供給・水道業 222 173 1.1% 15 0.3% 230 57 33% 1.5% 42 27 180% 1.1%

情報通信業 86 78 0.5% 35 0.8% 47 -31 -40% 0.3% 20 -15 -43% 0.5%

運輸業，郵便業 638 610 4.0% 205 4.6% 520 -90 -15% 3.5% 220 15 7% 5.7%

卸売業，小売業 4,058 3,921 25.9% 1,124 25.2% 3,638 -283 -7% 24.2% 868 -256 -23% 22.4%

金融業，保険業 418 479 3.2% 55 1.2% 407 -72 -15% 2.7% 37 -18 -33% 1.0%

不動産業，物品賃貸業 167 280 1.8% 157 3.5% 247 -33 -12% 1.6% 130 -27 -17% 3.3%

宿泊業，飲食サービス業 1,231 1,622 10.7% 432 9.7% 1,424 -198 -12% 9.5% 428 -4 -1% 11.0%

教育，学習支援業 671 227 1.5% 72 1.6% 622 395 174% 4.1% 108 36 50% 2.8%

医療，福祉 2,275 2,253 14.9% 125 2.8% 2,948 695 31% 19.6% 147 22 18% 3.8%

複合サービス事業 377 226 1.5% 53 1.2% 329 103 46% 2.2% 49 -4 -8% 1.3%

学術研究，専門・技術サービス業 293 1.9% 138 3.1% 345 52 18% 2.3% 113 -25 -18% 2.9%

生活関連サービス業，娯楽業 851 5.6% 342 7.7% 753 -98 -12% 5.0% 297 -45 -13% 7.7%

サービス業（他に分類されないもの） 908 6.0% 283 6.3% 818 -90 -10% 5.4% 282 -1 0% 7.3%

合計 15,791 15,156 100.0% 4,460 100.0% 15,011 -145 100.0% 3,882 -578 100.0%

※H18は事業所・企業統計調査、H21・26年は経済センサス基礎調査（柳井商工会議所管内＋大畠商工会管内）

H21年 H26年

2,245

（内小規模事業者） 従業員数 （内小規模事業者）
産業（大分類）

従業員数
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（※参考） 

 

（※商工会議所独自調査） 
 

④ 柳井市の観光 

柳井市は、豊かな地域資源や、瀬戸内海の海岸線、多島美など美しい自然と、岩国吉

川藩の商都の佇まい、古墳や明治維新ゆかりの史跡等数多くの文化財に恵まれ、小規模

ながら観光のまちとして広く観光客を受け入れている。 

ただ、柳井市を訪れる観光客の総数は、平成 25年の 931,798 をピークに、平成 26 年

の 928,889人、平成 27年の 900,691人、平成 28年 896,758 人と推移し減少している。 

観光客の内訳をみると、平成 28 年で県外客 176,469 人(19.7%)、県内客 720,289 人

(80.3%)。出発地別の内訳をみると、県内 720,289人、中国 149,061 人、四国 7,168 人、

九州・沖縄 12,588人、近畿 2,960人、中部 338人、関東 1,859人、北海道・東北 66 人、

その他 2,429人となっている。 

夜型観光の資源がなく、日帰り又は短時間滞在型観光が大半であるため、観光関連で

の経済効果は弱い一面がある。 

少子化・高齢化による人口減少が進む中、地域の経済活性化をはかるためには観光振

興を推進し、観光客をはじめとする交流人口をいかに増加させていくかが課題となって

いる。 

（柳井商工会議所部会員数の推移）

部会名 H18年度末 H21年度末 H26年度末 H28年度末

小売商業部会 285 257 212 206
工業部会 160 143 120 113
卸売部会 89 79 68 66
観光サービス部会 343 335 299 293
交通運輸部会 31 28 22 23
建設部会 204 184 162 156
金融部会 20 18 18 18
特別会員 37 40 61 70

合 計 1,169 1,084 962 945

※特別会員については柳井商工会議所管内外の会員

（柳井駅北地区／補助対象地区の店舗）
平成27年 比率 備考

営業店舗 144 76.2%
空き店舗 45 23.8%

合計 189 100.0% 病院・歯科医院9・観光施設4を除く
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（柳井市の観光客数の推移） 

 平成 23 年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

観光客数推移 736,120 753,378 931,798 928,889 900,691 896,758 

（内 県外客） 176,878 164,980 204,771 188,127 179,468 176,469 

（県外客の内外国人客） *** *** 776 1,335 1,604 995 

（内 県内客） 559,242 588,398 727,027 740,762 721,223 720,289 

※山口県の統計資料より集計 

 

⑤ 地域の取り組み 
こうした現状の中、柳井市では、平成 29 年 3 月に「柳井市総合計画」を策定し、「市

民の力で支え合い、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井～柳井で暮らす幸せを実

感できるまちをめざして～」を 10年後の将来都市像に掲げ、産業分野においては、多様

な地域資源の魅力について情報発信する取り組みを地域ぐるみで行い、集客と交流を生

み出すことにより、交流人口が増え地域が潤う観光のまちをめざすとともに、地域の特

性や伝統を生かしながら、商業、工業、サービス業、農林水産業の発展を促進し、雇用

の場を創出し、活力と魅力に満ちた賑わいのあるまちづくりを目指している。 

また、平成 27年 10 月には「柳井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「柳

井で暮らす幸せを実感できるまち」を 5 年後の将来都市像に掲げ、地域経済を縮小させ

る少子化・高齢化・人口減少問題の克服のためには、地域産業を振興することにより、

雇用を創造するとし、次のような戦略を打ち出している。 

 

（柳井市「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の主な取り組み） 
● 地域経済を支える中小事業者の育成 

・ 市、商工会議所等が連携して中小事業者の経営安定のため諸施策を行う。 

● 創業支援 
・ 産業競争力強化法に基づき創業支援事業計画を策定し、市、商工会議所をはじめ関

係支援機関からなる創業支援ネットワークを構築、創業支援事業（柳井商工会議所

が受託）や、空き店舗活用事業・空き家店舗家賃補助金（柳井商工会議所が受託）

など、創業支援の諸施策を行う。 

● ふるさと就業（就職・創業・起業）の促進 
・ 市、商工会議所が連携して、中学生起業家セミナー等ふるさと就業（就職・創業・

起業）促進のための諸施策を行う。（柳井市と柳井商工会議所の共催） 

● 商品開発・販路開拓・雇用創造 
・ 地元産品のブランド化をはかるため柳井市地域ブランド認証事業をおこなう。 

・ 物産フェアの開催を行う。 

・ 地元商店の販売促進のため「商都やない販売促進事業」を展開する。（柳井商工会議

所が受託） 

・ 農商工連携による新商品・新サービス開発及び販路開拓支援を行う。 

● 観光の振興・交流人口拡大 
・ 地域の魅力を発信するためプロモーション力の強化をはかる。 

・ 観光を支える高度で専門的な人材を育てるなどおもてなし力を強化する。 
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・ 広域観光ルート開発により滞在周遊型観光を促進する。 

・ 交流人口拡大による経済効果の波及につながるスポーツイベントの開催または開催

支援を行う。 

● 中心市街地の活性化 
・ 中心市街地の土地利用の高度化を促進し、都市構造の特性を踏まえた商業・業務機

能の集約をはかるとともに、良好な市街地の形成を図りながら、住・職・学・遊が

機能的に配置されたコンパクトなまちの実現を目指す。 
（※住・職・学・遊とは、住まい、就職・就業の場、文化教育施設、商店街・飲食店街・観光施設・

遊興施設などのこと） 

 

このような柳井市の取り組みがあるなか、柳井商工会議所では、通常の経営改善普及

事業に加え、「地域の活性化なくして商工業の発展はない」を掲げ、また中小企業・小規

模事業者の支援と地域経済の活性化は表裏一体、車の両輪ととらえ、「人づくり」、「まち

づくり」、「観光づくり」、「中心市街地づくり」等の視点から地域活性化のための取り組

みを展開している。 

 

（柳井商工会議所の主な取り組み） 
● 地域経済を支える中小事業者の育成 

・ 中小企業相談所の開設（経営改善普及事業など窓口指導・巡回指導） 

・ 地域中小企業支援センターの開設（創業・経営革新・経営力向上・第二創業等） 

・ 経営安定特別相談室の開設（経営改善・再生・事業承継・事業引継ぎ・円滑廃業等） 

・ 経営セミナーの開催 

・ 情報化セミナーの開催 

・ 人づくり柳井塾の開催（経営幹部養成塾） 

● 創業支援 
・ 地域中小企業支援センターの開設による創業相談 

・ やない創業塾の開催（創業・起業の創出） 

・ 空き家店舗家賃補助金の運営（空き店舗活用事業） 

・ 創業支援ネットワークへの参画 

● ふるさと就業（就職・創業・起業）の促進 
・ 中学生起業家セミナーの開催（市内中学生対象起業家育成事業） 

・ 高校生地場産業視察研修会の開催（市内商工高校生対象地元就業促進・起業家育成事業） 

● 商品開発・販路開拓・雇用の創造 
・ 新商品開発・新サービス開発支援 

・ 農商工連携・6次産業化支援 

・ 異業種進出・第二創業・新ビジネス創造支援 

・ ビジネスドラフトやまぐちの開催（県下商工会議所・商工会合同完全予約型商談会） 

・ やない悠々買遊帳スタンプラリーの実施（共同販売促進事業） 

・ パラソルショップの開催（賑わい創出事業／共同販売促進事業） 

・ 柳井市雇用創造セミナーの開催（雇用創出のきっかけづくり） 

● 観光の振興・交流人口拡大 
・ 柳井の魅力伝え隊 Facebook等の運営（観光情報発信事業） 

・ サザンセト・ロングライド inやまぐちの共催（交流人口拡大事業／スポーツ観光） 

・ 各種祭り・イベントなど観光振興事業への参画 

・ 観光客誘致事業の推進 

・ 修学旅行誘致の研究 
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・ 大型クルーズ船誘致の調査・研究 

● 中心市街地活性化 
・ 柳井天神春まつり、柳井金魚ちょうちん祭り、柳井まつりへの支援・参画（賑わい

創出事業／共同販売促進事業） 

・ パラソルショップの開催（賑わい創出事業） 

・ 空き家店舗家賃補助金の運営（空き店舗活用事業） 

● 異業種交流事業・産学官交流事業・若者交流事業 
・ 柳井商工会議所青年部 

・ 柳井商工会議所女性会 

・ ふるさとを愛する人々の集いの開催（産学官交流事業） 

・ 婚活イベントの支援（若者男女交流事業／出会いの場の創出） 

● 景気動向等各種調査 
● 岩国錦帯橋空港利活用 
● 商工会議所の組織力強化・資質向上・情報化 

 

以上のように、当所では、「柳井市総合計画」や「柳井市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」など市の各種基本方針に則して、地域資源を生かした地場産業の振興や、観光振

興、地域で頑張っている中小企業・小規模事業者の支援、ふるさと就業の促進や創業促

進、中心市街地活性化等に取り組んでいる。 

さらに、地域経済を縮小させる少子化・高齢化・人口減少問題に対しては行政と協力

し、若者の出会いの場を設けるなどの事業を展開し、また、事業承継や廃業円滑化等に

も取り組んでいる。 

 

当地域では、小規模事業者が大半を占めており、「小規模基本法」および「小規模支援

法」が成立されたことも背景として、地域に根ざし小規模事業者にとって最も身近な支

援機関である柳井商工会議所の果たすべき役割は一層重要となってきている。 

このことから、これまでにも増して個社支援を軸とした需要開拓、販路開拓、売上や

利益の確保など、地域経済を支える小規模事業者の経営発達（持続的発展）支援や、創

業、経営革新、経営力向上、第二創業、事業承継、事業引継ぎ、経営改善、再生、円滑

廃業等の支援を強化していくことがその責務として求められている。 

 

 

 

2．中長期的な振興のあり方 
上記の地域の現状・課題等を踏まえ、柳井市が策定した「柳井市総合計画」や「柳井市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」等の方針等と同調しながら、現状の課題解決をはかる取り組みを

行っていく。 

当所では、当地域の 10年後のビジョン及び今後 10年程度の小規模事業者の振興のあり方と

して、中長期的な振興のあり方を、以下のとおり設定する。 

 

（中長期的な振興のあり方） 

柳井商工会議所が地域活性化支援、小規模事業者支援の中心となり、人口減少や少子化・

高齢化など社会構造の変化に負けない柳井を実現させるため、「人づくり」、「まちづくり」、

「観光づくり」、「中心市街地づくり」の 4つの切り口で、「商都柳井の活力を取り戻す」こと

を目指す。 
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① がんばる「人づくり」 

小規模事業者一人ひとりの「人づくり」をし、地域に根ざし頼られ必要とされ、地域

経済を支える人材（人財）を数多く創出することで、商都柳井の活力を取り戻す。 

創業、事業承継、廃業により新陳代謝がはかられる中、多様な人材（人財）、新たな

人材（人財）が、がんばることができる地域をつくることで、商都柳井の活力を取り戻

す。（※人財とは、経営を支える財産としての人、地域や経済を支える財産としての人、Human capital） 

 

② 魅力ある元気な「まちづくり」 

魅力あるまちの特性や地域資源、経営資源を活用し、新しい需要、新しい価値を創造

することで、商都柳井の活力を取り戻す。 

活力と魅力に満ちた元気な「まちづくり」をし、新しい産業の創造、雇用の場の創出

をすることで、商都柳井の活力を取り戻す。 

 

③ おもてなしの心あふれる「観光づくり」 

おもてなしの心あふれる「観光づくり」をし、交流人口の拡大で管内市場を活性化し、

賑わいに満ちた潤いのある地域を作り出すことで、商都柳井の活力を取り戻す。 

 

④ 明るく楽しい「中心市街地づくり」 

明るく楽しい「中心市街地づくり」をし、賑わいにあふれ利便性に優れ安心して暮ら

せる、住みやすい地域を作り出すことで、商都柳井の活力を取り戻す。 

 

 

 

3.経営発達計画支援事業の目標（実施期間 5年） 
当所の事業は多岐にわたっているが、中長期的な振興のあり方を踏まえたうえで、重点的

に実施する具体的な支援内容を以下のとおり定め、短期的な目標として積極的に取り組んで

いく。 

 

【目標①】伴走型の支援により、地域経済を支える小規模事業者を創出する。（人づくり） 

（取組課題別目標） 

● 創業・起業の支援により多様な事業者を 5 年間で 50 者創出する。 
● 事業承継問題を抱える小規模事業者を伴走型で支援し、円滑な事業承継で廃業を食

い止める。 
● 後継者不足を抱える小規模事業者を伴走型で支援し、非同族への事業引継ぎなどで

廃業を食い止める。 
＜実施方針＞ 

小規模事業者は、経営者・従業員の高齢化、後継者不足等により、廃業が増加する傾

向にある。他方で、女性・若者・シニアなど多様な人材に対して、小規模事業者は、様々

な価値観に基づく多様な働き方を提供し、また地域の雇用拡大にも貢献している。 

当所は、小規模事業者や創業者の視点に立ち、伴走しながらきめ細かく丁寧に応えて

いく姿勢で、経営発達、創業、事業承継、事業引継ぎ等の支援にあたる。 

また、行政や地域金融機関、その他支援機関、専門家等と連携をとりながら、地域ぐ

るみで総力を挙げて「がんばる人づくり」を支援する体制を整備する。 

・ 「やない創業塾」や「創業相談窓口」において、多様な働き方、自己実現、社

会貢献等の生きがいを生み出す小規模事業者の創業・起業を伴走型で支援する。 
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・ 「巡回相談」や「経営分析」において、事業承継（事業引継ぎ）の潜在的な課

題を顕在化させ、その対策に向け早期着手を促し、同族内への円滑な事業承継

や、非同族への事業引継ぎにより、地域社会にとって有用な経営資源の散逸を

防ぎ、地域の経済社会の発展に結びつくよう伴走型で支援する。また、事業の

継続が見込まれない場合には、事業の廃止を円滑化することで、その生活の安

定や再チャレンジに向かえるよう伴走型で支援する。 

 

【目標②】柳井市の特性と、多様な地域資源、また小規模事業者が有する優れた技術、伝統、

技能を活用し、需要の創出、掘り起し、域外への販路開拓を行い、売上げを伸ばす小規模事

業者を創出する。（まちづくり） 

（取組課題別目標） 

● 柳井市の特性と、多様な地域資源、また個社が有する優れた技術等を活用し、新し

い商品や新しいサービス、新しいビジネス（産業）を 5 年間で 50 件創出する。 
＜実施方針＞ 

小規模事業者は、人口減少や生活様式の変化などの社会構造の変化による需要の減少

に直面している。他方で、地域の特性、多様な地域資源、個社が有する優れた技術等や

小回りの利く機動力を活かし、様々な商品・サービス・ビジネスを開発・提供すること

により、国内外の新たな需要を開拓する潜在的な対応力を有している。さらに、ＩＴの

普及に伴い、小規模事業者であってもこれまでの商圏を越えて活躍する可能性は拡大し

ている。 

当所は、小規模事業者の構造変化への潜在的な対応力を最大限に導き出し、自らの強

みを把握した上での需要の創造や掘り起こし、ＩＴ のさらなる活用、新たな商品・サー

ビスの開発・提供など、需要を見据えた取り組みを伴走型で支援にあたる。 

また、行政や地域金融機関、その他支援機関、専門家等と連携をとりながら、地域ぐ

るみで総力を挙げて「魅力ある元気なまちづくり」を支援する体制を整備する。 

・ 「地域資源活用」「農商工連携」「6 次産業化」などで、新商品・新製品・新サ

ービス開発にチャレンジする小規模事業者の支援を行う。また、ブランディン

グ支援や、販路拡大支援を行い、国内外の新たな需要を開拓する小規模事業者

を伴走型で支援する。 

 

【目標③】柳井市が有する豊かな自然と歴史、観光資源を活用し、おもてなしの心で交流人

口の獲得を図り、管内市場の拡大を目指す。（観光づくり） 

（取組課題別目標） 

● 柳井市が有する豊かな自然と歴史、観光資源を活用し、新しい商品や新しいサービ

ス、新しいビジネス（産業）を数多く創出する。 
● おもてなしの心を基本に受け入れ態勢の充実を図り、来訪者満足度の高い観光のま

ち柳井、商都柳井のブランド化（高付加価値化）で、交流人口・観光客入込数 110
万人を達成する。 

＜実施方針＞ 

柳井市は、人口減少などの社会構造の変化による需要の減少等で、管内市場規模の縮

小に直面している。他方で、豊かな自然と歴史、数多くの観光資源、おもてなしの心を

活かすことにより、域外からの交流人口・観光客を呼び込み管内市場を活性化する潜在

的なポテンシャルを有している。 

当所は、小規模事業者のおもてなしの心を最大限に活かし、観光資源と、自らの強み

を発揮した上での需要の創造や掘り起こし、新たな商品・サービスの開発・提供、ＩＴ

を活用した情報発信など、需要を見据えた取り組みを伴走型で支援にあたる。 
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さらに、観光のまち柳井、商都柳井のブランド化と交流人口・観光客の増加につなが

る取り組みに参画し支援にあたる。 

また、行政や地域金融機関、その他支援機関、専門家等と連携をとりながら、地域ぐ

るみで総力を挙げて「おもてなしの心あふれる観光づくり」を支援する体制を整備する。 

・ 「観光資源発掘事業」、「観光資源ブランド化事業」で、新商品・新製品・新サ

ービスの開発にチャレンジする小規模事業者を伴走型で支援する。 

・ 「観光資源情報発信事業」や「観光客誘致事業」で、交流人口・観光人口増加

につながる取り組みに参画・支援し、「おもてなしの心育成事業」で受け入れ態

勢の充実を支援する。 

 

【目標④】明るく楽しい中心市街地の賑わい創出を目指す。（中心市街地づくり） 

（取組課題別目標） 

● 中心市街地で創業・出店する小規模事業者を、5 年間で 15 者創出する。 
● 中心市街地の空洞化に歯止めをかけ、5 年後の中心市街地の小規模事業者数の維持

と、空き店舗数の減少を目標とする。 
● 中心市街地を中心に、良好な市街地の形成で、住・職・学・遊など社会資本が機能

的に集中配置されたコンパクトなまちを、柳井市とともに目指し、5 年以内に東洋

経済新報社「住みよさランキング」の総合評価で中国・四国 1 位となる。 
＜実施方針＞ 

柳井市の中心市街地は、居住人口の減少や商店数の減少で、空洞化に直面している。

他方で、古くから商都柳井として栄えたエリアは、多様な機能を有する地域のコミュニ

ティを有し、観光地白壁の町並みを抱えるなど、商業・サービス業の融合で、域内・域

外からの需要（集客）を獲得し、商都柳井の活力を取り戻す潜在的なポテンシャルを有

している。 

当所は、住・職・学・遊などが機能的に配置されたコンパクトな中心市街地の特徴を

最大限に活かし、観光資源と商業・サービス業の融合での需要の創造や掘り起こし、創

業・新規出店など、中心市街地活性化、空き店舗解消につながる取り組みを伴走型で支

援にあたる。 

さらに、地域のコミュニティを活かし、賑わいの創出、集客増、定住人口増など、良

好な市街地の形成につながる取り組みに参画し支援にあたる。 

また、行政や地域金融機関、その他支援機関、専門家等と連携をとりながら、地域ぐ

るみで総力を挙げて「明るく楽しい中心市街地づくり」を支援する体制を整備する。 

・ 空き店舗活用事業「空き家店舗家賃補助金」や、市の「柳井駅北地区出店者支

援補助金」、「柳井市創業者支援補助金」等各種施策を活用するなどし、中心市

街地に創業・出店する小規模事業者を伴走型で支援する。 

・ 「やない悠々買遊帳スタンプラリー」に取り組み、中心市街地の小規模事業者

への集客増をはかる。 

・ 観光資源と商業・サービス業を融合させた「パラソルショップ」のイベントや、

地域のコミュニティの中で展開される各種まつり・イベント等に参画・支援し、

中心市街地への集客増をはかるとともに、街の魅力を内外に発信する。 

・ 地域に根差して事業活動を行う小規模事業者を支援し、行政とともに持続・発

展する中心市街地づくりを進める。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（1）経営発達支援事業の実施期間 
 

平成 31年 4月 1日～平成 36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】 
当所では、地域内における経済状況等を分析するための各種調査事業を実施してきたが、

調査範囲や内容が限定的なものであったほか、蓄積されたデータを経営支援に活かせていな

いことが課題となっていた。 

そこで、この調査結果を改めて整理し、最大限活用するためにデータベース化をすすめる

とともに、巡回訪問を通じて小規模事業者へ情報提供を行うほか、経営支援時に必要に応じ

た資料を提供する。加えて、ホームページ等に調査結果を掲載し、小規模事業者が経営発達

（持続的発展）に取り組む基礎資料として広く周知する。 
 
（事業内容） 

これまで実施してきた、地域の景況調査など継続調査事業に加え、柳井市内や商圏とす

るサザンセト広域圏の人口推移や観光客動向、産業構造、雇用状況、内外の取引の流れ、

需要構造など、小規模事業者への経営支援時に必要な経済動向情報を、国・県・市・各種

団体が提供するホームページ、また、経済産業省・内閣官房提供の「ＲＥＳＡＳ」、環境省

提供の「地域経済循環分析自動作成ツール」、総務省提供の「ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ」等を駆

使して収集する。 

得られた情報と、過去において蓄積してきた情報は、分析・加工しやすいようデータベ

ース化して整理する。 

分析・加工（ノンネーム加工・グラフ化等）を施した経済動向資料は、経営指導員等が

巡回訪問時に情報提供を行うほか、会報、ホームページ、メールマガジン、Facebook等を

通じて事業者へ広く情報提供する。 
 
① 柳井市企業景況調査（四半期毎／4・7・10・1月に調査。調査対象企業 136社） 

（調査目的・活用方法） 
・ 地域経済動向を把握するため、柳井市の企業景況調査を行う。 
・ 得た調査結果はデータベース化して職員間で情報共有する。 
・ 分析・加工を施した資料は、巡回訪問等の際に情報提供をするとともに、会報やホ

ームページ等で周知する。 
・ また、各企業の経営状況や自由回答欄のコメントを把握することで、重点的に支援

するべき企業の特定をする。 
（調査項目） 

・ 売上持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性、自由回答欄 
（調査手法） 

・ 年 4 回調査票を対象企業へメール、FAX、郵送にて配布・回収（もしくは巡回訪問

などにおいてヒアリング調査） 
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② 各種調査情報の収集（年 1回／情報公開月に実施） 

（調査目的・活用方法） 
・ 柳井市や商圏とするサザンセト広域圏の人口推移や、人口構造、観光動向、産業構

造、雇用状況、内外の取引の流れ、需要構造などの情報把握のため、各種調査情報

を収集する。 
・ 得た情報は、データベース化して職員間で情報共有する。 
・ また、分析・加工を施した資料は、巡回訪問等の際に情報提供をするとともに、会

報やホームページ等で周知する。 
（調査手法） 

・ ホームページ等や各団体から年 1 回情報収集 
（活用する統計資料等と調査項目） 

発行元 統計資料等 調査項目 
経済産業省・内閣官房 ＲＥＳＡＳ 人口推移、人口構造、観光動向、産業構造 
総務省・統計センター ｅ－Ｓｔａｔ 人口、世帯数、人口推計、事業所数、商工

業者数、小規模事業所数、従業員数 
総務省・統計センター ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ 地図による小地域分析（人口、世帯数） 
山口県 ホームページ 観光客数、観光施設入場者数、建築状況 
柳井市 ホームページ 人口、人口増減、男女別人口、世帯数 
環境省 地域経済循環分析自動作成ツール 産業構造 
ハローワーク 月報 雇用状況（有効求人倍率） 
日本政策金融公庫 聞き取り 管内の貸付状況 
県信用保証協会 ホームページ 管内の保証状況 

 
③ 柳井市公共事業入札情報の収集（年 1回／3月実施） 

（調査目的・活用方法） 
・ 柳井市が発注する建設工事、業務委託、物品調達の地元優先発注の状況を把握する

ため、公共事業入札情報（受注率）を収集する。 
・ 得た情報はデータベース化して職員間で情報共有する。 
・ また、分析・加工を施した資料は、個社支援等を行う際に情報提供をするとともに、

会報やホームページ等で周知する。 
・ さらに、柳井市に提言・要望活動をする際の基礎資料とする。 

（調査項目） 
・ 建設工事、業務委託、物品調達の柳井市内企業受注率 

（調査手法） 
・ 柳井市担当課から年 1 回情報収集 

 
（目 標） 

調査事業 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

柳井市企業景況調査結果

公開回数 2 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

各種統計情報の収集結果

公開回数 随時 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

柳井市公共事業入札調査

結果公開回数 随時 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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2．経営状況の分析等に関すること【指針①】 
現状では、巡回訪問や窓口等での経営相談に対し、経営指導員を中心に個別に経営状況を

分析し事業者へ提示をしているものの、各職員の経験年数やスキル、得手不得手分野等から、

経営状況の分析や経営問題の抽出、課題提起までが、同じレベルで行われていなかったと考

えられる。 

今後は、ＯＪＴの観点からベテラン経営指導員に経験年数の少ない経営指導員等が帯同す

るなど、職員レベルの向上をはかることとする。 

また、統一した分析手法もなかったため、今後は、経済産業省提供の「ローカルベンチマ

ーク」等を活用し、適切な分析結果や経営課題を事業者に提示できる体制を整えこととする。 

より専門性が高い相談に関しては、専門家と連携し、相談内容に応じた分析を実施し、経

営課題の抽出をする。 
 
（事業内容） 

小規模事業者が、経営発達（持続的発展）に取り組むためには、経営者自身が経営状況

を把握し、将来目標の設定と、それを達成するための取り組み（やるべきこと）を明確に

したうえで、事業計画に落とし込み、それに沿った行動をするなかで、検証と、改善を行

い、つまりはＰＤＣＡサイクル（計画→行動→検証→改善）を回しながら経営をすすめて

いく必要がある。 

そこで、当所では経営状況分析支援にあたって、経済産業省提供の「ローカルベンチマ

ーク」を活用し、財務情報に基づいた、売上持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、

安全性などの「定量分析」を行うとともに、経営者との対話（ヒアリング）により、経営

者への着目、事業への着目、関係者への着目（企業を取り巻く環境）、内部管理体制への着

目など非財務情報から導いた「定性分析」を行い、個社の経営力を把握し、また、対話（ヒ

アリング）を通じて小規模事業者自身の気付きを期待し、個社が現状を認識し、将来の目

標の設定と、経営課題の抽出につなげていくことができるよう、経営指導員を中心に伴走

型での支援をしていく。 

なお、「ロールベンチマーク」についてはインターネット上に公開されているツールであ

ることから、自ら入力し活用できる小規模事業者となるよう段階的に育てていく。 

 

（経営分析の動機づけ） 
経営指導員等による巡回訪問や金融支援、決算指導、また景気動向調査等において、ビ

ジネスモデルの再構築を図ろうとする小規模事業者や、地域資源や観光資源また自社の経

営資源を活かして新たな需要を開拓し売上げを伸ばそうとする小規模事業者、さらに経営

改善や事業承継等当面の課題を抱える小規模事業者などを把握し、経営分析を呼びかける。

また、「ローカルベンチマーク」の活用や、経営分析の必要性をテーマに盛り込んだ「経営

計画策定セミナー」を年 1 回程度開催するなどし、経営分析や経営計画策定に関心のある

小規模事業者の掘り起こしを行い、経営分析支援へと結び付けていく。 
 

（経営分析の手法） 

「ローカルベンチマーク」を経営分析（事業評価）の入り口として活用し、小規模事業

者から提供してもらう財務情報等の数字を基に定量分析を行うとともに、巡回訪問等によ

り、小規模事業者と直接対話（ヒアリング）し、また現地調査・周辺調査で非財務情報を

収集し、ＳＷＯＴ分析等の定性分析を行い、将来目標の設定と経営課題の抽出につなげる。 

より専門性が高い相談に関しては、専門家と連携し、相談内容に応じた分析を実施し、

経営課題の抽出をする。 
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● 定量分析の内容（財務情報に基づく 6 つの指標からの分析） 
（分析項目） 

・ 売上持続性（売上高増加率）、収益性（営業利益率）、生産性（労働生産性）、健全性

（ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率）、効率性（営業資本回転率）、安全性（自己資本比

率）など 
（収集手段） 

・ 巡回訪問等により小規模事業者から各種財務資料や従業員数等の提供を受け情報収

集 
（分析ツール） 

・ 「ローカルベンチマーク」 
 

● 定性分析の内容（非財務情報に基づく 4 つの視点からの分析） 
（分析項目） 

・ 経営者への着目（経営理念・ビジョン、経営哲学・考え・方針等、経営意欲、後継

者の有無、後継者の育成状況、承継のタイミング・関係） 
・ 事業への着目（企業及び事業沿革、ターニングポイントの把握、技術力・販売力等

の強みと弱み、ＩＴに関する投資・活用の状況、付加価値（生産性）向上に向けた

取り組み） 
・ 関係者への着目・企業を取り巻く環境（市場動向・規模・シェアの把握、競合他社

との比較、顧客リピート率・新規開拓率、主な取引先企業の推移、顧客からのフィ

ードバックの有無、従業員定着率、勤続年数・平均給与、取引金融機関数・推移、

メインバンクとの関係） 
・ 内部管理体制への着目（組織体制、品質管理・情報管理体制、事業計画の有無、従

業員との共有状況、社内会議の実施状況、研究開発・商品開発の体制、知的財産権

の保有・活用状況、人材育成の取り組み状況、人材育成の仕組み）など 
（収集手段） 

・ 巡回訪問等により小規模事業者と直接対話（ヒアリング）を行い、また現地調査・

周辺調査を行うことにより情報収集 
（分析ツール） 

・ 「ローカルベンチマーク」等 
 

（経営分析のねらい） 
経営分析により、財務の傾向や、ＳＷＯＴ（強みや弱み、機会や脅威）等を明らかにし、

個社の経営力を把握するとともに、対話（ヒアリング）を通じて小規模事業者自身の気付

きから、新しい革新（イノベーション）が生まれ、経営革新計画、経営力向上計画、第二

創業計画などにつながり、また、地域資源、観光資源、自社の強みなど経営資源を活かし

た新しい需要、新しい価値（新し商品、新サービス、新産業、雇用）の創造につながるこ

とを期待し、ねらいとする。 

また、小規模事業者自身の気付きにより、経営改善、事業承継、事業引継ぎなど、潜在

的な課題を顕在化させ、その対策に向け早期の取り組みにつながることを期待し、ねらい

とする。 

 

（経営分析結果の活用方法） 

経営分析の結果については、小規模事業者と経営指導員等、また専門家等とで情報共有

し、共通認識を持つことで、今後の支援の在り方を明確にするために活用する。 
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次に、売上げや利益の確保、経営改善や第二創業、経営革新、経営力向上への取り組み、

また経営改善や事業承継など、経営見直しにかかる将来目標と現状とのギャップから課題

の抽出を図り、その課題解決のための対応策を事業計画策定に活用する。 

また、事業計画策定後のフォローアップ時に定量変化、定性変化が見て取れるよう判断

の基準として活用する。 
 

（目 標） 

次年度以降、2年間を目標達成可能とする支援体制づくりに充て、3年後以降は目標件数

を増加し、幅広い支援を行っていく。 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

経営分析件数 5件 36件 36件 60件 60件 60件 

 

 

 

3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

（1）事業計画策定 

現状では、経営相談に対し、口頭でアドバイスすることが中心であり、相談者も「何とな

く理解した」というような結果が多かった。 

今後は、ビジネスモデルの再構築を図ろうとする小規模事業者や、地域資源や観光資源ま

た自社の経営資源を活かして新たな需要を開拓し売上げを伸ばそうとする小規模事業者な

ど、やる気のある小規模事業者を中心に、 さらに経営改善や事業承継等当面の課題を抱える

小規模事業者へ、経営分析により抽出された将来目標と経営課題に対し、行動・検証・改善

するために事業計画の策定を支援する。 

事業計画策定にあたっては、地域の経済動向や需要動向、経営分析等の結果を踏まえ、経

営指導員を中心に伴走型での支援を行う。 

また、より専門性が求められる事業計画策定にあたっては、各種専門家派遣制度の活用や、

他の支援機関と連携してその策定にあたる。さらにケースに応じて、金融機関等と連携して

金融支援を行う。 

 

（事業内容） 

小規模事業者が、経営発達（持続的発展）に取り組むためには、経営者自身が経営状況

を把握し、将来目標の設定と、それを達成するための取り組み（やるべきこと）を明確に

したうえで、事業計画に落とし込み、それに沿った行動をするなかで、検証と、改善を行

い、つまりはＰＤＣＡサイクル（計画→行動→検証→改善）を回しながら経営をすすめて

いく必要がある。 

そこで、当所では事業計画策定支援にあたって、中小企業基盤整備機構提供の「経営計

画つくるくん」等を活用し、経営者との対話（ヒアリング）により、「自社の事を知る」、

「周囲のことを知る」、「将来の目標を定める」、「目標を達成するための方法を決める」の

順に情報を導き出し事業計画書を作ることで、経営者の頭の中を整理し、見える化できる

よう、経営指導員を中心に伴走型で支援をしていく。 

なお、「経営計画つくるくん」についてはインターネット上に公開されているツールであ

ることから、「事業計画策定セミナー」などを通じて、自ら入力し活用できる小規模事業者
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を育てていく。 
 
（事業計画策定の動機づけ） 

小規模事業者の場合、売上は集計していても、どの商品で儲かっているかなどを把握し

ておらず、また特に事業計画もないという、いわば「どんぶり勘定」の「成り行き経営」

となっているところがほとんどであることから、事業計画書を作った経験がない。 

一方、事業計画を策定した事業者からは、「頭の中が整理できた」、「やるべきことがはっ

きりした」との声を聴く。 

そこで、小規模事業者に対して、まず自社の財務状況を把握し、また「どの商品で儲か

っているのか」、「どのお客さんが儲けさせてくれているのか」を把握したうえで、そこに

重点を置いた「プラン（取り組み）」を練ることが、最もスタンダードな事業計画であり、

「どんぶり勘定」の「成り行き経営」からの脱却となることを理解させ、経営状況の分析

に基づいた「事業計画策定」に着手する動機づけとする。 

また、前述の経営分析をしたなかから、事業計画策定支援が必要な小規模事業者の把握

に努め、さらに「事業計画策定セミナー」を年 1 回程度開催するなどし、事業計画策定に

関心のある小規模事業者の掘り起こしを行い、事業計画策定支援へと結び付けていく。 

 

（事業計画策定の手法） 
「経営計画つくるくん」等を事業計画策定の入口として活用し、前述の経営分析で得た

情報を参考に、また小規模事業者と直接対話（ヒアリング）や、現地調査・周辺調査、さ

らに経済動向調査や需要動向調査を踏まえ、事業計画策定を伴走型で支援する。 

より専門的な知識が必要な場合は、ミラサポやエキスパートバンクによる専門家派遣、

柳井地域中小企業支援センターや柳井経営安定特別相談室、やまぐち産業振興財団、中小

企業基盤整備機構など他の支援機関等、専門家の知識や他の支援機関の支援施策を活用し、

相談内容に応じた事業計画策定を支援する。 

 

① 事業計画書の内容 

（策定項目） 
・ 自社の事を知る（企業概要、事業コンセプト、売上高、利益構成、主要顧客、主要

商品、顧客にとってのメリット、自社の強みと弱みなど） 
・ 周囲のことを知る（市場の将来性、競合の状況、競合がとっている戦略など） 
・ 将来の目標を定める（3 年後の売上高・利益など数値目標、3 年後の事業領域・店舗

数、従業員数など） 
・ 目標を達成するための方法を決める（ターゲット、製品・商品・サービスの内容・

機能・価値、必要とされる技術・技能・知識・経験・人脈・設備、計画実行のため

の方法など）など 
（策定手段） 

・ 経営分析で得た情報を活用し、また巡回訪問等により小規模事業者と直接対話（ヒ

アリング）を行い、さらに現地調査・周辺調査を行うことにより情報収集。 
（策定ツール） 

・ 中小企業基盤整備機構提供の「経営計画つくるくん」など 
 

② 経営革新計画書の内容 

経営分析をした小規模事業者のうち、新たな需要開拓等に積極的に取り組もうとす

る事業者については、経営革新計画の策定をすすめ、一歩踏み込んだ計画策定を伴走

型で支援する。 
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（策定項目） 
・ 前述の策定項目をベースに、山口県の指定様式「経営革新計画申請書」に必要な項

目を追加。 
（策定手段） 

・ 経営分析で得た情報を活用し、また巡回訪問等により小規模事業者と直接対話（ヒ

アリング）を行い、さらに現地調査・周辺調査を行うことにより情報収集。 
（策定ツール） 

・ 中小企業基盤整備機構提供の「経営計画つくるくん」 
・ 山口県の指定様式「経営革新計画申請書」 

 

③ 事業承継計画書の内容 

経営分析をした小規模事業者のうち、事業承継の課題が顕在化した事業所について

は、事業承継計画の策定をすすめ、一歩踏み込んだ計画策定を伴走型で支援する。 
（策定項目） 

・ 前述の策定項目をベースに、山口県の事業承継総合支援事業指定様式「事業承継計

画書」を参考に、また相談内容に応じ必要な項目を追加。 
（策定手段） 

・ 経営分析で得た情報を活用し、また巡回訪問等により小規模事業者と直接対話（ヒ

アリング）を行い、さらに現地調査・周辺調査を行うことにより情報収集。 
（策定ツール） 

・ 中小企業基盤整備機構提供の「経営計画つくるくん」 
・ 山口県の事業承継総合支援事業指定様式「事業承継計画書」ほか 

 
（事業計画の活用方法） 

● 社内関係者での活用 
経営者の頭の中を見える化した事業計画については、経営や意思決定に関わる社内

関係者（社員、出資者、株主、代表者家族等）と共有し協力体制をつくるために活用

する。 
また、計画を実行に際し、社員全員で役割分担を明確にするなどのために活用する。 
さらに、定期的に進捗を確認し、数値目標との達成度の評価（検証）をするための

基礎資料として活用する。 
 

● 支援機関との活用 
作成した事業計画書は、支援機関と共有し、今後の支援の在り方を明確にするため

に活用する。また、支援機関等を通じて補助金等申請する際の説明資料として活用す

る。 
 

● 外部関係者への活用 
外部関係者（取引先、金融機関等）と事業計画を共有することで、取引先や金融機

関等との良好な関係構築につなげていくことに活用する。 
なお、金融相談に際しては、地域金融機関や県・市制度の利用、日本政策金融公庫

の各種制度（マル経融資、小規模事業者経営発達支援融資制度等）利用時の説明資料

として活用する。 
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（目 標） 

次年度以降、2年間を目標達成可能とする支援体制づくりに充て、3年後以降は目標件数

を増加し、幅広い支援を行っていく。 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

事業計画策定件数 4件 10件 10件 20件 20件 30件 

経営革新計画策定件数 0件 2件 2件 3件 3件 5件 

事業承継計画策定件数 1件 2件 2件 3件 3件 5件 

事業計画策定セミナー開催回数・ 

受講者数 
未実施 

1回 

(20 名) 

1回 

(20 名) 

1回 

(20 名) 

1回 

(20 名) 

1回 

(20 名) 
※( )は受講者数。 
 
 

（2）創業支援・創業計画策定支援 

創業に関する支援については、創業計画策定、資金調達、販路開拓、各種届出、会計処理・

税務知識習得等と段階を踏んだ総合的な支援が必要となる。 

そこで、当地域では創業者を創出し地域経済の活性化に結びつけるため、柳井市、柳井商

工会議所、大畠商工会、地域金融機関、日本政策金融公庫、 山口県信用保証協会、 やまぐ

ち産業振興財団からなる「創業支援ネットワーク」を立ち上げ、創業者の掘り起こしを行う

とともに、各機関に創業相談窓口を開設し、地域をあげて創業者への支援体制を整える。 

また、当所内に柳井地域中小企業支援センターを開設し、創業者が気軽に窓口相談できる

体制を構築するとともに、職員の資質向上並びに創業支援体制の整備・強化を行い、創業希

望者の夢の実現のため重点支援を行う。 

さらに、「やない創業塾」（創業セミナー／年 1回、行程 4日程度のコース／定員 10名）を

開催し、創業意欲のある方、また創業して間もない方に対し、創業の基礎知識の習得から創

業計画の策定まで総合的に支援を行う。 

なお、より専門性が求められる創業計画策定にあたっては、各種専門家派遣制度の活用や、

他の支援機関と連携してその策定にあたる。さらにケースに応じて、金融機関等と連携して

金融支援を行う。 
 
（事業内容） 

創業者が自分の夢の実現のために取り組めるよう、ビジネスモデルの構築、創業計画策

定、資金調達、販路開拓、各種届出、会計処理・税務知識習得等段階を踏んだ総合的な支

援をしていく。 

自己分析や地域経済動向、また創業しようとする産業動向や、商品・サービスなどの需

要動向を見定めたうえで、目標を設定し、それを達成するための取り組み（やるべきこと）

を明確にさせたうえで、創業計画に落とし込み、それに沿った行動をするなかで、検証と、

改善を行い、つまりはＰＤＣＡサイクルを回しながら創業準備とその後の事業実行がすす

めていけるよう伴走型で支援をしていく。 

また、当所が主催する「やない創業塾」の受講をすすめ、プログラムに沿って「創業計

画書」を作ることで、創業者の頭の中を整理し見える化をする。 
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（創業計画策定の動機づけ） 

創業を希望する方の場合、漠然とした夢をもつものの、「難しそう」と思う方や、「プラ

ンを考えてはみたけれど実行には移せていない」という方がほとんどである。また、「失敗

したらどうしよう」とか「資金調達はどうしたらいい」など不安を抱え、どこへ相談に行

けばよいか分からない方も多い。 

そこで、「創業支援ネットワーク」を立ち上げ、創業者が気軽に窓口相談できる体制を構

築し、各機関に創業相談窓口を開設し、創業者の掘り起こしを行う。 

また、地域ローカルメディアや地域情報誌、市報、当所会報、ホームページ、ＳＮＳ等

を通して、創業支援体制を周知する。 

さらに、「やない創業塾」を開催し、起業意欲・創業意欲のある方の掘り起こしを行う。 

くわえて、「中学生起業家セミナー（起業家育成）」や「高校生地場産業視察研修会（地

元就職促進・起業家養成）」などを開催し、将来的な創業者・起業家の卵に対して意識啓発

を行う。 

創業相談者や、「やない創業塾」参加者に対しては、個人事業主の場合、創業後 10 年で

生き残れるのは 10％となっている実態（※中小企業白書 2006 より試算）を認識させ、創業の夢

を実現させ、さらに存続（経営発達／持続的発展）させるには、創業計画の策定と、実行、

検証、改善とＰＣＤＡサイクルを回すことが鍵となることを充分理解させ、創業計画策定

に着手する動機づけとする。 
 

（創業計画策定の手法） 
創業希望者や創業に関心のある方には、「やない創業塾」の受講をすすめ、中小企業診断

士等による実習型セミナーのプログラム（講義と実習）に沿って「創業計画書」を策定す

る。 

創業相談窓口での対応については、中小企業庁発行の「夢を実現する創業」等を創業支

援・創業計画策定支援の入口として活用し、創業者との直接対話（ヒアリング）や、現地

調査・周辺調査、さらに経済動向調査や需要動向調査を踏まえ、創業計画策定を伴走型で

支援する。 

また、創業予定の事業内容に応じて、前述の「経営計画つくるくん」の活用や、さらに

金融支援が必要な場合には、地域金融機関や県・市制度、日本政策金融公庫指定の創業計

画様式を活用する。 

より専門的な知識が必要な場合は、ミラサポやエキスパートバンクによる専門家派遣、

柳井地域中小企業支援センターや、やまぐち産業振興財団、中小企業基盤整備機構など他

の支援機関等、専門家の知識や他の支援機関の支援施策を活用し、相談内容に応じた創業

計画策定を支援する。 
 

① 創業計画書の内容 

（策定項目） 
・ 事業構想（創業の動機、事業の概要、市場の環境、事業の将来目標、事業の課題） 
・ 具体的な事業内容（事業の内容、事業の特色・セールスポイント、販売計画、仕入

計画、設備計画、要員計画） 
・ 創業時の資金計画表（店舗・工場など設備資金、機械装置・備品など設備資金、開

業に必要な商品の仕入れ代金・経費の支払資金など運転資金と、それに対する資金

調達方法） 
・ 損益計画表（売上予測高とその根拠、原価率、人件費・家賃・減価償却費等販売管

理費、借入金返済財源）など 
・ また、必要に応じて「経営計画つくるくん」や、各金融機関創業計画様式に必要な
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内容を盛り込む。 
・ なお、やない創業塾受講者には、創業計画作成準備のためのワークシートがあるこ

とからより詳細な内容を盛り込むものとする。 
（策定手段） 

・ 窓口相談等により創業者と直接対話（ヒアリング）を行い、さらに現地調査・周辺

調査を行うことにより策定。 
・ また、やない創業塾においては実習により策定。 

（策定ツール） 
・ 中小企業庁発行の「夢を実現する創業」 
・ 中小企業基盤整備機構提供の「経営計画つくるくん」 
・ 各金融機関指定の「創業計画様式」 
・ やない創業塾の「テキスト（※創業計画作成準備のためのワークシート）」など 
 

（創業計画の活用方法） 

● 社内関係者での活用 
創業者の頭の中を見える化した創業計画については、経営や意思決定に関わる創業

関係者（出資者、株主、代表者家族等）と共有し協力体制をつくるために活用する。 
また、計画の実行に際し、創業関係者全員で役割分担を明確にするなどのために活

用する。 
さらに、定期的に進捗を確認し、数値目標との達成度の評価（検証）をするための

基礎資料として活用する。 
 

● 支援機関との活用 
作成した創業計画書は、支援機関と共有し、今後の支援の在り方を明確にするため

に活用する。また、支援機関等を通じて補助金等申請する際の説明資料として活用す

る。 
 

● 外部関係者への活用 
金融相談に際しては、地域金融機関や県・市制度の創業資金利用、日本政策金融公

庫の創業資金利用時の説明資料として活用する。 
 

（目 標） 

次年度以降 2 年間を目標達成可能とする支援体制づくりに充て、3 年後以降は目標件数

を増加し、幅広い支援を行っていく。 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

創業計画策定件数 6件 7件 7件 10 件 10 件 16 件 

やない創業塾開催回数・ 
受講者数 

1回 

(6名) 

1回 

(10 名) 

1回 

(10 名) 

1回 

(10 名) 
1回 

(10 名) 
1回 

(10 名) 
※やない創業塾については、講義と実習により構成するため募集定員 10名程度とし質の高い講義としている。 
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4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

（1）事業計画策定後の実施支援 

事業計画策定後の事業進捗に関するフォローアップについては、小規模事業者がＰＤＣＡ

サイクルを定着させ、経営の自立を目指して着実な取り組みが出来るよう伴走型で支援をす

べきところであるが、現状においては、事業計画を策定しただけで実行までは至らず、その

支援も伴走型とまでは行かず、支援体制は十分とは言えなかった。 

今後は、事業計画の策定を支援した事業者に対し、課題解決に進む経営改善手段について

進捗状況を随時注視しつつ、設定した目標が達成できるよう、財務情報、非財務情報に基づ

いた経営分析等の結果を踏まえ、継続的に助言・支援等を行っていく。 

また、ｗｅｂやクラウド、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータなど、ＩＴの普及に伴い、小規模

事業者であっても、これまでの商圏を越えて活躍する可能性は拡大している。また需要拡大・

付加価値向上で売上を伸ばす取り組みにつなげているケースも多くなっている。さらに、目

の前の課題を解決し業務の効率化をはかるなど、経済産業省提唱の「ＩＴ利活用による生産

性向上」の取り組みはますます加速化し、小規模事業者に適したツールの開発も進んでいく

ことが予想される。 

そこで、各種セミナーの開催や巡回訪問において、個社にあった適切なＩＴツールの利活

用を助言できるよう、その支援の体制を整備していく。 

なお、より専門性が求められる支援にあたっては各種専門家派遣制度の活用や、他の支援

機関と連携して支援にあたる。さらにケースに応じて、金融機関等と連携して金融支援を行

う。 
 
（事業内容） 

① 事業計画を策定した小規模事業者に対し、四半期に 1 度、巡回訪問等を実施し、計画の

進捗状況の確認や、財務情報と非財務情報の把握をし、定量変化と定性変化の分析を行

うとともに、案件に応じたフォローアップを実施する。 
（フォローアップ内容） 

・ 進捗状況の確認 
・ 財務情報と非財務情報の把握と分析 
・ 改善提案 
・ ＩＴ利活用セミナーの開催（※需要拡大・付加価値向上・業務効率化による生産性向上等／【指

針④】に記載） 
・ 経営課題別講座の開催（※【指針④】に記載） 

 
② 地域資源や観光資源、さらには自社の強みなど経営資源を生かした取り組みや、新商品・

新サービス開発で新たな需要を開拓し売上げを伸ばそうとする小規模事業者、また経営

革新、事業承継などの事業計画を策定した小規模事業者からの相談に対しては、原則、

四半期に 1 度のフォローアップとするが、状況に応じて頻度を高めるなど、重点的に巡

回訪問等を実施し、進捗状況の確認を行うとともに、案件に応じたフォローアップを実

施する。 
 

③ 専門的な知識が必要な場合は、経営指導員に加え、ミラサポやエキスパートバンクによ

る専門家派遣や、柳井地域中小企業支援センターや、柳井経営安定特別相談室、やまぐ

ち産業振興財団、中小企業基盤整備機構など他の支援機関等と連携し専門家の知識や他

の支援機関の支援施策を活用し、フォローアップ支援を行う。 
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④ 事業引継ぎ（第三者承継・Ｍ＆Ａ等）を計画する小規模事業所には、山口県事業引継ぎ

支援センター（やまぐち産業振興財団内）の「後継者人材バンク制度」の斡旋をするな

ど、フォローアップ支援を行う。 
（※後継者人材バンクとは、後継者を求めている事業主と創業を目指す事業意欲のある者とを引き合わせ、

事業継続と新たな創業実現を支援することにより、雇用の確保や経営資源（販売先、仕入先、店舗等）の有

効活用、地域の活性化をはかるために整備されたもの。後継者不足を理由に廃業する事業者に歯止めをかけ

るための制度。） 
 

⑤ 事業計画遂行に対して金融支援（県制度融資、市制度融資、マル経融資、小規模事業者

経営発達支援融資制度等）を実施した案件については、経営状況、特に財務面を把握し

た上で、状況を分析、必要なアドバイスを行っていく。 
 

⑥ 国・県・市や、各種団体等が交付する補助金に対し、申請・採択された事業者について

は、進捗状況の確認をするとともに、事業計画に則した遂行となるよう助言するほか、

支出内容の精査など事業・事務処理等、総合的なフォローアップを行う。 
 
 （目 標） 

次年度以降 2 年間を目標達成可能とする支援体制づくりに充て、3 年後以降は目標件数

を増加し、幅広い支援を行っていく。 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

事業計画に関する 
フォローアップ延べ回数 

16回 40回 40回 80回 80回 120 回 

経営革新計画に関する 
フォローアップ延べ回数 

0回 8回 8回 12回 12回 20回 

事業承継計画に関する 
フォローアップ延べ回数 

4回 8回 8回 12回 12回 20回 

 
 

（2）創業計画策定後の実施支援 

創業計画策定後の事業進捗に関するフォローアップについては、各種届出、会計処理・税

務知識習得、労務管理、販路開拓、補助金等利用斡旋、資金調達等に至るまで、事業者に応

じた幅広い対応が必要となるため、状況に応じて巡回頻度を高めるなど重点的にフォローア

ップを実施し、長期的な伴走型支援を行う。 

また、市等の施策の活用を促すとともに、空き家店舗の解消や、中心市街地の賑わい創出、

活性化に寄与する創業者について、重点的に支援を行う。 

なお、より専門性が求められる支援にあたっては各種専門家派遣制度の活用や、他の支援

機関と連携して支援にあたる。また、ケースに応じて、金融機関等と連携して金融支援を行

う。 

さらに、条件等を満たせば柳井商工会議所青年部や柳井商工会議所女性会等に入会を勧め、

更なる人材育成と人脈づくりを支援する。 
 
（事業内容） 

① 創業計画を策定した小規模事業者に対しては、原則、四半期に 1 度のフォローアップと

するが、状況に応じて頻度を高めるなど重点的に巡回訪問等を実施し、進捗状況の確認

を行うとともに、創業段階や支援分野において担当者別に個別対応し、総合的なフォロ

ーアップを実施する。 
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（フォローアップ内容） 
・ 進捗状況の確認 
・ 財務情報と非財務情報の把握と分析 
・ 改善提案 
・ ＩＴ利活用セミナーの開催（※需要拡大・付加価値向上・業務効率化による生産性向上等／【指

針④】に記載） 
・ 経営課題別講座の開催（※【指針④】に記載） 
・ 各種届出（税務・労務など） 
・ 会計処理・税務知識 

 
② 平成 29年度に新設された柳井市創業者支援補助金や、柳井市柳井駅北地区出店者支援補

助金、さらに既存の空き家店舗家賃補助金などの施策の活用を促すとともに、空き家店

舗の解消や、中心市街地の賑わい創出、活性化に寄与する創業者については、重点的に

支援を行う。 
・ 柳井市創業者支援補助金（市内全域／全業種） 
・ 柳井市柳井駅北地区出店者支援補助金（駅北指定地区／賑わい創出業種） 
・ 柳井商工会議所空き家店舗家賃補助金（駅北指定地区／賑わい創出業種） 

 
③ 専門的な知識が必要な場合は、経営指導員に加え、ミラサポやエキスパートバンクによ

る専門家派遣や、柳井地域中小企業支援センターや、やまぐち産業振興財団、中小企業

基盤整備機構など他の支援機関等と連携し専門家の知識や他の支援機関の支援施策を活

用し、フォローアップ支援を行う。 
 

④ 事業計画遂行に対して金融支援（県制度融資、市制度融資、マル経融資、小規模事業者

経営発達支援融資制度等）を実施した案件については、経営状況、特に財務面を把握し

た上で、状況を分析、必要なアドバイスを行っていく。 
 

⑤ 国・県・市や、各種団体等が交付する補助金に対し、申請・採択された事業者について

は、進捗状況の確認をするとともに、事業計画に則した遂行となるよう助言するほか、

支出内容の精査など事業・事務処理等、総合的なフォローアップを行う。 
 

⑥ 柳井商工会議所青年部や、柳井商工会議所女性会への入会斡旋により、更なる人材育成

を支援するとともに、小規模事業者同士また異業種との交流の場として人脈づくりを支

援する。 
 
（目 標） 

次年度以降、2年間を目標達成可能とする支援体制づくりに充て、3年後以降は目標件数

を増加し、幅広い支援を行っていく。 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

創業計画に関する 
フォローアップ延べ回数 

24回 28回 28回 40回 40回 64回 
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5．需要動向調査に関すること【指針③】 
当所においては、需要動向等を調査・情報収集しているものの、その調査内容が一般的な

ものであったほか、蓄積されたデータを個社に対する経営支援に活かせていないことが課題

となっていた。 

そこで、需要動向に関する調査や情報収集を、個社支援の視点で行い、必要な調査情報を

適時的確に、また個別に提供できる体制を整えることとする。得られた情報と、過去におい

て蓄積してきた情報については、分析・加工しやすいようデータベース化して整理し、職員

間で共有する。 

ノンネーム加工を施した需要動向資料は、経営指導員等が巡回訪問時に情報提供する。 

また、経営支援時に、必要なデータを二次加工するなどし、小規模事業者に読み解きやす

い資料となるよう工夫したうえで個社に提供する。 

なお、より専門的な調査手法や分析知識が必要な場合には、専門家と連携し、事業者に適

切な情報提供と分析結果を、個社に提供し、将来の目標設定や、経営方針、経営戦略の立案

につなげていく。 

 

（事業内容） 

小規模事業者が、経営発達（持続的発展）に取り組むためには、特に、売上拡大や販路

開拓、新商品や新サービスの開発、新ビジネス（産業）の創造、創業、経営発達、経営革

新等積極的な展開をするうえでは、マーケットインの視点を持ち、需要動向を充分に把握

したうえで、将来の目標設定や、経営方針、経営戦略を立て、経営をすすめていく必要が

ある。そこで、当所としては経営指導員を中心に需要動向調査について伴走型で支援する。 

需要動向調査にあたっては、小規模事業者自らが調査・情報収集すべきことと、経営指

導員などが調査・情報収集の支援をすることの役割分担を明確にし、個社にあわせたオー

ダーメイド型で実施していく。 

なお、インターネット上に公開されている各種ツール・統計情報等については、自ら入

力し活用できる小規模事業者となるよう段階的に育てていく。 

 

（需要動向調査の動機づけ） 

小規模事業者の場合、大企業からの下請的業務が中心であったが故に、プロダクトアウ

トの考え方から脱却できないところがほとんどである。 

また、柳井は老舗が多い土地柄でもあり、「作れば売れる」、「仕入れれば売れる」の時代

を経験していることから、「売れる商品を作る」、「売れる商品を仕入れる」、「求められるサ

ービスを提供する」といった意識が弱い経営者が多いという側面もある。 

さらに、小規模事業者は、もともと需要動向に関する情報収集力や意識が弱く、あるい

は得た情報を経営に有効に活用できていないケースが多い。 

そこで、支援対象となる小規模事業者に対して、まず「自社の商品（主力商品）に対す

る顧客のニーズの推移（売り上げの変化）」を把握し、「自社の業界の市場の傾向」を調べ、

「自社が取り扱う商品やサービスの一人あたりの消費量（消費額）と、自社が想定する商

圏の人口を掛け合わせた市場規模」を算出し、さらに「自社と競合する相手先はどこ」な

のかを知り、またその「競合先の状況」を知ることが、最もスタンダードな需要動向調査

であり、プロダクトアウトから脱却し、マーケットインの考え方で経営をすすめる近道で

あることを理解させ、需要動向調査に着手する動機づけとする。 

 

（需要動向調査の手法） 

標準的な需要動向調査手法（支援対象・調査目的・活用方法・調査内容・調査手法）に
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ついて、まず、下記【手法①～⑤】の通り小規模事業者に示し、また、後述の事例（需要

動向調査の流れ／取り組み事例）等を活用し、その流れについて説明する。 

巡回訪問等により、小規模事業者と直接対話（ヒアリング）し、個社の取り組みの内容

や業種の特性に応じて、必要な調査をオーダーメイドで選択し、また組み合わせる。 

また、調査手法によっては、経営指導員等との役割分担の中で、小規模事業者自らが調

査・情報収集するべき事柄も出てくることから、個社の対応（オペレーション）能力や、

その調査実施期間に応じたものとなるようする。 

収集した調査結果については、小規模事業者とともに分析を行い、将来の目標設定や、

経営方針、経営戦略の立案につながるよう、経営指導員等が伴走型で支援する。 

なお、より専門的な調査手法や分析知識が必要な場合には、エキスパートバンク登録専

門家や、当所が委嘱する柳井地域中小企業支援センターのコーディネーター、やまぐち産

業振興財団のコーディネーターの他、各分野の専門家とも連携していく。 

 

① 既存データ等を活用した調査【手法①】 

（支援対象） 
・ 需要を見据えた事業を展開しようとする小規模事業者 

（調査目的・活用方法） 
・ 小規模事業者から、売上拡大や販路開拓、地域資源や自社の強みを活かした新商品

や新サービスの開発、新ビジネスの構築、創業・経営革新など、需要を見据えた経

営相談を受けた際、個社が必要とする買い手（消費者・バイヤー）のニーズを探る

ため、統計データや、全国の先進事例等を活用するなどし、幅広く情報収集し、事

業者とともに需要動向を分析し、事業計画の策定や、新たな需要の開拓に寄与する

事業に対し効果的に活用する。 
（調査内容） 

・ 市場動向、企業競合状況、ＰＯＳ売上ランキング、新製品ランキング、売れ筋新商

品、売れ筋ランキング、個人消費動向、全国の先進事例など、個別の相談に応じた

情報をオーダーメイドで収集・分析・加工する。 
（調査手法） 

・ 業種別業界情報、日経新聞、日経ＭＪ、日経テレコン、家計消費状況調査、行政・

金融機関・各種団体実施の統計資料・調査レポート等から情報収集。全国の先進事

例については中小企業庁発行の小規模企業白書等から情報収集。 
 

② 商圏分析調査【手法②】 

（支援対象） 
・ 需要を見据えた事業を展開しようとし商圏分析が必要である小規模事業者 

（調査目的・活用方法） 
・ 小規模事業者から、売上拡大や販路開拓、地域資源や自社の強みを活かした新商品

や新サービスの開発、新ビジネスの構築、創業・経営革新など、需要を見据えた経

営相談を受けた際において、商圏分析が必要な場合、総務省提供の「ｊＳＴＡＴ Ｍ

ＡＰ」や「家計消費状況調査」等を活用し、事業者とともに商圏分析し、事業計画

の策定や、新たな需要の開拓に寄与する事業に対し効果的に活用する。 
（調査内容） 

・ 総務省提供の「ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ」を活用し、個社がターゲットとするエリア内

の人口、年齢別人口、男女別人口、男女毎年齢別人口、世帯数、経済センサス情報

（産業別事業所数、従業者規模別事業所数等）、人口増減、世帯数増減、男女別人口

増減などを調べる。 
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・ また総務省提供の「家計消費状況調査」を活用し、商品・サービス別の一人あたり

の消費量・消費額を調べる。 
・ さらに自社のＰＯＳ情報等とすり合わせるなどし、商圏内の市場規模や、個社の商

品・サービス別のシェア獲得率など、個別の相談に応じた情報をオーダーメイドで

収集・分析・加工する。 
（調査手法） 

・ 総務省提供の「ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ」や「家計消費状況調査」、個社のＰＯＳ情報等

を活用して情報収集。 
 

③ 観光客動向調査【手法③】 

（支援対象） 
・ 観光資源を活用した事業を展開しようとする小規模事業者 

（調査目的・活用方法） 
・ 小規模事業者から、観光資源を活かした事業展開について経営相談を受けた際、地

域および国内の観光動向について調査分析し、トレンド等を把握することで、事業

者に最新動向を提供するとともに、新たなサービスの提供等のヒントとなるようデ

ータベースを構築し、観光資源を活かした事業計画の策定や、新たな需要の開拓に

寄与する事業に対し効果的に活用する。 
（調査内容） 

・ 柳井市観光客数・宿泊客数推移、山口県観光客数・宿泊者数推移、観光庁旅行・観

光消費動向調査、県内及び近隣地域の大型イベント等状況などの情報を収集・分析・

加工する。 
（調査手法） 

・ 関係機関のホームページ、業界専門誌、業界調査レポート（じゃらんとーりまかし

等）、経済産業省・内閣官房提供の「ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）」等から

情報収集、また必要に応じて関係機関・エージェント等からメール、ＦＡＸにて情

報収集。 
 

④ 消費者・旅行者を対象とした需要動向調査【手法④】 

（支援対象） 
・ 消費者・旅行者を対象に需要を見据えた事業を展開しようとする小規模事業者 

（調査目的・活用方法） 
・ 小規模事業者から、売上拡大や販路開拓、新商品や新サービスの開発、新ビジネス

の構築、創業・経営革新など、消費者・旅行者を相手に需要を見据えた経営相談を

受けた際、個社が必要とする買い手（消費者・旅行者）のニーズを探るためのアン

ケート調査・ヒアリング調査・テストマーケティング調査・モニター調査等の実施

を支援する。 
・ 直接、消費者・旅行者から聞きづらい情報については、商談会などにおいてエンド

ユーザーに最も近い存在であるバイヤー・エージェントと面談できるよう支援し、

専門的な情報を入手する。 
・ 調査結果については、小規模事業者とともに分析し、買い手と売り手のギャップ等

を把握し、事業計画の策定や、新たな需要の開拓（販路拡大、新商品・新サービス

開発、新ビジネス創造など）に寄与する事業を行うに際、効果的に活用できるよう

支援する。 
（調査内容） 

・ 買い手（消費者・旅行者）の意識と、売り手（小規模事業者）の認識のギャップに
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ついて、個別の課題に応じた情報が収集・分析できるよう、オーダーメイドで調査

支援する。 
（調査項目） 

・ 満足度・不満足度（味・品質・価格・パッケージデザイン・提供方法・サービス）、

購入動機、改善点など 
（調査サンプル数） 

・ 消費者・旅行者を対象とする需要動向調査については属性ごとに 100 サンプル以上

の調査表を回収するものとする。 
・ 例えば、全来店者をターゲットとする調査の場合、来店客を無作為に調査し、サン

プル回収数を 100 以上とする。また成人女性に限った調査の場合、対象を絞った調

査を実施し、サンプル回収数を 100 以上とする。 
・ なお、需要動向調査は小規模事業者の個社支援とするものであるため、業種、調査

品目、調査内容に応じてサンプル回収数を加減し、個社が必要な情報の傾向がつか

める質の高いものとなるようする。 
（調査手法） 

・ アンケート用紙による調査、対面によるヒアリング調査、テストマーケティング調

査、モニタリング調査などについては、支援対象・調査対象・調査方法毎にその内

容を精査し、個別の課題に応じて支援する。 
・ 「グーグルフォーマット」、「Facebook」などＩＴツールの利用も検討する。 
・ 調査内容・調査方法によっては、調査会社に調査・集計・分析を依頼する。 

（消費者・旅行者を対象とした需要動向調査） 

調査対象 調査方法 調査手法 調査数・調査項目 活用方法 工夫 

現状顧客・来

店顧客 

アンケート・

ヒアリング 

店頭にて直接アンケート・ヒア

リング調査する。顧客のデー

タがある場合にはＤＭ等を送

付しアンケート調査する。 

調査数等ボリュームについては出

来るだけＡ４用紙一枚にまとめる

工夫をする。調査項目については

市場と顧客の変化を掴む内容、企

業活動（売り手）と現実（買い手）の

ギャップを掴む内容とする。評価度

合を数字で示す定量情報に加え、

自由記入欄で定性情報を集める。

その質問事項等については経営

指導員や専門家等が伴走型で支

援する。 

経営指導員や専門家等が、小規

模事業者とともに分析し、買い手

と売り手のギャップ等を把握し、

事業計画の策定や、新たな需要

の開拓に寄与する事業を行うに

際し効果的に活用する。また流出

顧客を防ぎ顧客継続に繫げてい

く活動等に活用する。 

調査の中では、満足度よりも主に

不満足度を引き出すものとしたい

が、業種や業態、店の規模、顧客と

の密着度によっては、厳しい声を集

めることは難しい状況もあるため、

商談会などでバイヤーやエージェン

トの声を聞けるよう支援する。また

専門家等に、マーケットインの考え

方に基づいた、商品仕入、サービス

向上のための助言を求めるなどし、

適切な情報が入手できるよう調査

を支援する。 

現状顧客・来

店顧客 

テストマーケ

ティング・モ

ニタリング 

店頭にて新商品のサンプル

提供、新サービスの無料体験

会を実施。その反応を記録す

る。 

調査数等ボリュームについては出

来るだけＡ４用紙一枚にまとめる

工夫をする。調査項目については

企業活動（売り手）が期待している

反応と現実（買い手）のギャップを

掴む内容とする。評価度合を数字

で示す定量情報に加え、自由記入

欄で商品の特徴やコンセプトがき

ちんと伝わっているか、改良すべ

きポイントはどこかなど定性情報を

集める。その質問事項等について

は経営指導員や専門家等が伴走

型で支援する。 

経営指導員や専門家が、小規模

事業者とともに分析し、買い手と

売り手のギャップ等を把握し、事

業計画の策定や、新たな需要の

開拓に寄与する事業を行うに際し

効果的に活用する。 

調査の中では、満足度よりも主に

不満足度を引き出すものとしたい

が、業種や業態、店の規模、顧客と

の密着度によっては、厳しい声を集

めることは難しい状況もあるため、

商談会などでバイヤーやエージェン

トの声を聞けるよう支援する。また

専門家等に、マーケットインの考え

方に基づいた、商品仕入、サービス

向上のための助言を求めるなどし、

適切な情報が入手できるよう調査

を支援する。 

見込顧客 アンケート・

ヒアリング 

ターゲットとするエリアの物産

展やイベント等（市内であれ

ばパラソルショップ等）に出店

し、アンケート・ヒアリング調査

する。 

調査数のボリュームについてはＡ

４用紙一枚にまとめる工夫をする。

調査項目については、簡単に回答

できるよう、評価度合を数字で示

す定量情報中心に集める。その質

問事項等については経営指導員

や専門家等が伴走型で支援する。 

経営指導員や専門家等が、小規

模事業者とともに分析し、買い手

と売り手のギャップ等を把握し、

事業計画の策定や、新たな需要

の開拓に寄与する事業を行うに

際し効果的に活用する。 

商談会などでバイヤーやエージェン

トの声を聞けるよう支援する。また

専門家等に、マーケットインの考え

方に基づいた、商品仕入、サービス

向上のための助言を求めるなどし、

適切な情報が入手できるよう調査

を支援する。 

見込顧客 テストマーケ

ティング・モ

ニタリング 

ターゲットとするエリアの物産

展やイベント等（市内であれ

ばパラソルショップ等）に出店

し、新商品のサンプル提供、

新サービスの無料体験会を

実施。その反応を記録する。 

調査数のボリュームについてはＡ

４用紙一枚にまとめる工夫をする。

調査項目については、簡単に回答

できるよう、評価度合を数字で示

す定量情報中心に集める。その質

問事項等については経営指導員

や専門家等が伴走型で支援する。

また現場に立ち会える場合には、

消費者のリアルな反応と生の声を

直に聞く。 

経営指導員や専門家が、小規模

事業者とともに分析し、買い手と

売り手のギャップ等を把握し、事

業計画の策定や、新たな需要の

開拓に寄与する事業を行うに際し

効果的に活用する。 

商談会などでバイヤーやエージェン

トの声を聞けるよう支援する。また

専門家等に、マーケットインの考え

方に基づいた、商品仕入、サービス

向上のための助言を求めるなどし、

適切な情報が入手できるよう調査

を支援する。 
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⑤ バイヤー・エージェントを対象とした需要動向調査【手法⑤】 

（支援対象） 
・ バイヤー・エージェントを対象に需要を見据えた事業を展開しようとする小規模事

業者 
（調査目的・活用方法） 

・ 小規模事業者から、売上拡大や販路開拓、新商品や新サービスの開発、新ビジネス

の構築、創業・経営革新など、バイヤー・エージェントを相手に需要を見据えた経

営相談を受けた際、個社が必要とする買い手（バイヤー・エージェント）のニーズ

を探るためのアンケート調査・ヒアリング調査・テストマーケティング調査・モニ

ター調査等の実施を支援する。 
・ また、商談会などにおいて実際にバイヤー・エージェントと面談できるよう支援し、

専門的な情報を入手する。 
・ 調査結果については、小規模事業者とともに分析し、買い手と売り手のギャップ等

を把握し、事業計画の策定や、新たな需要の開拓（販路拡大・新商品・新サービス

開発・新ビジネス創造）に寄与する事業を行うに際し効果的に活用できるよう支援

する。 
・ また、エンドユーザーに一番近いバイヤー・エージェントの意見を反映させた商品

開発やサービス開発、旅行商品開発に活用し、また、ブラッシュアップに役立てる。 
（調査内容） 

・ エンドユーザーに一番近く、マーケットインの考え方を持つバイヤー・エージェン

トの意識と、売り手（小規模事業者）の認識のギャップについて、個別の課題に応

じた情報が収集・分析できるよう、オーダーメイドで調査支援する。 
（調査項目） 

・ 味、品質、適正価格、パッケージデザイン、提供方法、サービス品質、利用用途・

シーン、利便性、改善点など 
（調査サンプル数） 

・ バイヤー・エージェントを対象とする需要動向調査については複数社以上の意見を

収集する。（※複数社以上の理由：Ａ社にとって既に取扱商材・類似商材・代替商材・取引業者があ

り必要のないものであっても、競合Ｂ社にとっては必要とされる場合があることから、バイヤー・エ

ージェントを売り込み先とする場合は複数社にあたる。） 
（調査手法） 

・ 県内外で開催される商談会での参加を支援し、バイヤー・エージェントに直接ヒア

リング調査できる機会を提供する。 
（調査の工夫） 

・ バイヤーへのヒアリング等の工夫 
商談する商材の特徴や、市場に出回る既存商材との違い等を説明したうえで、

マーケットが求めている商材か否か、バイヤー個社としてのニーズが有るか否か

を聞き出す。 
取引に結び付きそうな場合は、必要な最低ロットや納期、決済方法など必要な

条件を聞き出す。 
改善・改良の必要があるとの指摘を受けた場合には、マーケットが商材に求め

る価値とは何か、バイヤーが商材に求める価値とは何か等を聞き出す。 
さらに、マーケティング 4.0 の時代に照らし、必要とされる商材となりうるか

等について助言を得るなど工夫する。 
・ エージェントへのヒアリング等の工夫 

商談する素材の特徴や、他地域の既存素材との違い等を説明したうえで、マー
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ケットが求めている素材か否か、エージェント個社としてのニーズが有るか否か

を聞き出す。 
取扱いに結び付きそうな場合は、必要なキャパシティやサービス品質など必要

な条件を聞き出す。 
改善・改良の必要があると指摘を受けた場合には、マーケットが素材に求める

価値とは何か、エージェントが素材に求める価値とは何か等を聞き出す。 
なお、以上の事を団体向けの素材、個人向けの素材に分けてヒアリングする。 
さらに、マーケティング 4.0 の時代に照らし、必要とされる素材となりうるか

について助言を得るなど工夫する。 
（※マーケティング 4.0 とは、フィリップ・コトラーが提唱する、なりたい自分に近づくためにお

金や時間を惜しまない「自己実現型」のエンドユーザーの姿の概念。マーケティング 1.0：製品中心

主義（Mind）、マーケティング 2.0：消費者志向（Heart）、マーケティング 3.0：価値主導（Spirit）、
マーケティング 4.0：自己実現（Self-Actualization）） 

（バイヤー・エージェントを対象とした需要動向調査） 
調査対象 調査方法 調査手法 調査数・調査項目 活用方法 工夫 

現状顧客 アンケート・ヒ

アリング 

バイヤー・エージェントから

直接アンケート・ヒアリング

調査する。 

調査数等ボリュームについては出

来るだけＡ４用紙一枚にまとめる工

夫をする。調査項目については満

足度よりも主に不満足度を引き出

すものとし、企業活動（売り手）と現

実（買い手）のギャップを掴む内容

とする。評価度合を数字で示す定

量情報に加え、自由記入欄で定性

情報を集める。その質問事項等に

ついては経営指導員や専門家等が

伴走型で支援する。 

経営指導員や専門家等が、小規模

事業者とともに分析し、買い手と売

り手のギャップ等を把握し、事業計

画の策定や、新たな需要の開拓に

寄与する事業を行うに際し効果的

に活用する。また流出顧客を防ぎ

顧客継続に繫げていく活動等に活

用する。 

※バイヤーへのヒアリング等の工

夫と、エージェントへのヒアリング等

の工夫に分け、本文中に記載。 

現状顧客 テストマーケ

ティング・モニ

タリング 

バイヤー・エージェントに新

商品のサンプル提供、新サ

ービスの無料体験会を実

施。その反応を記録する。 

調査数等ボリュームについては出

来るだけＡ４用紙一枚にまとめる工

夫をする。調査項目については企

業活動（売り手）が期待している反

応と現実（買い手）のギャップを掴

む内容とする。評価度合を数字で

示す定量情報に加え、自由記入欄

で商品の特徴やコンセプトがきちん

と伝わっているか、改良すべきポイ

ントはどこかなど定性情報を集め

る。その質問事項等については経

営指導員や専門家等が伴走型で

支援する。 

経営指導員や専門家等が、小規模

事業者とともに分析し、買い手と売

り手のギャップ等を把握し、事業計

画の策定や、新たな需要の開拓に

寄与する事業を行うに際し効果的

に活用する。 

※バイヤーへのヒアリング等の工

夫と、エージェントへのヒアリング等

の工夫に分け、本文中に記載。 

見込顧客 アンケート・ヒ

アリング 

ターゲットとするバイヤー・

エージェント等が集う商談会

や展示会等のイベントに出

展し、アンケート・ヒアリング

調査する。 

調査数のボリュームについてはＡ４

用紙一枚にまとめる工夫をする。調

査項目については、簡単に回答で

きるよう、評価度合を数字で示す定

量情報中心に集める。その質問事

項等については経営指導員や専門

家等が伴走型で支援する。 

経営指導員や専門家等が、小規模

事業者とともに分析し、買い手と売

り手のギャップ等を把握し、事業計

画の策定や、新たな需要の開拓に

寄与する事業を行うに際し効果的

に活用する。 

※バイヤーへのヒアリング等の工

夫と、エージェントへのヒアリング等

の工夫に分け、本文中に記載。 

見込顧客 テストマーケ

ティング・モニ

タリング 

ターゲットとするバイヤー・

エージェント等が集う商談会

や展示会等のイベントに出

展し、新商品のサンプル提

供、新サービスの無料体験

会を実施。その反応を記録

する。 

調査数のボリュームについてはＡ４

用紙一枚にまとめる工夫をする。調

査項目については、簡単に回答で

きるよう、評価度合を数字で示す定

量情報中心に集める。その質問事

項等については経営指導員や専門

家等が伴走型で支援する。また現

場に立ち会える場合には、バイヤ

ー・エージェントのリアルな反応と生

の声を聞く。 

経営指導員や専門家等が、小規模

事業者とともに分析し、買い手と売

り手のギャップ等を把握し、事業計

画の策定や、新たな需要の開拓に

寄与する事業を行うに際し効果的

に活用する。 

※バイヤーへのヒアリング等の工

夫と、エージェントへのヒアリング等

の工夫に分け、本文中に記載。 

 

 

（需要動向調査の流れ／取り組み事例） 

前述の需要動向調査の手法【手法①～⑤】等の組み合わせ方や、調査の流れについて、

分かりやすく理解してもらうために、もっともスタンダードな需要動向調査への取り組み

方として、下記の事例を説明し、小規模事業者を調査実施に誘導する。 
 

● 標準的取組事例（需要拡大を目指す菓子・パン小売業（製造小売）の事例） 
まず、小規模事業者のＰＯＳレジ情報等から、自社商品（主力商品）の売り上げの

変化を調べ、顧客のニーズを見る。 
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次に、インターネットなどを使って総務省提供の「家計消費状況調査」や、各種統

計調査のデータを調べ、国内の市場規模や自社の業界、商品のライフサイクル（成長

期なのか、成熟期なのか、衰退期なのか）、消費者の嗜好のトレンドなどを把握する。

【手法①】 
さらに、各種統計調査のデータで、自社が扱う商品・サービスの一人あたりの消費

量・消費額を把握したうえで、総務省提供の「ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ」を駆使し、自社

の想定する商圏内人口を調べ、それを掛け合わせて商圏内市場規模を算出する。【手

法②】 
また、自社の売り上げから、商品・サービスごとの市場シェアを割り出す。 
次に、競合先（業種によって、大型店やナショナルチェーンとの競合、魅力ある周

辺市町の商業集積地との競合、ネット通販等との競合や代替商品を調べる）などの把

握につとめ、その競合先の販売手法や売り上げの増減傾向などを知ることで、自社の

業界や、取り扱う商品・サービスの立ち位置を確認する。 
以上を、小規模事業者と経営指導員等が役割分担のなかで調査・情報収集し、得た

情報を有機的にむすびつけ、また、対話（ヒアリング）を通じて小規模事業者の気付

きを促し、新商品や新サービスの仕入れや開発、新ビジネスの創造、打つべき戦術と

戦略へとつなげていく。 
また、域外に新たな販路の開拓をしていく場合や、新規出店、創業などの場合は、

進出する商圏（マーケット）の予測を、前述のツールを使って、想定する個々の商圏

人口×商品・サービスの一人あたりの消費量・消費額で商圏内市場規模【手法①・②】

をはじき出し、必要に応じて、アンケート・ヒアリング・テストマーケティング・モ

ニタリングなどの調査手法をつかって需要動向を調査する。【手法④】 
 

（目 標） 

調査項目／提供回数 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

既存データ等調査結果情報

提供・個社支援数 随時 21 回 21 回 26 回 36 回 56 回 

商圏分析調査結果情報提

供・個社支援数 随時 21 回 21 回 26 回 36 回 56 回 

観光客動向調査結果情報提

供・個社支援数 随時 7 回 7 回 9 回 12 回 19 回 

消費者等需要動向調査実施支

援及び分析支援・個社支援数 
 

随時 7 回 7 回 9 回 12 回 19 回 

バイヤー等需要動向調査実施

支援及び分析支援・個社支援数 
 

随時 7 回 7 回 9 回 12 回 19 回 

※調査結果を事業者へ提供する回数。 
※需要動向調査については、定期的に公表するものでなく、個社の相談内容に応じて、オーダーメイドで対応し、質

の高い、また精度の高い情報を小規模事業者に提供していく。 
※既存データ等調査と、商圏分析については、事業計画策定支援に付随して、個社に情報提供するものとし、目標設

定回数とする。 
※観光客動向調査、消費者等需要動向調査、バイヤー等需要動向調査については事業計画策定のおおよそ 1/3 がその対

象者であると推測し、目標設定回数とする。 
※なお、相談内容に応じて横断的な調査が必要になる場合があることから、個社に応じてその対象調査を加減し適切

な情報提供が出来るようにする。 
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6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
小規模事業者が経営発達（持続的発展）に取り組むうえでは、強みや武器となる経営資源、

地域資源、観光資源、まちの魅力を特定し、それらを磨き上げ、マーケットインの考え方で

新しい商品・製品・サービスの開発に取り組み、さらに情報発信で訴求力を強化し、新しい

需要開拓、域外への販路開拓、域外からの需要獲得につなげ、売上の増加や、賑わい創出な

どに結び付けていくことが必要である。 

しかしながら、小規模事業者の多くは、予算的制約や人的制約などあり、また専門的知識

不足などから、その様な取り組みが十分に出来ているとは言えない。 

一方、当所ではこれまでにも、小規模事業者の需要の開拓に寄与する事業を各種実施して

きたが、ＢｔｏＣ小規模事業者の売上増、ＢｔｏＢ小規模事業者の成約件数増、また新規顧

客開拓数増など、個社それぞれに対し、新たな需要の開拓までのプロセスを十分に伴走型支

援が出来ているとは言えない。 

そこで、セミナー・研修会の開催により動機づけを行い、商談会、展示会、物産展、即売

会の開催や出展支援、アンテナショップ等の拠点の斡旋、ネット販売等のＩＴの利活用推進

など、支援メニューの充実を図るとともに、既存事業については内容の改善、支援体制の改

善を図り、業種や業態、個社の実情等に応じ、さらに前述の需要動向調査で得た顧客ニーズ

をつかんだ商品・サービスの提供・発信が効果的に行えるよう、経営指導員等が伴走型で支

援を行う。 
 

① セミナー等開催による新たな需要開拓機会の創出支援（ＢｔｏＣ／ＢｔｏＢ） 

小規模事業者の多くは、新たな需要の開拓の必要性を感じてはいるものの、予算的制

約や人的制約、また専門的知識不足などから、なかなかその取り組みに向けての一歩を

踏み出せていない状況にある。 
そこで、新たな需要の開拓に寄与する事業を進めるにあたり、まず、地域内の新たな

需要の開拓に積極的な小規模事業者に対し重点的に、需要開拓・販路開拓の重要性、自

社商品・製品の特性・特徴に関する理解、市場動向、販売先ごとの特徴などについて周

知する。また、商談会、展示会、物産展、即売会、アンテナショップ、ネット販売など

商品・製品・サービスを提供・発信する支援メニューやツールがあること等を周知する

ため、セミナー等の開催を行い、新たな需要の開拓の取り組みに一歩を踏み出す動機づ

けとする。 
また、経営指導員等による巡回相談や、専門家の派遣、窓口相談等の機会を通じ、よ

り具体的に取り組もうとする小規模事業者を伴走型で支援する。 
（支援対象） 

・ 新たな需要の開拓に積極的な小規模事業者 
（支援メニュー） 

・ マーケティングの基本概念について 
・ 需要開拓・販路開拓の重要性について 
・ 商品・ブランド構築の考え方について 
・ ＰＲ方法について 
・ 商談シートの作り方について 
・ 商品・サービスの特性・特徴・強みについて 
・ ターゲットの絞り込み方について（市場動向、販売先ごとの特徴） 
・ 支援メニュー（商談会、展示会、物産展、即売会、アンテナショップ等）について 
・ ＩＴ利活用などのツールについて 

（訴求対象） 
・ ＢｔｏＣ、ＢｔｏＢ 
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（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

需要開拓機会創出セミナー開催回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

受講者数 未実施 20名 20名 20名 20名 20名 

※支援メニュー①については、受講者に対しての動機づけ（キックオフセミナー的位置付け）とし、

個社の業種業態や課題に応じて支援メニュー②～⑦に結び付けていくものとする。売上高増加目標、

成約件数目標など個社の目標については支援メニュー②～⑦の中で各々設定するものとする。 
 

② 販売促進「やない悠々買遊帳スタンプラリー」事業（ＢｔｏＣ） 

当所が実施する共同販促事業「やない悠々買遊帳スタンプラリー」に、柳井市内及び

隣接市町等を販路とし集客増に積極的な小規模事業者、創業者、創業予定者に対し重点

的に掲載を促し、新たな需要の開拓を支援する。 
なお、出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出

展期間中には、陳列・接客・情報発信手法などきめ細かな伴走支援を行い、来店実績を

高め、ＰＲ効果を高める。 
需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援方法に

沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
（※「やない悠々買遊帳スタンプラリー」は、毎年 1 回 10～12 月に開催するスタンプラリーに付加価値を

持たせた共同販促チラシ事業で、主に物販・飲食・サービス等の小規模事業者等のお店を写真・地図・連絡

先・アピールポイント等を紹介するもので、約 46,000 枚のチラシを印刷し商圏とするサザンセト広域圏を

中心に柳井市隣接エリアに配布。100 社が出展する。平成 30 年度で 6 回目の開催となる。参加 3 店舗のス

タンプを集めて応募することで地場産品を中心とした景品が当たるもの。平成 29 年度は 984 通の応募ハガ

キがあり延べ 2,952件の集客効果があった。） 
（支援対象） 

・ 柳井市内及び隣接市町等を販路とし集客増に積極的な小規模事業者 
・ 創業者、創業予定者 

（支援メニュー） 
・ 事前支援： 

 小規模事業者に随時情報を提供する。 
 販路拡大に意欲はあるが、自力での販路拡大が弱く、販売促進チラシ・広告な

どを打っておらず、自社ＰＲ等のノウハウを持たない小規模事業者に対し個別

指導を行い、共同販売促進チラシへ掲載するための基礎スキル習得の支援を行

う。 
（やない悠々買遊帳スタンプラリー出展に向けた基礎スキル習得内容） 

・ 消費者目線でのチラシ掲載記事について 
・ 個店の特徴を表現するキャッチコピーについて 
・ 個店の特徴を表現する宣材写真について 

 エントリー手続き等について支援する。 
・ 期間中支援： 

 陳列・接客について 
 情報発信手法について 

・ 事後支援：  
 出展者に対して集客目標数と実集客数等のヒアリングを実施。 
 出展者と経営指導員等で意見交換を行い、次回につながる改善点を洗い出す。 
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（支援効果をあげるための工夫） 
・ 紙媒体での共同販促チラシの発行にとどまらず、ＩＴツール（ホームページ、

Facebook、LINE@など）や、パブリシティを活用するなど、メディアミックスで、

その販売促進効果を高め、集客数の増加を図る。 
（訴求対象） 

・ ＢｔｏＣ 
（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

共同販促チラシ実施回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

支援小規模事業者数 73社 75社 75社 90社 90社 90社 

売上増加率／1社当 未調査 5% 5% 10% 10% 15% 

 
③ 展示・即売会「パラソルショップ」出展事業（ＢｔｏＣ） 

当所が、市内中心市街地で開催する展示・即売会事業「パラソルショップ」に、柳井

市内及び隣接市町等を販路とし集客増に積極的な小規模事業者、創業者、創業予定者、

また、新商品・新サービスの開発を行う小規模事業者に対し重点的に出展を促し、新た

な需要の開拓を支援する。 
なお、出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出

展期間中には、陳列・接客などきめ細かな伴走支援を行い、販売実績を高め、ＰＲ効果

を高める。 
需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援方法に

沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
（※「パラソルショップ」は、毎年 3回、4月下旬の「柳井天神春まつり」・8月上旬の「柳井金魚ちょうち

ん祭りプレイベント」・11月下旬の「柳井まつり」に開催される祭りにあわせ、中心市街地の路上で開催す

るフリーマーケット的イベント（展示・即売会）で、自社の商品・サービスをＰＲ展示、また即売・提供で

きる機会となっている。延約 83,000名が来場、延 100社程度が出展する。） 

（支援対象） 
・ 柳井市内及び隣接市町等を販路とし集客増に積極的な小規模事業者 
・ 創業者、創業予定者 
・ 新商品・新サービスの開発を行う小規模事業者 

（支援メニュー） 
・ 事前支援： 

 パラソルショップ開催に関する情報を小規模事業者に随時提供する。 
 販路拡大に意欲はあるが、自力での販路拡大が弱く、展示・即売会参加へのノ

ウハウを持たない小規模事業者に対し、研修会や個別指導を行い、展示・即売

会へ参加するためのスキルアップの支援を行う。 
（パラソルショップ展示・即売会出展に向けたスキルアップ支援内容） 

・ 消費者目線での商品・サービスの選択方法について 
・ 消費者目線での商品・サービスの提供方法について 
・ 配布パンフレット・フライヤーの作成について 
・ ブースの作り方について（商品陳列・デモ・ＰＯＰ・幟・ポスター・

看板など） 
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 エントリー手続き等について支援する。 
・ 期間中支援： 

 経営指導員等が展示・即売会会場に赴き、商品陳列や接客の助言など、出展者

へのフォローアップを行うとともに、来場者ニーズ（消費者ニーズ）の把握や、

他の出展者の状況等の把握に努め、参加した小規模事業者のイベント後のフォ

ローアップや次回の出展支援につなげる。 
 需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援

方法に沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
・ 事後支援： 

 出展者に対して販売目標と実販売数等のヒアリングを実施。 
 出展者と同行した経営指導員等で意見交換を行い、次回につながる改善点を洗

い出す。 
（訴求対象） 

・ ＢｔｏＣ 
（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

パラソルショップ実施回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回 

支援小規模事業者数・創

業者数・創業予定者数 
20社 25社 25社 30社 30社 30社 

売上額／1社当 未調査 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 

 
④ 物産展「きんさい柳井物産フェア」等出展事業（ＢｔｏＣ） 

柳井市が首都圏等で開催する「きんさい柳井物産フェア」や、山口県の東京アンテナ

ショップ「おいでませ山口館」が開催する物産展等に、首都圏や都市部を販路と定め新

たな需要の開拓に積極的な小規模事業者に対し重点的に出展を促し、新たな需要の開拓

を支援する。 
なお、出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出

展期間中には、陳列・接客などきめ細かな伴走支援を行い、販売実績を高め、ＰＲ効果

を高める。 
需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援方法に

沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
（※「きんさい柳井物産フェア」は、毎年１回 1月に東京都中央区日本橋 2-3-4日本橋プラザビル 1階にあ

る山口県のアンテナショップ「おいでませ山口館」において開催されるもので、平成 30年は 4日間で 5,443

名が来場。16社が出展した。） 

（支援対象） 
・ 首都圏や都市部を販路と定め新たな需要の開拓に積極的な小規模事業者 

（支援メニュー） 
・ 事前支援： 

 首都圏や都市部で開催される物産展開催に関する情報を収集し、小規模事業者

に随時情報を提供する。 
 販路拡大に意欲はあるが自力での販路拡大が弱く、物産展参加へのノウハウを

持たない小規模事業者に対し、研修会や個別指導を行い、物産展へ参加するた

めのスキルアップの支援を行う。 
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（物産展出展に向けたスキルアップ支援内容） 
・ マーケティングの基本概念について 
・ セールスポイント（自社商品の優位性）の整理について 
・ 消費者目線での商品・サービスの選択方法について 
・ 商品の特徴を表現する商品名・キャッチコピーについて 
・ 配布パンフレット・フライヤーの作成について 
・ 仕様書作成について 
・ ブースの作り方について（商品陳列・デモ・ＰＯＰ・幟・ポスター・

看板など） 
・ プレゼンテーション能力の向上について 

 物産展への出展意向がある小規模事業者に対しては、各種支援策の紹介を行う。 
 エントリー手続き等について支援する。 

・ 期間中支援： 
 経営指導員等が物産展会場に赴き、商品陳列や接客の助言など、出展者へのフ

ォローアップを行うとともに、来場者ニーズ（消費者ニーズ）の把握や、他の

出展者の状況等の把握に努め、参加した小規模事業者の物産展後のフォローア

ップや次回の出展支援につなげる。 
 需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援

方法に沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
・ 事後支援： 

 出展者に対して販売目標と実販売数等のヒアリングを実施。 
 出展者と同行した経営指導員等で意見交換を行い、次回につながる改善点を洗

い出す。 
 山口県東京事務所、やまぐち産業振興財団など他支援機関とも連携し、情報の

収集・提供を行い、首都圏や都市部で開催される他の物産展へも出展できるよ

うな体制強化を図る。（「東京やまぐちフェスタ」出展、常設アンテナショップ

「おいでませ山口館」出展等） 
（訴求対象） 

・ ＢｔｏＣ 
（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

支援小規模事業者数 5社 6社 6社 10社 10社 10社 

売上額／1社当 未調査 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

 
⑤ 商談会「ビジネスドラフトやまぐち」参加事業（ＢｔｏＢ） 

山口県商工会議所連合会・山口県商工会連合会が県内で開催する事前調整型商談会「ビ

ジネスドラフトやまぐち」へ、事業計画を策定した小規模事業者、新たな需要の開拓に

積極的な小規模事業者、新商品・新製品・新サービスを開発し新しい需要の開拓に積極

的な小規模事業者に対し重点的に参加を促し、新たな需要の開拓を支援する。 
なお、出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出

展期間中には、商談先へのアプローチ、商品・製品ＰＲのアドバイスなど細かな伴走支

援を行い、成約の確立を高める。 
需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援方法に
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沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
（※「ビジネスドラフトやまぐち」とは、県内 14商工会議所で構成する山口県商工会議所連合会と、20商

工会で構成する山口県商工会連合会が連携し、地元中小企業者の販路拡大の為に行う事前調整型の商談会。

平成 25年度より県内の商工会議所が持ち回りで毎年 2日間開催しており、平成 29年度の総エントリー数は

約 382社となっている。） 

（支援対象） 
・ 事業計画を策定した小規模事業者 
・ 新たな需要の開拓に積極的な小規模事業者 
・ 新商品・新製品・新サービスを開発し新しい需要の開拓に積極的な小規模事業者 

（支援メニュー） 
・ 事前支援： 

 商談会開催に関する情報を収集し、小規模事業者に随時情報を提供する。 
 販路拡大に意欲はあるが、自力での販路拡大が弱く、商談会参加へのノウハウ

を持たない小規模事業者に対し、研修会や個別指導を行い、商談会へ参加する

ためのスキルアップの支援を行う。 
（商談会参加に向けたスキルアップ支援内容） 

・ マーケティングの基本概念について 
・ 商談相手（バイヤー企業）の情報収集について 
・ セールスポイント（自社商品の優位性）の整理について 
・ バイヤー目線での商品・サービスの選択方法について 
・ 商品の特徴を表現する商品名・キャッチコピーについて 
・ 配布パンフレット・フライヤーの作成について 
・ 仕様書作成について 
・ 商談シートの作成について 
・ プレゼンテーション能力の向上について 
・ アプローチ・交渉の仕方について 

 商談会への出展意向がある小規模事業者に対しては、各種支援策の紹介を行う。 
 エントリー手続き等について支援する。 

・ 期間中支援： 
 経営指導員等が商談会会場に赴き、出展者へのフォローアップを行うとともに、

また来場者ニーズ（バイヤーの意見）の把握や、他の出展者の状況等の把握に

努め、参加した小規模事業者の商談後のフォローアップや次回の出展支援につ

なげる。 
 需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援

方法に沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
・ 事後支援： 

 商談したバイヤーに対して、成約に結び付けるためのアフターフォローの行

動・対応が出来るよう、出展者にアドバイスを行う。 
 出展者に対して商談件数・成約件数のヒアリングを実施。 
 出展者と同行した経営指導員等で意見交換を行い、次回につながる改善点を洗

い出す。 
 山口県や、やまぐち産業振興財団、ＪＥＴＲＯなど、他支援機関とも連携し、

情報の収集・提供を行い、県内外や海外で開催される商談会へも出展できるよ

うな体制強化を図る。 
（訴求対象） 

・ ＢｔｏＢ 



39 
 

（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

支援小規模事業者数 16社 20社 20社 25社 25社 25社 

商談件数／1社当 未調査 2件 2件 4件 4件 4件 

成約件数／1社当 未調査 1件 1件 2件 2件 2件 

 
⑥ 展示会「やまぐち総合ビジネスメッセ」等出展事業（ＢｔｏＢ） 

山口県が県内で開催する展示会「やまぐち総合ビジネスメッセ」等に、事業計画を策

定した小規模事業者、新たな需要の開拓に積極的な小規模事業者、新商品・新製品・新

サービスを開発し新しい需要の開拓に積極的な小規模事業者に対し重点的に出展を促

し、新たな需要の開拓を支援する。 
なお、出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出

展期間中には、来場者へのアプローチ、商品・製品ＰＲのアドバイスなど細かな伴走支

援を行い、商談回数の確立を高め、ＰＲ効果を高める。 
需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援方法に

沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
（※「やまぐち総合ビジネスメッセ」は、毎年 1回 9月に県内大型コンベンション施設で開催される製品・

サービス・技術の展示会で、平成 30年度は、「やまぐち産業維新展」の名称で 9月 17日・18日の 2日間開

催し、約 25,000名が来場。170社が出展した。） 

（支援対象） 
・ 事業計画を策定した小規模事業者 
・ 新たな需要の開拓に積極的な小規模事業者 
・ 新商品・新製品・新サービスを開発し新しい需要の開拓に積極的な小規模事業者 

（支援メニュー） 
・ 事前支援： 

 展示会開催に関する情報を収集し、小規模事業者に随時情報を提供する。 
 販路拡大に意欲はあるが自力での販路拡大が弱く、展示会参加へのノウハウを

持たない小規模事業者に対し、研修会や個別指導を行い、展示会へ参加するた

めのスキルアップの支援を行う。 
（展示会出展に向けたスキルアップ支援内容） 

・ マーケティングの基本概念について 
・ 商談相手（バイヤー）の情報収集について 
・ セールスポイント（自社商品の優位性）の整理について 
・ バイヤー目線での商品・サービスの選択方法について 
・ 商品の特徴を表現する商品名・キャッチコピーについて 
・ 配布パンフレット・フライヤーの作成について 
・ 仕様書作成について 
・ 商談シートの作成について 
・ ブースの作り方について（商品陳列・デモ・ＰＯＰ・幟・ポスター・

看板など） 
・ プレゼンテーション能力の向上について 

 展示会への出展意向がある小規模事業者に対しては、各種支援策の紹介を行う。 
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 エントリー手続き等について支援する。 
・ 期間中支援： 

 経営指導員等が展示会会場に赴き、出展者へのフォローアップを行うとともに、

来場者ニーズ（バイヤーの意見）の把握や、他の出展者の状況等の把握に努め、

参加した小規模事業者の展示会後のフォローアップや次回の出展支援につなげ

る。 
 需要動向調査の機会を必要とする小規模事業者には、【指針③】に記載した支援

方法に沿って、きめ細かな伴走支援を行う。 
・ 事後支援： 

 展示会で接触・商談したバイヤーに対して、成約に結び付けるためのアフター

フォローの行動・対応が出来るよう、出展者にアドバイスを行う。 
 出展者に対してブースへの来店者数・商談件数・成約件数のヒアリングを実施。 
 出展者と同行した経営指導員等で意見交換を行い、次回につながる改善点を洗

い出す。 
 山口県、やまぐち産業振興財団、ＪＥＴＲＯなど他支援機関とも連携し、情報

の収集・提供を行い、県内外や海外で開催される展示会へも出展できるような

体制強化を図る。（「九州・山口ベンチャーマーケット」出展、「しんきん合同ビ

ジネスフェア」出展、「スーパーマーケットトレドショー」出展等） 
（訴求対象） 

・ ＢｔｏＢ 
（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

支援小規模事業者数 ５社 7社 7社 10社 10社 10社 

商談件数／１社 1日当 未調査 5件 5件 6件 6件 6件 

成約件数／１社 1日当 未調査 1件 1件 2件 2件 2件 

 

⑦ ＩＴを活用した新規需要開拓支援事業（ＢｔｏＣ／ＢｔｏＢ） 

小規模事業者が、新たな需要を開拓し売上を伸ばす取り組みにつなげていくためには、

ホームページやＳＮＳなどインターネットを活用し、自社の強みや武器となる経営資源、

地域資源、観光資源、まちの魅力等を常に情報発信して、消費者やバイヤーに訴求して

いかなければならない。 
しかしながら、小規模事業者の多くは、ＩＴを活用した販路開拓についてその必要性

を感じてはいるものの、予算的制約や人的制約、また専門的知識不足などから、積極的

に取り組むことが出来ていない。 
そこで、新たな需要を開拓するため積極的にＩＴを活用した情報発信に取り組もうと

する小規模事業者や、観光づくりに必要なコンテンツとなる飲食業・小売業、また、中

心市街地の賑わいづくりに必要なコンテンツとなる飲食業・小売業・サービス業、さら

には地域資源活用型の商品開発を行う製造業・製造小売業に対し重点的にＩＴ活用やＥ

Ｃサイト登録を促し、新たな需要の開拓を支援する。 

なお、ＩＴ活用にあたっては、ホームページの作成やＳＮＳなどを活用した新たな販

路開拓を目指す研修会の開催、また、経営指導員等による個別支援、専門家の派遣等に

より細かな伴走支援を行い、集客実績を増やし、ＰＲ効果を高める。 
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（支援対象） 
・ 新たな需要を開拓するため積極的にＩＴを活用した情報発信に取り組もうとする小

規模事業者 
・ 観光づくりのコンテンツとなる飲食業・小売業等を営む小規模事業者 
・ 中心市街地の賑わいづくりのコンテンツとなる飲食業・小売業・サービス業を営む

小規模事業者 
・ 地域資源活用型の商品開発を行う製造業・製造小売業を営む小規模事業者 

（支援メニュー） 
・ ＢｔｏＣ小規模事業者 

 ホームページを活用した新たな販路開拓を支援する。 
 ＳＮＳ（Facebook、LINE@など）を活用した新たな販路開拓を支援する。 

・ ＢｔｏＢ小規模事業者 
 ホームページを活用した新たな販路開拓を支援する。 
 ビジネスマッチングサイト「ザ・商談モール」（全国商工会議所・商工会）、「feel 

NIPPON BtoB」（日本商工会議所）、「ビジネスモール」（大阪商工会議所）、

「Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ」（中小企業基盤整備機構）、「ビジネスマッチングゲー

ト」（日本政策金融公庫）等への掲載を推進し、新たな販路開拓を支援する。 
（支援効果をあげるための工夫） 

・ インターネットを活用した新規需要開拓支援を行った小規模事業者については、当

所ホームページや、Facebook ページ、会報等に情報掲載するなど広報を行うことに

よりアクセス数向上を支援する。 
（訴求対象） 

・ ＢｔｏＣ、ＢｔｏＢ 
（目 標） 

項 目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

ＩＴ活用型販路開拓支援小規

模事業者数（ＢtoＣ事業者） 
未実施 20社 20社 30社 30社 30社 

売上増加率（ＢtoＣ事業者） 未実施 5% 5% 10% 10% 15% 

ＩＴ活用型販路開拓支援小規

模事業者数（ＢtoＢ事業者） 
未実施 5社 5社 8社 8社 8社 

成約件数／1社当（ＢｔｏＢ事業者） 未実施 2件 2件 3件 3件 3件 

※ＢｔｏＣ小規模事業者については売上増加率を目標に、ＢｔｏＢ小規模事業者については 1 社

当の成約件数を目標とする。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 

1．おもてなしの心あふれる観光づくり（観光振興）の推進 
人口減少により地域経済の市場規模が縮小していく中、当地域では、柳井市、柳井商工会

議所、大畠商工会、柳井市観光協会、大畠観光協会などが連携・協力し、観光客・交流人口

を増やし地域の市場拡大をはかることが、潤いのある地域をつくることであると共通認識し、

観光の振興を進めている。 

観光振興を推進していくためには、まず強みや武器となる観光資源を掘り起し、それを磨

き上げブランド化し、情報発信することで、域外からの新たな需要（観光客・交流人口の流

入）を獲得し、また受け入れ態勢の充実をするなどの取り組みを、地域ぐるみで、且つ、そ

れぞれの役割分担の中で進めていかなければならない。 

当所では、おもてなしの心を基本に受け入れ態勢の充実を図り、交流人口・観光客の増加

で管内市場が拡大し、小規模事業者の売上増加に結びつくよう、経済活性化につながる事業

を中心に、その取り組みをすすめていく。 

 

① 観光資源発掘事業 

（事業内容） 
当地域には、豊かな自然と歴史、数多くの観光資源があるが、地域経済の活性化に

活用するには、その掘り起こしは十分とは言えない。 
そこで、当所は、柳井市等関係団体と役割分担を明確にし、観光資源発掘事業に取

り組んでいく。 
・ 観光資源データベース「柳井の魅力伝え隊」の充実（商工会議所） 
・ 「にっぽん晴れ街道 美しい柳井 百話百景」の編纂（市商工観光課） 

 
② 観光資源ブランド化支援 

（事業内容） 
当地域では、柳井地域ブランド推進協議会（柳井市、柳井商工会議所、大畠商工会、

柳井市観光協会、大畠観光協会等）が組織され、優れた地域資源（食品・民芸品・土

産品等）や観光資源を地域ブランドとして認証し、その販売や流通、ＰＲ等を支援す

るとともに、ブランドの情報発信を通じて観光客の誘致を促進し、地域経済の活性化

をはかっている。 
当所としては、協議会に参画し役割分担の中で、優れた地域資源や観光資源の掘り

起こしとブラッシュアップ支援に取り組んでいく。 
・ 地域ブランド「きんさい柳井認証制度」の活用支援（市商工観光課） 
・ 新商品・新製品・新サービス開発・ブランディングの支援（商工会議所） 

 
③ 観光資源情報発信事業 

（事業内容） 
当地域における観光プロモーション力は、決して高いと言えない。 
そこで、当所は、柳井市や柳井市観光協会等関係団体と役割分担を明確にし、観光

資源情報発信に取り組んでいく。 
また、旅行業者（エージェント）等とネットワークを構築し、観光資源の訴求に取

り組んでいく。 
・ ホームページ「柳井の魅力伝え隊ｗｅｂ」の充実（商工会議所） 
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・ Facebook「柳井の魅力伝え隊」の充実（商工会議所） 
・ ホームページ「柳井市観光ページ」の充実（市商工観光課） 
・ ホームページ「柳井市観光協会」の充実（市観光協会） 
・ 旅行業者（エージェント）等とのネットワーク構築（商工会議所） 

 
④ 観光客誘致事業 

（事業内容） 
当地域では、「サザンセト・ロングライド in やまぐち実行委員会」(柳井市、周防大

島町、上関町、平生町、柳井商工会議所､大畠商工会、新聞社、旅行会社等）が組織さ

れ、サザンセト広域圏を挙げて、サイクリングを通じての観光客誘致に取り組んでい

る。 
当所としては、実行委員会の地元事務局の役割を引き受け、またエイドステーショ

ンの運営などで、おもてなしの接客に取り組んでいく。 
また、「柳井まつり協賛会」や「柳井金魚ちょうちん祭り」など市が主催する行事に

も参画し、役割分担の中で、観光客誘致に取り組んでいく。 
さらに、「柳井天神春まつり」や「パラソルショップ」では、事務局を受け持ち、主

体的に事業を進めていく。 
その他、各種イベント・行事にも参画・支援や、各種観光客誘致調査・研究をし、

観光客誘致が地域経済の活性化になるよう取り組んでいく。 
・ 「サザンセト・ロングライド in やまぐち」への参画・支援（実行委員会／1 市

4 町、商工会議所・商工会他） 
・ 「柳井まつり」への参画・支援（協賛会／市・商工会議所他） 
・ 「柳井金魚ちょうちん祭り」への参画・支援（協議会／市・商工会議所他） 
・ 「柳井天神春まつり」への参画・支援（実行委員会／商工会議所他） 
・ 「パラソルショップ」への参画・支援（商工会議所が事務局運営） 
・ 各種まつり・イベント・行事への参画・支援 
・ 修学旅行誘致の研究 
・ 大型クルーズ船誘致の調査研究 

 
⑤ おもてなしの心育成支援 

（事業内容） 
当地域では、「柳井市観光おもてなし協議会」（柳井市、柳井商工会議所、大畠商工

会、柳井市観光協会、大畠観光協会、山口県漁業協同組合柳井支店、大畠漁業協同組

合、山口県柳井県民局）を平成 29 年度に組織し、地域ぐるみで、おもてなしの心を基

本した観光客受け入れ態勢の充実を図ろうとしている。 
当所としては、協議会に参画し役割分担の中で、観光客受け入れ態勢の充実に取り

組んでいく。 
また、「おもてなし規格認証制度」の普及や、「おもてなしの心セミナー」の受講推

進をはかるなどし、観光産業に従事する小規模事業者のサービス品質の向上に取り組

んでいく。 
・ 「おもてなし規格認証制度」の普及（商工会議所） 
・ 「おもてなしの心セミナー」の受講推進（県観光連盟等） 
・ 「大型クルーズ船誘致」でのおもてなし（市観光おもてなし協議会） 
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2．地域産業育成支援 
人口減少により地域経済の市場規模が縮小していくなか、当地域では、柳井市、柳井商工

会議所、大畠商工会などが連携・協力するなかで、地場産業を育成し、魅力ある商品・サー

ビス、特色あるビジネスモデルで、域外に販路を開拓し、また地域に新たな雇用を生み出し、

人口減少に歯止めをかけ内需を維持・拡大することが、社会構造の変化に負けない地域をつ

くることであると共通認識し、地場産業の育成を進めている。 

地場産業育成をしていくためには、まず地域の特徴を知り、強みや武器となる地域資源や

経営資源を掘り起し、それを磨き上げ、魅力ある商品・サービス・ビジネス（産業）創造す

ることで、域外へ販路を開拓していく取り組みを、また企業誘致や、企業立地、雇用創造な

どの取り組みを地域ぐるみで、且つ、それぞれの役割分担の中で進めていかなければならな

い。 

当所では、新商品・新サービスの開発、域外への販路開拓につながる内容を中心に、その

支援をすすめていく。 

 

① 新産業創出支援（地域資源・経営資源を生かす取り組み支援） 

（事業内容） 
当地域の特性や、多様な地域資源、また小規模事業者が有する優れた技術、伝統、

技能など自社の経営資源を活用し、新商品・新製品・新サービスの開発や、改善・改

良、またその販路開拓に積極的に取り組む小規模事業者に対し必要な支援をする。 
・ 地域資源活用の支援 
・ 農商工連携の支援 
・ 6 次産業化の支援 
・ 新商品・新製品・新サービス開発の支援（大型店、バイヤー、大手ギフト店、

専門家等の助言等） 
・ ブランディング支援（ブラッシュアップ、デザイン改良等） 
・ 販路拡大の支援（各種商談会・展示会・物産展・見本市・即売会・ビジネスプ

ランコンテント等への出店支援を通じて販路拡大を支援） 
・ 地域ブランド「きんさい柳井認証制度」の普及 
 

② 人脈づくり・情報ネットワーク構築支援 

（事業内容） 
小規模事業者の特色に人脈を生かした経営があげられる。新しい商品・製品・サー

ビス開発や、新産業の創出も、異業種連携の中から生まれることが多い。 
そこで、異業種交流の場や、産学官交流の場を設け、人脈づくりや、情報ネットワ

ーク構築の支援をしていく。 
・ 異業種交流事業「柳井商工会議所青年部」（柳井商工会議所内） 
・ 異業種交流事業「柳井商工会議所女性会」（柳井商工会議所内） 
・ 産学官交流事業「ふるさとを愛する人々の集い」（柳井商工会議所主催） 

 

③ 地元就業支援（地元就職・地元起業） 

（事業内容） 
地元就業（就職・起業）を促進するため、地元の高等学校やその生徒が、地域産業

に目を向ける機会を設け、地元就職に対しての理解を深めるとともに、将来的に起業

家となる精神を植え付けることが必要である。 
そこで、高校生地場産業視察研修会（年 1 回／高等学校から人数選抜）や、中学生
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起業家セミナー（年 1 回／教育委員会から人数選抜）を開催し、生徒の地元就業の支

援をするとともに、産学官交流の場「ふるさとを愛する人々の集い」（年 1 回／定員

100 名程度）を設け、地元高校・大学関係者には地元就業を、また企業側には地元採

用の理解を求め、地域産業の活性化をはかっていく。 
・ 「高校生地場産業視察研修会（地元就職促進・起業家養成）」の充実 
・ 「中学生起業家セミナー（起業家育成）」の充実 
・ 「ふるさとを愛する人々の集い」の充実（産学官交流事業） 

 

 

 

3．明るく楽しい中心市街地づくり（中心市街地活性化）の推進 
中心市街地は、居住人口の減少や商店数の減少で空洞化が進み、都市機能としての魅力が

奪われる中、当地域では、柳井市、柳井商工会議所、柳井市観光協会などが連携・協力する

なかで、住・職・学・遊などが機能的に配置されたコンパクトな市街地の形成を図り、また

中心市街地内にある観光地白壁の町並みと商業・サービス業の融合をはかることが、商都柳

井の活性化につながるとの共通認識を持ち、中心市街地づくり（中心市街地活性化）を進め

ている。 

中心市街地の活性化を推進していくためには、強みや武器となるまちの魅力や特徴を再認

識し、その魅力や特徴を活かした賑わいイベントや個店の魅力を情報発信することで、域内・

域外からの需要（集客）を獲得し、また空き家店舗等に新規出店・創業を促す取り組みを地

域ぐるみで、且つ、それぞれの役割分担の中で進めていかなければならない。 

当所では、賑わいの創出で集客が図られ、小規模事業者の売上増加にむすびつくよう、ま

た、空き店舗活用等の出店・創業で都市機能が増すなど経済活性化につながる事業を中心に、

その取り組みをすすめていく。 

 

① 賑わい創出事業 

（事業内容） 

行政、企業、地元商店主、まちづくり団体、文化団体、商工会議所等で構成された

「柳井市中心市街地小売商業街づくり推進委員会（柳井商工会議所内）」を中心に年 3
回実施している賑わい創出事業「パラソルショップ」の内容充実を図り、中心市街地

の活性化の支援をしていく。 
・ 「パラソルショップ」の充実（賑わい創出事業／共同販売促進事業） 
・ 各種まつり・イベント支援 

（※パラソルショップとは、中心市街地で開催するフリーマーケットイベント。市内商工業者か

らの出店もあり、新商品・新サービスのモニタリング。出店予定者のテストマーケティングとし

ても活用されている。平成 13年度から開催し平成 28年度までで、77回企画し、延べ出店者数は

2,228ブース。平成 28年度は年 3回実施し出店者 89ブース。） 

 
② 空き店舗活用事業 

（事業内容） 

行政、企業、地元商店主、まちづくり団体、文化団体、商工会議所等で構成された

「柳井市中心市街地小売商業街づくり推進委員会（柳井商工会議所内）」を中心に実施

している空き店舗活用事業「空き家店舗家賃補助金」の拡充を図り、中心市街地の活

性化の支援をしていく。 
・ 「空き家店舗家賃補助金」の運営（空き店舗活用事業） 
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③ 共同販売促進事業 

（事業内容） 
「小売商業部会（柳井商工会議所内）」を中心に、市内 100 事業所を集めて実施し

ている共同販売促進事業「やない悠々買遊帳スタンプラリー」の充実を図り、中心市

街地への集客支援をしていく。 
・ 「やない悠々買遊帳スタンプラリー」の充実（共同販売促進事業） 

 

 

 

4．提言・要望活動 
（事業内容） 

柳井市周辺には、高速道路や新幹線駅、また空港等の高速交通網の拠点はあるものの、

山陽自動車道玖珂ＩＣや、新幹線新岩国駅、岩国錦帯橋空港等と柳井市街地を結ぶ道路整

備が遅れていることから、観光振興を図り観光客拡大・交流人口拡大を狙ううえでも、地

域産品を域外に物流させるうえでも大きなハンデとなっている。 

このことは、雇用の創出につながる企業誘致にも足かせとなっており、地域経済の進展

を阻害する要因として、その影響も大きい。 

また、サザンセト広域圏の周辺町と柳井市を結ぶ道路整備の遅れは、広域圏の中心都市

として、また古くから栄える商都柳井として集客増を狙ううえで、また柳井市を拠点に広

域圏で企業活動を行ううえでも、移動時間の改善は大きな課題となっている。 

こうしたインフラ整備等の改善は、一企業や一業界では対応できないことから、関係機

関団体等と連携して、国、県、市など関係機関への提言や要望活動を積極的かつ継続的に

実施していく。また、各路線の整備計画に対し、早期着工に結びつくよう根気強く提言・

要望活動を実施し、その早期実現を目指していく。 

また、公共工事の地元業者への発注及び物品地元購入への促進策として、現在の入札方

式に対し、地元優先発注が出来るような仕組みづくり等を提案し、適正価格で優先受注が

できるよう要望することで、官公需の確保につなげていく。 

その他、当所の諸事業に対して、手厚い補助金や助成金の手当について要望することで、

柳井市で唯一の地域経済団体として、小規模事業者の経営発達（持続的発展）に向けて伴

走型により個社支援とともに、地域経済の活性化に寄与する新事業を模索していく。 

・ 県道柳井玖珂線の整備（インターチェンジや新幹線駅と柳井市を結ぶ道路） 

・ 岩国南バイパスの延長（岩国錦帯橋空港と柳井市を結ぶ道路） 

・ 国道 188号柳井・平生バイパスの整備（サザンセト広域圏と柳井市を結ぶ道路） 

・ 公共事業・備品等の地元企業への優先発注について行政要望 ほか 
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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り組み 
 

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 
行政や金融機関、その他支援機関、専門家、県内商工会議所や周辺商工会等との会議等に

おいて、支援ノウハウ等の情報交換を行う。 

 

① 経営改善普及事業推進会議及び中小企業相談所長会議での情報交換 

県内 14 商工会議所の中小企業相談所長等が集まる会議に出席し、最新の中小企業・小

規模事業者施策の情報を得る。また、他地域の経営支援状況やその支援ノウハウ、また

支援現場での課題を解決するための業務改善方法等、さらに、経済動向や需要動向、経

済活性化策、観光振興策、中心市街地活性化策等について情報を交換する。 

また、より効果的な経営支援の在り方や、求められる地域支援の在り方等について意

見交換し、今後の経営支援・地域支援等に活かす。（各 1回／推進会議 5月頃、所長会議

3月頃） 
 

② 柳井市商工観光課・山口県信用保証協会柳井支店・大畠商工会との情報交換 

 市融資審査会後の情報交換会 
柳井市商工観光課職員、山口県信用保証協会柳井支店職員、大畠商工会経営指導員等

との情報交換会（市制度融資審査会後）に出席し、最新の金融支援施策や、地域の金融

支援状況、また金融支援現場での課題を解決するための業務改善方法等、さらには各地

域の経済動向や需要動向、観光客動向等について情報を交換する。 

また、より効果的な金融支援の在り方や、求められる金融支援策、中小企業・小規模

事業者支援策、創業支援策、事業承継支援策、観光振興策、地域産業育成支援策、中心

市街地活性化策の在り方等について意見交換し、今後の経営支援・地域支援等に活かす。

（毎月 2回程度／市制度融資審査会後に開催） 

 年度当初の合同情報交換会 
柳井市商工観光課、山口県信用保証協会柳井支店、大畠商工会と当所の全職員が年度

当初集まり、相互の経済振興支援施策や支援体制、役割分担などについて情報交換と意

見交換を行い、総合的に情報共有をはかるとともに、諸施策を効率的に遂行するうえで

の連携体制を構築する。（年 1回／4月頃） 

 

③ 柳井市企業立地雇用創造推進室との情報交換 

柳井市企業立地雇用創造推進室との情報交換会に出席し、管内の企業立地や雇用状況、

また創業・起業状況、新事業展開・新規出店状況など、地域の経済動向や雇用動向等に

ついて情報を交換する。 

また、より効果的な経営支援の在り方や、求められる企業立地支援策、雇用創造支援

策、地域産業育成支援策の在り方等について意見交換し、今後の経営支援・地域支援等

に活かす。（毎月１回） 

 

④ 経営改善貸付推薦団体連絡協議会での情報交換 

日本政策金融公庫岩国支店職員や、支店管内の経営指導員等（3商工会議所、5 商工会）

が集まる会議に出席し、最新の金融支援施策の情報を得るとともに、各地域の金融支援

状況やその支援ノウハウ、また支援現場での課題を解決するための業務改善方法等、さ

らには経済動向や需要動向、経済活性化策、観光振興策、中心市街地活性化策等につい
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て情報を交換する。 

また、より効果的な金融支援の在り方や、求められる地域支援の在り方等について意

見交換し、今後の経営支援・地域支援等に活かす。（年 2回／5月頃、11月頃） 

 

⑤ 中小企業支援センター・経営安定特別相談室での情報交換 

中小企業診断士・税理士・弁護士・社会保険労務士等コーディネーターにより創業、

経営革新、経営力向上、第二創業、事業承継、事業引継ぎ、経営改善、再生、円滑廃業

等の支援が行われている中小企業支援センターや経営安定特別相談室の相談の場に経営

指導員等が同席し、相談者の経営状況の把握に努める。 

また、支援の在り方について専門家と連携し個社支援の方向性の共通認識をはかると

ともに、専門家の支援ノウハウ等について知見を得ることで、経営指導員等として今後

の経営支援等に活かす。（毎週 1回） 
 
 

 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 
現在当所では、経営支援等を実施する上で、職員の資質向上をはかるため、さまざまな研

修に参加しているが、研修後における職員個々の実践経験等の違いにより、個人差が生じて

おり、分野による得手、不得手をはじめ、応対能力がまちまちであることが問題となってい

る。 

今後は、職員全体の経営支援力の向上をはかるため、山口商工会議所広域応援センター及

び中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）等が実施する研修会をはじめ様々な研修に積極

的に参加する。 

そして、これらの研修で得られた内容については、内部会議等で情報共有を図り、能力の

均一化並びに職員全体の資質向上につなげていく。 

また、現状では、巡回訪問、窓口等で対応するさまざまな経営相談案件に対し、経営指導

員を中心に個別に経営支援を行ってきたが、各職員の経験年数やスキル等の違いから、対応

が同じレベルで行われてなかった。そこで、今後は、1つの相談案件に対し、2名以上の職員

が情報を共有することで、職員全体の経営支援レベルの底上げをはかって行く。 

 

① 山口商工会議所広域応援センターが実施する研修会を受講 

 経営支援コース（2 日間） 
中小企業新事業活動促進法の概要、融資・税制等の支援策、「経営改善」や「新事

業展開」、また「創業」を支援するための関連知識、ノウハウ、情報を習得すると共

に、創業・経営革新支援の実践に結びつけるためのスキルアップをはかることを目的

とする。 

 経営革新支援能力コース（4 日間） 
経営革新の必要性、認定支援、計画書の策定のために必須の関連知識、ノウハウや

着眼点を学ぶとともに実企業に対して現地研修を行い、実際に経営革新計画書を策定

し、実践支援能力の取得とスキルアップをはかることを目的とする。 

 補助員研修会（2 日間） 
経営改善普及事業の基本問題、窓口相談指導の手法など業務に必要な基礎知識の習

得。国及び県等の行う施策、制度の把握を目的とする。 

 県外研修（2～3 日間） 
経営支援、地域支援等の県外先進地を視察し、視察先の経営指導員や支援機関等か

ら、そのノウハウや取り組み事例を学び、経営指導員の資質の向上と、広域的視点に
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立った指導のあり方、経営改善普及事業の効果的運用方法等を学ぶことを目的とす

る。 

 

② 中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）が実施する研修会を受講 

 経営診断基礎（旧基礎Ⅰ・Ⅱ 20 日間） 
伴走型支援を行ううえで必要な基礎知識や経営分析、事業計画の策定、コミュニケ

ーション力の向上等の習得を目的とする。また、面的支援で求められる地域支援の取

り組み方等を学ぶことを目的とする。 

 経営指導員向け見習い研修（10 日間） 
小規模事業者が求める支援ニーズに対応し、創業および新たな事業展開をはかるた

めに必要な実践的スキルと支援方法を、若手経営指導員及び補助員等が習得すること

を目的とする。 

 経営指導員向け小規模事業者支援研修（各 2 日間程度） 
伴走型支援を行ううえで必要な経営支援知識、ＩＴ利活用スキル、経営計画策定支

援知識、地域支援ノウハウなどを習得することを目的とする。 

 

③ 柳井商工会議所が実施するセミナーを受講 

 当所主催小規模事業者向け各種セミナー 
小規模事業者が経営に必要な、経営計画策定、販路拡大、ＩＴ利活用等の知識を習

得させることを目的とする当所主催のセミナーに、積極的に参加し、小規模事業者と

習得知識を共有するとともに、職員の経営支援力の向上をはかることを目的とする。 

 

④ 日本商工会議所が主催するセミナーを受講 

 経営指導員等向け研修会 
伴走型支援を行ううえで必要な、ローカルベンチマーク活用ノウハウ、創業支援ノ

ウハウ、経営支援分析力を習得することを目的とする。 

 経営指導員等ｗｅｂ研修（e ラーニング・オンラインセミナー） 
経営指導を行ううえで必要な、中小企業経営、中小企業政策、経済学、経済政策、

財務、会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、新規事業開発、

助言理論などを習得することを目的とする。 

 

⑤ やまぐち産業振興財団・よろず支援拠点など他支援機関が実施するセミナーを受講 

 他支援機関主催事業者向け各種セミナー 
事業者の経営に必要な、経営革新計画策定、販路拡大、売上向上、ＩＴ利活用、情

報発信スキル等の知識を習得させることを目的とする他支援機関主催のセミナーに、

積極的に参加し、小規模事業者と習得知識を共有するとともに、職員の経営支援力の

向上をはかることを目的とする。 

 

⑥ 職員全体の資質向上をはかるための所内の情報共有体制・所内研修 

上記研修で得られたスキルを職員全体で共有するために以下の事項を実施する。 

・ 月 1 回（原則 1 日）に実施される「中小企業相談所打合せ会議」において、研修内

容や支援内容の報告、資料の回覧等、情報の共有を図り資質の向上に努める。なお

状況・案件に応じて開催頻度を高めるなどする。 

・ 当所に設置している柳井地域中小企業支援センター(中小企業診断士等)による経営

支援相談に同席し、助言・指導内容、情報収集方法などの支援ノウハウを学び支援

能力の向上に努める。 
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・ 相談・支援内容の情報管理に対しては、成功事例、支援ノウハウ等を職員全体で閲

覧できるよう共有データとして保存するシステムを構築し、情報共有体制を整える。

また、基幹データ管理システム「ＴＯＡＳ」に記録データを管理することで、担当

者以外でも経営相談内容の把握ができ、不在時の相談対応等が円滑に行われるよう、

支援内容の把握と共有をはかる。 

・ 1 つの相談案件につきベテラン職員と、経験年数の浅い職員の 2 名体制で対応する

ことで、若手職員のスキル向上をはかっていく。 

 

 

 

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 
経営発達支援事業においては、ＰＤＣＡサイクルを回しながら、円滑に事業が進むよう徹

底する。 

 

① 所内においては、中小企業相談所長、指導部長、経営指導員等で、年 3回（7月、9月、

1 月）事業実施状況を確認し、今後の実施スケジュールを確認する。また、実施状況、

目標数値への達成率を検証し、実施時期、内容等の見直しを検討する。 

 

② 外部有識者（中小企業診断士等）、柳井市商工観光課幹部等により、年 1回事業評価を実

施し、事業の検証、見直しをはかる。 

 

③ 事業の成果、見直しは正副会頭会議で年 1回報告し承認を受ける。 

 

④ 事業の成果や報告は当所ホームページで閲覧できるようにする。 
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（別表 2） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 4月現在） 

（1）組織体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当所は昭和 30 年 7 月に設立された。平成 30 年 3 月末現在の会員数は 927 名。役員議

員 77名（会頭 1名、副会頭 2名、専務理事 1名、常議員 23名、監事 3名、議員 47名）。 

 

 

 

（2）連絡先 

 
柳井商工会議所 

 〒742-8645 

  山口県柳井市中央二丁目 15番 1号 

   ＴＥＬ 0820-22-3731 

  ＦＡＸ 0820-22-8811 

   e-mail  info@yanaicci.or.jp 

   URL     http://www.yanaicci.or.jp/ 

 

 

 

 

 

事務局長（兼総務部長） 1 名 

【総務部】（労働保険事務組合含む） 
一般職員 4 名 

経営発達支援事業実施（6 名） 
【中小企業相談所（指導部）】 

相談所長   1 名（経営指導員） 
指導部長 1 名（経営指導員） 
経営指導員  1 名 
補助員    2 名 
記帳専任職員 1 名 

専務理事 1 名 
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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 

 

 

（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、各種委託金、会費、受講料等受益者負担金 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）
30年度

（30年4月以降）

10,836 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055
１．一般会計

・商工振興費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
・調査広報費 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
・販売促進事業費 1,250 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
・産業振興費 350 350 350 350 350 350

２．中小企業相談所会計
・調査研究費 35 35 35 35 35 35
・講習会開催費 530 530 530 530 530 530
・金融指導費 30 30 30 30 30 30
・施策普及費 80 80 80 80 80 80
・地域総合活性化事業費 832 900 900 900 900 900

（県メニュー事業）
・専門家派遣事業費 300 300 300 300 300 300
・中小企業支援センター事業費 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
・経営安定特別相談事業費
・消費税転嫁対策事業費 490 490 490 490 490 490
・キャリア教育支援事業費 60 60 60 60 60 60
・指導委託費 500 500 500 500 500 500
・研修旅費 330 330 330 330 330 330

３．中心市街地活性化特別会計 1,899 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

35年度

必要な資金の額

31年度 32年度 33年度 34年度
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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 

経済動向調査事業 

経営状況分析事業 

事業計画策定支援（創業・第二創業支援、経営革新支援、経営改善支援、事業承継支援） 

需要動向調査事業 

販路開拓事業 

連携者及びその役割 

 

・山口県 

代 表／知事 村岡 嗣政 

所在地／〒753-8501 山口県山口市滝町 1－1 

ＴＥＬ／083-922-3111 

役 割／県内経済動向等に関する情報提供、創業支援、経営革新支援、事業承継支援、海外展開

支援、販路開拓支援、各種情報提供 

 

・柳井市 

代 表／市長 井原 健太郎 

所在地／〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目 10-2 

ＴＥＬ／0820-22-2111 

役 割／市内経済動向等に関する情報提供、創業支援、販路開拓支援、各種情報提供 

 

・日本政策金融公庫岩国支店 

代 表／支店長 三浦 博 

所在地／〒740-0017 山口県岩国市今津町 1丁目 8番 1号 一番町ビル 2階 

ＴＥＬ／0827-22-6265 

役 割／事業計画策定支援、創業支援、経営革新支援、経営改善支援、事業承継支援、金融支援、

各種情報提供 

 

・山口県信用保証協会柳井支店 

代 表／支店長 藤本 圭一 

所在地／〒742-0035 山口県柳井市中央二丁目 15番 1号 柳井市商工会館内 

ＴＥＬ／0820-22-0560 

役 割／事業計画策定支援、創業支援、経営革新支援、経営改善支援、事業承継支援、金融支援、

各種情報提供 

 

・柳井地域金融機関 

役 割／事業計画策定支援、創業支援、経営革新支援、経営改善支援、事業承継支援、金融支援、

各種情報提供 

 

 

 

 

 



54 
 

・公益財団法人やまぐち産業振興財団（山口県よろず支援拠点・山口県中小企業再生支援協議会・山

口県経営改善支援センター・山口県知財総合支援センター・山口県事業引継ぎ支援センター・ミラ

サポ山口県経営支援プラットフォーム事務局を含む） 

代 表／理事長 楠 正夫 

所在地／〒753-0077 山口県山口市熊野町 1－10 

ＴＥＬ／083-922-3700 

役 割／経営状況分析事業、事業計画策定支援、創業支援、経営革新支援、経営改善支援、事業

承継支援、需要動向調査、海外展開支援、販路開拓支援、専門家派遣、金融支援、各種情報提供、

経営指導員等資質向上 

 
・山口県中小企業団体中央会 

代 表／会長 和田 卓也 

所在地／〒753-0074 山口県山口市中央四丁目 5番 16号 山口県商工会館 6階 

ＴＥＬ／083-922-2606 

役 割／経営革新支援、需要動向調査、販路開拓支援、各種情報提供 

 

・中小企業基盤整備機構中国本部（中小企業大学校広島校を含む） 

代 表／本部長 村松 清孝 

所在地／〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 5番 7号広島ＫＳビル 3階 

ＴＥＬ／082-502-6300 

役 割／事業計画策定支援、経営革新支援、経営改善支援、事業承継支援、販路開拓支援、専門

家派遣、各種情報提供、経営指導員等資質向上 

 

・ＪＥＴＲＯ山口 

  代 表／所長 藤原 雅樹 

所在地／〒750-0018 山口県下関市豊前田町 3－3－1 

  ＴＥＬ／083-231-5022 

役 割／需要動向調査、海外展開支援、販路開拓支援、各種情報提供 

 

・一般財団法人山口県国際総合センター 

  代 表／理事長 村田 常雄 

  所在地／〒750-0018 山口県下関市豊前田町 3－3－1 

  ＴＥＬ／083－231－5778 

役 割／需要動向調査、海外展開支援、販路開拓支援、各種情報提供 

 

・日本商工会議所 

代 表／会頭 三村 明夫 

所在地／〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2－5－1丸の内二丁目ビル 4階 

ＴＥＬ／03-3283-7823 

役 割／国内経済動向等に関する情報提供、販路開拓支援、各種情報提供、経営指導員等資質向

上 

 

・山口県商工会議所連合会（県下 14 商工会議所の連合会） 

  代 表／会頭 川上 康男 

  所在地／〒750-8513 山口県下関市南部町 21－19 

  ＴＥＬ／083-234-1104 

役 割／県内経済動向等に関する情報提供、販路開拓支援、各種情報提供、経営指導員等資質向

上 
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・山口エキスパートバンク（山口商工会議所内） 

代 表／会頭 河野 康志 

所在地／〒753-0086 山口県山口市中市町 1－10 

ＴＥＬ／083-925-2300 

役 割／経営状況分析支援、事業計画策定支援、専門家派遣 

 

・柳井地域中小企業支援センター及び柳井経営安定特別相談室（柳井商工会議所内） 

代 表／会頭 藤麻 功 

所在地／〒742-8645 山口県柳井市中央二丁目 15番 1号 

ＴＥＬ／0820-22-3731 

役 割／経営状況分析事業、事業計画策定支援、創業支援、経営革新支援、経営改善支援、事業

承継支援、各種情報提供、経営指導員等資質向上 
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連携体制図等 

 

小規模事業者 

支援依頼 
支援依頼 

支援依頼 
支援依頼 

支援依頼 

柳井地域金融機関 

事業計画策定支援、創業支援、

経営革新支援、経営改善支援、

事業承継支援、金融支援、各種

情報提供 

山口県信用保証協会 

事業計画策定支援、創業支援、

経営革新支援、経営改善支援、

事業承継支援、金融支援、各種

情報提供 

山口県 

県内経済動向等に関する情報

提供、創業支援、経営革新支援、

事業承継支援、海外展開支援、

販路開拓支援、各種情報提供 

柳井市 

市内経済動向等に関する情報

提供、創業支援、販路開拓支援、

各種情報提供 

山口県中小企業団体中央会 

経営革新支援、需要動向調査、

販路開拓支援、各種情報提供 

日本商工会議所 

国内経済動向等に関する情報

提供、販路開拓支援、各種情報

提供、経営指導員等資質向上 

中小企業基盤整備機構 

事業計画策定支援、経営革新支

援、経営改善支援、事業承継支

援、販路開拓支援、専門家派遣、

各種情報提供、経営指導員等資

質向上 

やまぐち産業振興財団 

経営状況分析事業、事業計画策

定支援、創業支援、経営革新支

援、経営改善支援、事業承継支

援、需要動向調査、海外展開支

援、販路開拓支援、専門家派遣、

金融支援、各種情報提供、経営

指導員等資質向上 

ＪＥＴＲＯ山口 

需要動向調査、海外展開支援、

販路開拓支援、各種情報提供 

山口県国際総合センター 

需要動向調査、海外展開支援、

販路開拓支援、各種情報提供 

山口県商工会議所連合会 

県内経済動向等に関する情報

提供、販路開拓支援、各種情報

提供、経営指導員等資質向上 

柳井商工会議所 

経済動向調査事業、経営状況分析事業、事業

計画策定支援、創業支援、経営革新支援、経

営改善支援、事業承継支援、需要動向調査、

海外展開支援、販路開拓支援、専門家派遣、

金融支援、経営指導員等資質向上 

 

柳井地域中小企業支援センター 

・柳井経営安定特別相談室 

経営状況分析事業、事業計画策

定支援、創業支援、経営革新支

援、経営改善支援、事業承継支

援、各種情報提供、経営指導員

等資質向上 

日本政策金融公庫岩国支店 

事業計画策定支援、創業支援、

経営革新支援、経営改善支援、

事業承継支援、金融支援、各種

情報提供 

山口エキスパートバンク 

経営状況分析支援、事業計画策

定支援、専門家派遣 
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