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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

ア．立地・概況 

広島市は、緑豊かな山々や多島美を誇る波静かな瀬戸内海、清らかに流れる一級河

川の太田川と瀬野川などの豊かな自然と温暖な気候に恵まれ､天正 17 年（1589 年）広

島城の築城以来、中国地方の中心的な都市として発展した「まち」である。 

昭和 20年（1945年）8月 6日、原子爆弾の投下により、多くの尊い人命が失われる

とともに市街地の大半が廃墟と化したが、先人の多大な努力によりその後目覚しい復

興を遂げた。昭和 45年（1970年）には、まちづくりの最高目標となる都市像として「国

際平和文化都市」を掲げ、昭和 55 年（1980 年）4 月には、全国 10 番目の政令指定都

市となり、中四国地方の経済、文化、行政の中心である地方中枢都市として、発展を

続けている。 

近年は、市の中心部においてオフィスビル建替えやホテルの建設ラッシュが続いてお

り、サッカースタジアム建設計画（Ｊ１サンフレッチェ広島の新たな本拠地）や広島駅

のビル建替えを含む広島駅再整備計画、広島駅周辺への高層オフィスビル建設計画な

ど、大型再開発計画が予定されており、広島市の都市としての魅力が大きく高まること

が期待されている。 

しかしながら、昨今の少子高齢化や人口減少、地球環境問題の深刻化や大規模災害の

影響から、社会経済情勢の大きな変化や地域を取り巻く様々な課題に的確に対応するこ

となくしては、今後の発展を見込むことは難しい状況にあるとも言える。 

【位置と広さ】 

広島市は広島県の西部に位置し、広島湾に面している。 

面積／906.68平方 km 位置／北端 北緯 34°36′54″（安佐北区安佐町鈴張） 

                   南端 北緯 34°17′49″（南区似島町） 

                   東端 東経 132°41′39″（安佐北区白木町井原） 

                   西端 東経 132°10′43″（佐伯区湯来町多田） 

【各区の面積】 

全市：    906.68平方 km 

中区：     15.32平方 km 

東区：     39.42平方 km 

南区：     26.46平方 km 

西区：     35.61平方 km 

安佐南区：117.03平方 km 

安佐北区：353.33平方 km 

安芸区：   94.08平方 km 

佐伯区：  225.43平方 km 
 注：広島市における広島商工会議所管内は、 

    原則、中区・東区・南区・西区である。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E5%BA%83%E5%B3%B6
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イ．広島市の総人口と推移人口 

広島市の人口はこれまで順調に増加を続けてきたが、令和 2年（2020 年）の 120.8万

人をピークに減少に転じ、令和 22 年（2040 年）に 5.7 万人減の約 115.1 万人になると

推測されている。 

老齢人口（65歳以上）については、昭和 50年（1975年）は年少人口（14歳以下）の

4 分の 1 程度であったが、平成 17 年（2005 年）に年少人口を上回り、その後、令和 22

年（2040 年）には総人口の 32.2％にとなると推測されており、少子高齢化への対応は

正に急務と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、人口減少と超高齢化という大きな社会変化の中、都市の活力の低下、災害弱者

の増加、郊外部の過疎化などの影響が顕在化しつつあるほか、単独世帯や夫婦のみの世

帯の増加が、地域のつながりを弱体化するものとして懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広島市の総人口推移と予測】

（  

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

 
出典：広島市都市計画マスタープラン 
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ウ.地域の産業 

<業種別の景況感> 

 広島商工会議所が実施している、令和元年（2019年）8月の景気観測では、ＤＩ値が

前年同月比ベースで、令和元年（2019年）7月の△7.5 から1.3 ポイント下降し、△ 8.8

であった。製造業全体ＤＩ値は、7 月の△7.3 から5.5 ポイント上昇し、△1.8 で、業

種別では、紙・紙製品・印刷、機械・金属製品は、ＤＩ値が上昇し、自動車関連は下降、

食品、木材・木製品、合成樹脂・ゴム製品は横ばいであった。非製造業全体のＤＩ値は、

7 月の△7.6 から6.0 ポイント下降し、△13.6 で、業種別では、小売業は上昇し、サ

ービス業は下降、建設業、消費財卸売業、生産財・資本財卸売業は横ばいの結果である。 
（注：ＤＩは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指 

数化したもので、調査項目は、景況、生産額・売上高、製品・商品在庫、資金繰り、採算（収益）である） 

<広島市の事業者数と業種別の推移と現状> 

広島市内の平成 26年（2014年）の事業者数は 54,807者、商工会議所管内（旧広島市

内）の事業者数が 32,442 者であり、商工会議所管内に約 60％の事業者が集中している。 

 事業者数全体では、平成 21年（2009年）から平成 26年（2014年）の 5年間で、2,402

者の減少があるものの、概ね横ばいで、その内訳の業種別の推移は、卸売業・小売業が

1,274者減少しており、建設業が 588者、宿泊・飲食サービス業が 517 者と続き、医療・

福祉については、716者、教育・学習支援業についても、169者の増加となっている。 

 これらの要因としては、流通業界の変革や大規模小売店舗の出店などの影響が最も大

きいものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
                            

 

 

 

 
 

   出典：経済センサス基礎調査 

<広島市域の事業者数と業種別の推移> 
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<商工会議所管内の事業者数の推移と現状> 

商工会議所管内の商工業者数と小規模事業者数については、広島市全体と同様、概ね

横ばい状態であり、商工業者 32,442 者の内、小規模事業者が 70％以上を占めており、

雇用や地域振興の活力を支えている。 

しかしその一方で、大規模小売店舗の出店、市場環境の変化、需要の低下による売上

の減少、ＩＴ化の進展に伴う販売機会や手法の多様化、後継者不足などの様々な影響に

より、経営基盤の脆弱な小規模事業者が淘汰される環境にあり、商工会議所管内の全事

業者の 70％以上を占める小規模事業者への影響と、商店街の存続問題へも影響を与える

ものと思われる。 

また、最近では、長年の課題であった、広島駅周辺の大規模再開発も進められており、

管内の産業構造や都市としての顔が大きく変わろうとしている。 

<商工会議所管内の事業数推移> 

 平成 21年 

（2009年） 

平成 24年 

（2012年） 

平成 26年 

（2014年） 

商工業者数 33,937 31,686 32,442 

増減 367 ▲2,251 756 

小規模事業者数 
24,799 

（構成比 73.1％） 

23,236 

（構成比 73.3％） 

23,590 

（構成比 72.7％） 

増減 793 ▲1,563 354 

出典：広島県商工労働局提供資料より抜粋 

  
 出典：地域小売業振興のための基礎調査（広島商工会議所発行） 
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<観光の推進と課題> 

 広島市は、千客万来の都市の実現を目指し、平成 15年（2003年）に「ひろしまビジ

ターズ・インダストリー戦略」を取りまとめ、従来の「観光」に加え、幅広くビジネス

や買物、娯楽、飲食、勉学・研究など、様々な目的の来訪者を対象に、その増加と交流

促進を図る新しい「観光」の取り組みを推進してきた。 

観光は、旅行、飲食、宿泊、輸送など様々な産業が関わるため、その振興は、地域経

済の活性化に貢献することから、広島という都市の素晴らしさを国内外にアピールし、

都市ブランドを向上させるため、多様な都市機能や自然、歴史、文化等の資源を生かし

ながら、周辺の都市や圏域等とも連携し、観光振興の一層の推進に取り組む必要がある。 

特に、「原爆ドーム」（広島平和記念公園）と「嚴島神社」（宮島）という二つの世界

遺産をはじめ、瀬戸内海の多島美、豊富な食材など、多くの観光資源を活用し、観光関

係事業者と協力して様々な賑わい創出を行っている。 

平成 30年（2018年）の入込観光客数は、７月豪雨災害の影響が大きく、対前年比で

0.4％減少（9年ぶりにの対前年比で減少）し、1,336万 2千人であったが、このうち、

一般観光客は 1,125万 4 千人（対前年比 2.8%減）、修学旅行生等は 32 万 6千人（対前

年比 2.2％増）で、入込観光客数のうち、外国人観光客は、対前年比 17.3％増加し、178

万 2千人で、4年連続で 100万人を超え、7年連続して過去最高を更新している。 

一方、近年の観光客の増加傾向に比して、宿泊者数が伸び悩んでおり、インバウンド

への対応も含め、立ち寄る観光ではなく「滞在する観光」への変革が課題となっている。 

【入込観光客数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊客数と宿泊率の推移】 

区分 
平成 26 年 

（2014 年） 

平成 27年 

（2015年） 

平成 28年 

（2016年） 

平成 29年 

（2017年） 

平成 30年 

（2018年） 

入込観光客数 

（Ａ） 
1,165万2千人 1,199万7千人 1,261万1千人 1,341万4千人 1,336万2千人 

宿泊客数  

（Ｂ） 
457万3千人 482万5千人 542万8千人 534万4千人 542万5千人 

宿泊率 

（Ｂ/Ａ） 
39％ 40％ 43％ 40％ 41％ 

 

 
出典：広島市 

出典：広島市 
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<事業承継の現状と課題> 

平成 21 年（2009 年）には、全国に約 420 万者の中小事業者が存在していたが、5 年

後の平成 26年（2014年）には約 40万者減の約 380万者に減少している。こうした事業

者数の減少については、事業の廃業、撤退等が主な要因と考えられる。 

民間の調査機関によれば、平成 29 年（2017 年）の広島県の後継者不在率は、全国ワ

ースト 5位（不在率は 73.2％、平成 26年（2014年）まではワースト 2位で、不在率は

75.2％）とのデータも公表され、経営者の高齢化とともに、小規模事業者を中心に、さ

らなる事業者の廃業が加速していく可能性がある。 

事業者の減少は、地域の雇用や活力低下につながる深刻な問題で、生活行動の多様化

や消費動向の変化等による厳しい経営環境が続く中、今後も地域の活力として経営を持

続していけるよう、後継者不足や人材不足などの事業承継問題を解決することは、極め

て重要な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、広島商工会議所が平成29年度（2017年度）に実施した、「事業承継診断」の事

業承継が進まない要因（下記表参照）として、「経営環境の先行き不透明感」の回答が

610者で最も多く、「後継者不在」453者、「人材不足」344者の調査結果であり、経営

環境の先行き不透明感を除けば、後継者不足や人材不足の「人」の問題が事業承継の進

まない大きな要因となっている。業種別でも、全業種で「経営環境の先行き不透明感」

が最も高く、「後継者不在」は、卸売業と小売業、「人材不足」は、建設業と卸売業の

割合が高い調査結果であるとともに、小規模事業者の63.3％が、3年以上の中・長期的

な事業計画の策定を行っていないとの調査が出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：日本政策金融公庫総合研究所 

出典：広島商工会議所「事業承継診断」調査結果 
 

〔単位：者・％〕 
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<創業の現状と推進> 

創業は、地域の活性化や産業の新陳代謝、雇用の創出につながる非常に重要なもので

あるが、開業率については全国的に低下傾向にあり、広島市においても、平成 26年（2014

年）に 8.9％であった開業率は、平成 28年（2016年）には 7.0％と 1.9 ポイント低下し

ている。 

その背景としては、高求人倍率や、これまで男性の起業家のうち、1/3 を占めていた

60歳以上の者が定年延長により従業員数の増加に取り込まれたことに加え、創業無関心

層の増加等が挙げられる。 

こうした中、広島市では、創業支援を行っている団体が連携し、一体感を持って創業

支援に取り組むため「創業・ベンチャー支援連絡協議会」を立ち上げ、国、経済団体、

ＮＰＯ法人、地元企業等と共に、創業セミナーの開催、コワーキングスペースの提供等

により創業希望者への支援を行うとともに、創業機運の醸成にも取り組み、潜在的創業

者の掘り起しを図っていくこととしている。 

広島商工会議所では、「創業・ベンチャー支援連絡協議会」に、設立当初から参画し、                             

広島市や協議会構成団体と連携・協力して、創業支援と開業率の向上に積極的に取り組

んでいる。 

区 分 

開   業   率 

平成 26年 
（2014年） 

平成 28年 
（2016年） 

増減率 

広 島 市 ８．９％ ７．０％ ▲１．９％ 

全 国 平 均 ７．３％ ６．１％ ▲１．２％ 

政 令 市 平 均 ９．０％ ７．２％ ▲１．８％ 

（注：開業率（%）は、経済センサスに基づき算出） 
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<交通機関の現状と課題> 

  広島市周辺地域は、「中国自動車道」、「山陽自動車道」、「浜田自動車道」、「西

瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）」、「中国横断自動車道尾道松江線（中国やまな

み街道）」が、県内東西南北方面に走り、中四国地方をはじめ、京阪神から九州エリア

までを視野に入れた、幅広い高速道路ネットワークを形成している。新幹線「のぞみ」

が停車する広島駅以外にも、広島空港の路線は、中四国の空の要衝で、東京（１時間 20

分）、札幌（2時間）の他、成田、仙台、沖縄の国内定期便や、ソウル、大連、北京（大

連経由）、上海、台北、香港、シンガポールの国際定期便が就航し、現在、国内 5路線

（東京便は 1日 18便）、国際 7路線が運航して、日本全国や世界へネットワークを広げ

ている。 

また、海の玄関の広島港は、国の国際拠点港湾に指定され、国内定期コンテナ航路が

最大月 46便あり、海外定期コンテナ航路は最大月 69便が運航し、国際貿易拠点として

機能しており、充実した交通インフラがビジネスのスピードアップに貢献している。 

広島市では、円滑な道路交通を確保するため、広島高速道路等の自動車専用道路から

地域に密着した生活道路までの体系的な道路整備に取り組んでおり、都心と近隣市町と

のアクセス性も向上している。今後とも近隣市町との交流・連携の促進や市街地の混雑

緩和、災害に強いまちづくり等につながるよう、道路交通ネットワークの強化に取り組

んでいく必要がある。 

さらに陸上公共交通機関について、ＪＲ線や広島電鉄宮島線、高速道路を走行する都

市間バス路線の利便性の向上や、機能強化等に取り組む必要がある 

【自動車での主要地域への所要時間】 

 

 

【新幹線での主要駅への所要時間】 

 

 

  

【
広
島
市
内
の
交
通
網
】 

 

 

福岡 山口 広島 岡山 大阪 

3 時間 11 分 1 時間 34 分 ― 1 時間 40 分 3 時間 43 分 

 

鹿児島中央 熊本 博多 広島 新大阪 名古屋 東京 

2 時間 19 分 1 時間 35 分 1 時間 1 分 ― 1 時間 19 分 2 時間 10 分 3 時間 44 分 
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②課題 

現状では、広島市内と商工会議所管内の事業者の増減は大幅なものではないが、今後

の人口減少や高齢化などの影響を含めた経営環境の中においては、経営基盤が脆弱な小

規模事業者が淘汰される可能性は非常に高い。 

特に商工会議所管内では、70%以上が小規模事業者であり、その内の4,556者（下記参

照）が小売業者であるため、今後も大規模小売店舗の出店が続く中、小規模小売業者の

減少等により、商店街の衰退による地域への影響が懸念されている。 

商店街の衰退は、中心市街地を始め、地域の活力低下や、コミュニティの弱まりにつ

ながるばかりではなく、人通りの減少等により、安全・安心なまちづくりにも影響を及

ぼす恐れもあることから、商店街の活性化に向けた支援強化は重要な課題である。 

そして小規模事業者は、大企業や中堅・中小企業に比べ財務体質が脆弱で、資金面や

人材面の経営資源に制約があり、自らが事業計画を策定し、実行・評価・改善（ＰＤＣ

Ａ）を行うことが難しく、過去の経験を頼りに経営を行っているのが現状であるため、

現在の経営発達支援計画においても、多くの事業計画策定支援に取り組んできたが、事

業承継の現状と課題でも記述をしている通り、小規模事業者の半数以上が、事業計画の

策定を行っていない現状を踏まえ、新たな経営発達支援計画では、事業計画の策定支援

を最重点として取り組んでいくことが重要と思われる。 

また、こうした課題を解決するためには、小規模事業者支援を行っている経営指導員

が、「頑張る事業者」に対し、情報収集と提供 ～ 経営分析 ～ 経営計画策定と策定後

の支援～需要動向調査～新たな需要の開拓等の具体的な取り組みや、長期的なフォロー

アップ支援を行うとともに、新たな創業者の発掘と事業承継問題への支援強化を行うこ

とが、非常に重要であると思われる。 
（注：商工会議所管内4,556者の小売業者数は、「経済センサス活動調査産業別集計より抜粋」） 

 
広島商工会議所「事業承継診断」での中・長期的な事業計画（概ね3年以上）策定調査結果 

従 業 員 数 合     計 
中長期的な事業計画を 

策定している 

中長期的な事業計画を 

策定していない 

全 体 1,201（100％） 594（49.5％） 607（50.5％） 

5 人 以 下 479（100％） 176（36.7％） 303（63.3％） 

6 人～21 人 398（100％） 198（49.7％） 200（50.3％） 

21 人～50 人 195（100％） 121（62.1％）  74（37.9％） 

51 人～100 人   61（100％）  46（75.4％）  15（24.6％） 

100 人超 67（100％）  53（79.1％）  14（20.9％） 

 

 

 

出典：広島商工会議所「事業承継診断」調査結果 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年後を見据えた小規模事業者の振興 

前述の通り、商工会議所管内の事業者の増減は、概ね横ばい状態であるが、今後の少

子高齢化や人口減少での働き手不足、大規模小売店舗の出店、市場環境の変化、需要の

低下による売上の減少、ＩＴ化の進展に伴う販売機会や手法の多様化、後継者不足、イ

ンバウンド対応など、小規模事業者を取り巻く環境と、商売の根底を揺るがすような現

象が従来に増して見られるなど、大きな転換期にあると言える。 

このような経営環境と転換期の中、常に事業者に寄り添うことができる経営指導員は

時代の変化をいち早く察知し、地域の小規模事業者に将来への道筋を示すだけでなく、

地域事業者の振興に資することを目的として、長期的な視点に立った経営に取り組むた

めの支援を行う事が求められる。 

例えば、大規模小売店舗の影響を受けている小売業において、入込観光客数の増加、

特に外国人観光客が前年対比 26万 3千人（前年比 17.3%）増加した状況を踏まえ、外国

人観光客をターゲットとした取り組み（例：キャッシュレスの導入支援や、おもてなし

接客等）を行うことで、大規模小売店舗との差別化を図り、個者の「特性」や「強み」

を前面に出した事業計画策定や実行支援を行うことが、5 年間の新たな経営発達支援計

画の長期的な振興のあり方となる。 

このような事業計画に基づき、自者の強みを活かし、環境変化にいち早く対応できる

「頑張る事業者」が、10 年後には、地域の賑わいや活性化を支える事業者となり、また、

雇用の創出と地域の活性化に寄与する創業者の育成や、事業承継問題も同様に支援を行

うことにより、地域の活性化と活力の創出を推進する。 

②広島市の中小企業振興方針 

 市内企業総数の約 99％を占め、本市経済の屋台骨である中小企業の活性化は、持続可

能な市場経済の創出に向けて非常に重要な課題であり、広島市では、「広島市基本計画」

及び「「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略」において、中小企業の経営基盤強

化や販路拡大、技術力の強化、新分野・新事業へのチャレンジ支援等を掲げ、様々な振

興施策に取り組んでいる。 

また、商店街は、各地域においてヒト・モノ・カネ・情報が循環する拠点であり、市 

民に身近な買物の場、地域コミュニティの場として重要な役割を担っているが、大規模

小売店舗の出店等により、商店街を取り巻く環境は厳しい状況にある。 

このため、地域特性や商店街に求められる役割を踏まえ、観光や文化芸術など様々な

要素を活用しながら、商店街とそれを構成する個々の店舗の活力や魅力を向上させ、ま

ちのにぎわいや交流の創出、地域コミュニティの活性化に寄与する取り組みを促進する

こととしている。 

<広島市との連動性・整合性> 

現在の経営発達支援計画の事業評価委員として、広島市の担当課長が就任し、当該

計画に基づく中小企業の経営基盤強化や販路拡大、技術力の強化等に向けた取り組みに

対し評価・助言等を行っているほか、新たな経営発達支援計画の策定についても、令和

元年（2019）8月から、広島市の関係課と密に連絡を取りながら共同で取り組んでいる。 

また広島市とは、地元産業の活性化に向けて、常に意見交換や情報交換を行いながら、

各種事業への参画や連携協力を行っており、例えば、商店街等の小売店舗を対象とし

た、「いい店ひろしま顕彰事業」を広島市と共同で、平成 18 年度（2006 年度）から 14
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年間実施しており、個店の支援強化による小売業の振興に努めている。 

このほかにも、広島県と広島市が連携して策定した「ひろしま都心活性化プラン」に

参画し、「にぎわいのある街づくりの提案とインフラ整備の促進」、「地域資源を活かし

た国内外観光客の誘致拡大」、「広域連携を通じた観光・経済交流と地域づくりの推進」、

「防災対策の早期推進」への提言を行うなど、産業振興の推進に協力している。 

③商工会議所の役割 

当地域の総合経済団体である広島商工会議所は、明治24年（1891年）に「広島商業会

議所」として発足し、以来、120年余の長きに渡り「地域の活性化」・「中小企業の活力

強化」に取り組んできた。 

商工会議所は、地域におけるパイプ役として商工業者の意見を集約し、国、県、市等

の行政に届け、行政の施策等に反映させるとともに、観光振興や商工業者への経営支援

等を通じて、地域の振興を推進していくという使命と役割を担っている。 

また、平成26年（2014年）6月に「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」と「商工

会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規

模支援法）」が施行され、経営環境が大きく変化する中で、今後、小規模事業者への支

援を一層強化して地域経済の活性化を推進するなど、地域の支援機関におけるリーダー

としての役割も期待されている。 

（３） 経営発達支援事業の目標 

地域の活性化と発展には、その活力の基盤となる小規模事業者の事業継続と発展が不

可欠である。 

そこで、新たな経営発達支援計画の第一の目標として、『小規模事業者の販売力強

化』を掲げ、販売ルートが限られ、市場の開拓力に乏しく、売上や利益率の向上での

規模の拡大を図ることができていない事業者に対し、第一段階として、発展へ向けた経

営者の意識改革と財務体質の改善を推し進め、そのうえで、関係機関と連携し、市場や

顧客に関する有用な情報提供をはじめ、販売体制の改善、新商品開発や新市場開拓へつ

ながる伴走型のサポートを実践し、売上拡大、利益率の向上へと結びつけ、将来へ向け

た競争力の高い小規模事業者の育成に努める。 

次に、地域の活力を維持し、事業者の減少を食い止めていくためには、小規模事業者

の事業存続と新たな事業の創出を推進することが必要であるため、『事業承継の推進』
を第二の目標とし、後継者不足や人材不足に苦慮する事業者に対し、「広島県再生支援

協議会」、「広島県事業引継ぎ支援センター」、「広島県事業承継ネットワーク事務局」と

連携し、事業再生やＭ＆Ａを含めた事業承継へのきめ細かな支援を行う。 

第三の目標として、地域の雇用の創出や活性化にもつながる、『創業の推進』を目

標に掲げ、担当の経営指導員が、創業までのフォローアップ支援を行うとともに、「後

継者バンク」の活用や「創業セミナー」・「創業塾」の開催により、創業しやすい環境整

備を行うなど、成果の見える化に努める。 

具体的には、第一目標の「小規模事業者の販売力強化」は、各年度の事業計画策定支

援事業者の 10%以上が売上増加達成を目標とし、第二目標の「事業承継の推進」は、5

年間で 80者の事業承継の完了を目標にし、第三目標の「創業の推進」については、5年

間で創業者を 150者育成することを目標として掲げる。 
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（４）目標の達成に向けた方針 

「地域の現状及び課題」や「小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」を踏まえ、

新たな経営発達支援計画で掲げた目標達成に向け、常に身近で支援を行っている経営指

導員が、事業者の課題を的確に把握・理解・対応できる能力を身に付けて、伴走型支援

を行うことが最も重要であり、支援を行う経営指導員にその能力が身に付けば、事業者

との強固な信頼関係が構築され、真の伴走型支援により、「小規模事業者の販売力強

化」・「事業承継の推進」・「創業の推進」の目標達成が可能となる。 

特に、「小規模事業者の販売力強化」においては、資金面や人材面の経営資源に制約

がある小規模事業者こそが、個者の「特性」や「強み」を前面に出した事業計画を策定

して実践することが最も重要であり、事業計画の策定・実行・評価・改善（ＰＤＣＡ）

については、常に身近で支援している経営指導員が、定期的な電話、巡回訪問、情報提

供等のフォローアップを率先して行うことが、支援事業者の売上高、売上総利益、経常

利益、生産性の向上に結び付くと思われる。 

新たな経営発達支援計画における目標達成に向けた最大のポイントは、支援事業者へ

のフォローアップ支援であり、事業計画の策定を行った「頑張る事業者」の中から、自

者の将来を見据え、積極的に取り組むと判断した事業者を、重点支援対象事業者に選定

して支援するなど、現在の経営発達支援計画以上の、きめ細やかな伴走型支援を行い、

他の事業者の目標となる成功事例を作ることも目指している。 

また、その分野で優れた専門家と常に伴走型支援を行う経営指導員がタッグを組み、

支援時には、常に同行・同席することで、支援内容を共有しながら専門家の支援スキル

やＯＪＴによる支援能力の向上を図り、専門家派遣終了後も事業者と一緒に経営指導員

が継続的な伴走型支援ができる支援力を身に付けることも重要である。 

そして、国、県、市等の行政や「広島県よろず支援拠点」、「（一社）広島県中小企業

診断協会」、地域金融機関等の支援機関と協力し、より効果的な支援を行うことも必要

であるため、率先して関係機関との連携強化を図り、「オールひろしま」体制での取り

組みを行うことで、「地域の活性化」および「小規模事業者の活力強化」を推進してい

く方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 

 

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 

令和 2年（2020年）4月 1日～令和 7年（2025年）3月 31日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援の内容 

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

小規模事業者が持続的発展を図るためには、地域経済の経済動向を把握し、現実に即

した事業計画の策定をすることは極めて重要であるが、総じて小規模事業者の多くは、

そのデータを経営に活用しきれていないのが現状である。 

 <課 題> 

従来から地域の経済動向に関する各種調査を行っているが、マスコミ（新聞）、会報

誌（月刊）、ホームページ等での情報発信が中心であったため、調査結果を事業者へタ

イムリーに提供できていなかった。 

今後は、従来の情報発信に加え、巡回・窓口相談時において重点的に情報提供に努め

るとともに、「地域経済分析システム（RESAS）」等のビッグデータを活用した、専門的

な分析での情報提供を行うなどの改善をしたうえで実施する。 

（２）事業内容 

①「景気観測調査」（景気ＤＩ調査） 

◇調査目的：広島地域の景気動向を迅速に把握するため、業種別に景況感等の項目を

毎月調査し、即時性のある経済指標を提供する。なお、四半期毎（3、6、

9、12月）に県内 13商工会議所の共同調査として、県内全般を網羅する

資料を作成して提供する。 

◇調査対象：地域内の中小・小規模企業 145社 

製造業：56社（食品 12、木材・木製品 8、紙・紙製品・印刷 8、機械・ 

金属製品 13、自動車関連 11、合成樹脂・ゴム製品 4） 

非製造業：89社（建設業 17、消費財卸売業・生産財・資本財卸売業 20 

小売業 21、サービス業 31） 

◇調査時期：毎月（年 12回） 

◇調査項目：生産額、受注額、原材料仕入額、製品販売価格、製品在庫、資金繰り、 

採算性、従業員（常時・臨時）、景況等の 10項目 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査。 

◇分析手法：担当課職員が回収後に分析する。 

②「中小企業景況調査」  

◇調査目的：地域商工業者の経営状況や景況感に関する調査・分析を定期的に行い、 

各種施策の参考にするとともに、小規模事業者への指導の参考とする。 

◇調査対象：地域内の小規模事業者等 80者 

（サービス業 29、小売業 23、製造業 12、卸売業 12、建設業 4） 

◇調査時期：四半期ごと（5、8、11、2月の年 4回実施） 
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◇調査項目：売上、客数、資金繰り、仕入単価、採算、従業員数等の変化、設備投資

状況・予定、経営上の課題等 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査 

◇分析手法：中小企業基盤整備機構が回収データを分析後に公表 

③地域経済分析システム(RESAS）の活用 

当地域の小規模事業者が、産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビックデータ

「地域経済分析システム（RESAS）」を活用して、地域の経済動向分析を行うとともに、

データ更新時にはホームページ等で公表する。 

また、個者の分析結果は基礎データとして、経営分析、事業計画策定に反映させる

とともに、各地の自治体、団体等の事例やイベントなどの独自の取り組みを紹介し、

販売促進等にも活用する。 

◇活用対象：経営分析、事業計画策定を行う商工会議所管内の小規模事業者等 

◇活用方法：事業者ごとに活用（随時) 

◇分析手法：「地域経済循環マップ・生産分析」、「まちづくりマップ」、「産業構造マ 

ップ」、「消費支出・購買力」のビックデータを活用して分析。 

④消費税率の引き上げと軽減税率に関する実態調査 

令和元年 10月の消費税の引き上げと、軽減税率制度導入に伴う経営状況の実態調査

を行い、現状と課題等を見出し、効果的な支援策として活用する。 

◇調査対象：商工会議所管内の小規模事業者約 6,000者 

◇調査時期：令和 2年度実施予定（平成 26年度（2014年度）実施実績） 

◇調査項目：経営環境と課題、取引形態、増税後の売上状況、業務・システム変更等 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査、訪問によるヒアリング調査。 

◇分析手法：担当課職員が回収後に分析する。 

⑤小規模事業者の金融実態調査 

商工会議所管内の小規模事業者の金融実態と資金需要や経営状況等を調査し、円滑

な経営や将来を見据えた事業計画策定等の支援策として活用する。 

◇調査対象：商工会議所管内の小規模事業者約 6,000者。 

◇調査時期：令和 3年度実施予定（平成 28年度（2016年度）実施実績） 

◇調査項目：資金繰り状況、金融機関との取引状況、小規模事業者経営改善資金（マ 

ル経）の利用状況、経営課題の内容、事業承継の取組、事業計画策定状 

況等。 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査、訪問によるヒアリング調査。 

◇分析手法：担当課職員が回収後に分析する。 

⑥小規模事業者のＩＴ活用実態調査 

商工会議所管内の小規模事業者のＩＴ導入状況や実態、ニーズや課題等を調査し、

将来を見据えた経営や事業計画策定の支援策として活用する。 

◇調査対象：商工会議所管内の小規模事業者約 6,000者 

◇調査時期：令和 4年度実施予定（平成 29年度（2017年度）実施実績） 

◇調査項目：経営環境と課題、取引形態、ＩＴ活用実態、補助金活用、支援策等。 

◇調査方法：郵送によるアンケート調査、訪問によるヒアリング調査。 

◇分析手法：担当課職員が回収後に分析する。 
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⑦地域小売業振興のための実態調査 

  大規模小売店舗の出店での影響や、消費増税、少子高齢化、人口減少・人手不足、 

ＡＩの進化などによる、地域小売業の変化や振興に資することを目的に行い、小売業 

の将来を見据えた事業計画策定の支援策として活用する。 

◇調査対象：広島市内の小売事業者。 

◇調査時期：令和 5年度実施予定（平成 30年度（2018年度）実施実績） 

◇調査項目：広島市内の小売業の変動推移、大型商業施設状況、観光客推移、消費動 

向、従業員数等。 

◇調査方法：経済センサス等の基礎データを活用しての調査。 

◇分析手法：担当課職員が回収後に分析する。 

（３）成果の活用 

◇収集・分析を行った情報は、事業計画策定の基礎資料として活用としていただくよ 

う、巡回・窓口相談時に、直接事業者へ提供する。 

◇事業計画策定の掘り起こしとして、会報誌（月刊）、マスコミ（新聞等）、ホームペ 

ージでも公開し、地域内の事業者へも活用を促す。 

 

（４）目標 

公表回数 現行 
令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

①公表回数 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

②公表回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

③公表回数 - 1回 1回 1回 1回 1回 

④公表回数 - 1回 - - -  

⑤公表回数 - - 1回 - - - 

⑥公表回数 - - - 1回 - - 

⑦公表回数 - - - - 1回 - 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

小規模事業者が持続的発展を図るためには、市場の動向を見据え、地域や競合他社、

そして自者の経営状況を客観的に分析することは極めて重要であり、特に小規模事業者

においては、自らの強みを活かした特徴ある経営が求められるため、中小企業基盤整備

機構の「経営自己診断システム」を活用し、収益性、効率性、生産性、安全性、成長性

の分析結果を事業者へ提供し、資金調達時等の指導に活用している。 

 <課 題> 

これまでは、資金調達の支援時の手段のための分析提供が殆どであり、分析結果の内

容や重要性を説明することや、その機会も十分に提供できていなかった。 

今後は、巡回・窓口相談時に、経営分析を希望する事業者に対し、経営分析を活用し

て事業計画を策定し、経営改善がなされた事例等の説明を取り入れるなどの工夫を行

い、事業者が分析の必要性と分析結果が確実に理解でき、経営分析後は、必ず事業計画

策定に取り組む意欲の醸成に努める。 

（２）事業内容 

①巡回・窓口相談時における対象者の掘り起し支援  

経営指導員が巡回・窓口相談時に、経営分析の必要性について積極的に働きかけて

対象者の掘り起こしを図るとともに、専門家を活用し、自ら収益性、効率性、生産性、

安全性、成長性等の分析を行い、瞬時に経営状態が把握できるよう、きめ細やかな支

援を行う。 

また、支援データを専用カルテに蓄積し、経営指導員間で情報共有し、継続的な伴

走型支援に活用する。 

◇支援対象者：巡回・窓口相談で販路拡大の意欲が高い事業者420者を選定。 

 ◇分析項目：定量分析である「財務分析」と定性分析の「SWOT分析」の両方を行う。 

       ①財務分析：売上高、売上総利益、損益分岐点、粗利率等 

        ②ＳＷＯＴ分析：強み、弱み、機会、脅威等 

◇分析手法：日本商工会議所が推奨する「経営支援基幹システム（BIZ ミル）」（経営

状況分析・財務状況分析）やローカルベンチマーク（企業の健康診断）、

等のソフトを活用し、経営指導員が事業者と対面方式で行う。 

②経営分析に関するセミナーの開催  

経営向上の意欲的な事業者を対象とした経営分析に関するセミナーを開催し、経営

分析事業者の掘り起こしを行うとともに、経営分析の意義を充分に理解できる内容に

努め、次のステップである事業計画の策定を促す。 

◇募集方法：巡回・窓口相談時において、意欲的な事業者に参加を勧める。 

◇開催回数：年 2回 

◇募集人数：100人（1回 50人） 

（３）成果の活用 

経営分析を行った事業者へは、速やかに現状の分析内容を理解させ、次のステップ 

 の事業計画の策定を促すとともに、経営支援基幹システム（BIZミル）を活用し、分 

 析結果をデータベース化することで、経営指導員間の情報共有が図れ、継続的な伴走 

 型支援のデータとして活用する。 
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また、事業者への訪問（巡回）回数を増やし、今まで以上に事業者と密接に触れ合 

うことで、強固な信頼関係を築き、次なるステップの事業計画策定にもつなげる。 

 

（４）目標 

 
現行 

令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

①分析件

数 300者 420者 420者 420者 420者 420者 

②分析セ

セミナー

回数 

1回 2回 2回 2回 2回 2回 

②分析セ

セミナー

参加者数 

50人 100人 100人 100人 100人 100人 
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４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

小規模事業者が持続的発展を図るためには、前述した様々な調査や経営分析を有効に 

活用して、明確な目標を掲げ、それらの目標を落とし込んだ具体的な事業計画を策定し

て実行することが最も重要であるが、経営分析と同様に、多くの事業者は、明確な目標

を落とし込んだ具体的な事業計画や目標を立てることなく、自身の経験やイメージで経

営を行っている。 

<課 題> 

明確な目標を持って経営に取り組まなければ、事業継続や発展が難しい経営環境であ

るにも関わらず、人材等の経営資源に制約がある小規模事業者は、将来に向けた「戦略」

と「戦術」の立案や、将来を見据えた、中・長期的な事業計画の策定ができておらず、

その必要性を十分に理解・認識させ、成功事例等を示しながら、自らが事業計画の策定

ができるよう、支援していかなければならない。 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動

や意識変化を促せる訳ではないため、巡回・窓口相談時に、事業計画策定による成功事

例での意識向上や、必要性を積極的に働きかける。 

また、事業計画策定セミナーでも、成功事例をカリキュラムに取り入れる工夫を行い、

経営分析を行った 80％以上の事業者の計画策定を目指し、「小規模事業者持続化補助

金」や「ものづくり・商業・サービス補助金」などの申請支援者の中からも、実現性の

高い事業者を選定し、成功事例となる事業計画の策定につなげる。 

事業承継計画については、親族内外承継、後継者育成、事業譲渡、Ｍ＆Ａなどの相談

対応をより強化し、早期の事業承継計画策定でのスムーズな事業承継支援を行う。 

創業予定者は、創業計画の策定や資金調達などの全般的な事業計画策定の支援と、創

業セミナーや創業塾、個別相談会を開催するなど、創業しやすい環境の整備に努め、創

業者の育成を推進する。 

（３）事業内容 

①巡回・窓口相談による掘り起し支援 

巡回・窓口相談時において、小規模事業者に事業計画策定の意義や、必要性を周知・ 

認識させながら支援先の掘り起こしを行う。また、各種施策等の情報を提供し、小規 

模事業者の事業内容に沿った、計画策定のアドバイスを行う。 

◇支援対象者：経営分析を行った事業者への訪問（巡回）回数を増やし、事業者と密 

接に触れ合うことで強固な信頼関係を築き、業績向上への意欲が高い 

350者を選定し、経営指導員が担当制で張り付き、外部専門家を活用 

しながら事業計画の必要性を認識させて計画策定を行う。 

◇策定手法：経営分析の内容を取り込みながら、中小企業基盤整備機構の「経営計画 

つくるくん」等のソフトを活用し、事業者と対面方式で行う。 

②事業計画策定セミナーと個別相談会の開催 

事業計画策定に関するセミナーを開催し、事業計画の意義を確りと理解してもらう 

ため、成功事例などをカリキュラムに取り入れる工夫に努め、事業計画の策定事業者 

の掘り起こしを行う。 
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また、セミナー終了後には個別相談会を開催し、経営指導員と外部専門家が連携を 

図り、自ら事業計画の策定ができるよう導く。 

◇募集方法：経営分析を行った事業者への訪問（巡回）回数を増やし、事業者と密接 

に触れあうことで、強固な信頼関係を構築するとともに、事業者に計画 

策定の必要性を認識させ、セミナーへの参加を促す。 

◇実施回数：年 2回 

◇募集人数：100人（1回 50人） 

◇実施内容：事業計画策定の必要性、事業戦略の立案、資金調達、新事業展開等 

◇手法・手段：参加者の中で、事業計画策定に関心のある事業者を選定し、個別相談 

       会へ導き、経営指導員が担当制で張り付き、外部専門家も交え、確実 

に事業計画の策定につなげる。 

③創業相談者に対する創業計画の策定 

創業を志す者に対し、創業計画や資金調達などの全般的な支援を行う。また、外部 

専門家を活用した創業セミナー（1日コース）や創業塾（2日コース）を行い、創業 

しやすい環境を整備して、創業者の育成を推進する。 

<創業セミナーの開催> 

◇募集対象者：創業希望者（創業を考えている者） 

◇実施回数：年 1回（1日コース） 

◇募集人数：50名 

◇実施内容：創業に関する基礎知識から各種施策、創業計画書の策定手順等について、

広範な知識を学ぶとともに、参加者が創業のイメージを具体的に体感で

きるよう、過去の参加者で開業している経営者から、実際の創業体験談

等を聴く。 

◇手法・手段：募集チラシの配布やホームページ等の広報での集客と、創業の窓口相 

談に来られた創業希望者を、経営指導員が担当制で張り付き、創業内 

容を聞き取りながら、創業セミナーへの参加につなげる。 

<創業塾の開催> 

◇募集対象者：創業予定者（概ね 1年以内に創業が決まっている者） 

◇実施回数：年 1回（2日コース） 

◇募集人数：20名 

◇実施内容：「創業セミナー」より、実務的で具体的なカリキュラム内容で、きめ細 

やかな指導が行き届くよう、少人数での開催を基本としている。 

創業前に必要な創業計画の具体的策定、資金調達方法、各種手続きや、 

創業後の販路開拓、経理処理（決算申告を含む）等、総合的なパッケ 

ージ内容の支援を行う。 

◇手法・手段：創業相談で窓口相談に来られた創業予定者や、創業セミナーの参加 

者の中で、概ね 1年以内に創業を考えている者に対し、経営指導員 

が担当制で張り付き、創業塾への参加を勧め、早期の創業育成に努 

              める。 

④事業承継に関する計画策定と後継者育成講座の開催 

事業承継に関心のある事業者に対し、事業承継計画の策定と必要性を促し、親族内 

外承継、後継者育成、事業譲渡、Ｍ＆Ａなどの相談対応をより強化することで、早期 
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で円滑な事業承継へと導く。 

また、後継者の育成と資質向上を目的とした、「後継者育成講座」を開催し、スム 

ーズな事業承継の推進を支援する。 

◇支援対象者:事業承継に関心のある小規模事業者及び後継者 

◇手段・手法：「広島県事業引継ぎ支援センター」と「広島県事業承継ネットワーク 

事務局」の担当者と連携し、同行・同席による巡回や窓口相談等によ 

り、事業承継計画策定の掘り起こしを行う。 

<後継者育成講座の開催> 

◇募集対象者：事業承継計画の策定に関心のある小規模事業者及び後継者 

◇実施回数：年 1回（5回シリーズ） 

◇募集人数：30名 

◇実施内容：事業承継計画策定における、企業法務、労務管理、税務管理、税制等を 

学び円滑な事業承継の支援を行う。 

◇手段・手法：募集チラシの配布やホームページ等の広報での集客と、「広島県事業 

引継ぎ支援センター」と「広島県事業承継ネットワーク事務局」の 

担当者と、巡回や窓口相談時に同行・同席し、早期の事業承継の可 

能性がある事業者へ参加を促す。 

（４）目標 

 
現行 

令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

①事業計画

策定件数 300者 350者 350者 350者 350者 350者 

②事業計画

策定セミナ

ー開催回数 

1回 ２回 2回 2回 2回 2回 

②事業計画

策定セミナ

ー参加者数 

30者 100者 100者 100者 100者 100者 

③創業者育

成人数 
27人 30人 30人 30人 30人 30人 

④事業承継

完了件数 
5件 10件 15件 15件 20件 20件 

④Ｍ＆Ａ成

立件数 
5件 10件 15件 15件 20件 20件 

④後継者育

成講座開催

回数 

1回 1回 1回 1回 1回 1回 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

小規模事業者や創業予定者への事業計画の策定支援を行った後、不定期ながらフォロ

ーアップ支援に努めてきたが、策定した事業計画を実行しても、事業者にとって最も重

要な成果である、売上や利益率が向上している事業者が少ないのが現状である。 

<課 題> 

資金面や人材面などの経営資源に制約がある小規模事業者は、日々の業務に追われて

策定した計画に沿った事業の実行が後回しになりがちであり、思い描いた事業計画を忘

れてしまうなどの悪い方向に陥るケースが見受けられ、ついては、計画策定前と同じ経

営を行い、成果を出せていないことが課題である。 

（２）支援に対する考え方 

常に伴走型支援ができる経営指導員が、定期的に電話や巡回訪問等を行ない、事業計

画の進捗状況を確認し、事業者とのコミユニケーションを図りながら、伴走型支援によ

る事業計画（売上計画や販売計画）の実行フォローアップ支援を行うことで、事業計画

の再認識と計画実行による売上と利益率向上の成果につなげる。 

（３）事業内容 

①フォローアップ支援の実施 

事業計画を策定した 350者にランク付けを行い、Ａランクの 40者は、毎月 1回、 

Ｂランクの 50者は、4半期に 1回、Ｃランクの 250者については、年 2回のフォロー 

アップ支援を行う。（ランク付け内容：要支援の度合いＡ→Ｃ） 

但し、事業者からの申し入れがある場合には、臨機応変に対応して支援を行うとと 

もに、進捗状況が思わしくなく、事業計画に新たな課題等が生じていると判断した場 

合には、外部専門家を活用して新たな課題の発生要因や今後の対応策を検討後、フォ 

ローアップ支援の頻度を変更することで、売上と利益率向上の成果につなげる。 

◇手段・手法：担当の経営指導員が専属でフォローアップ支援を行い、事業計画の進

捗状況により、訪問回数を増やす事業者と、訪問回数を減らす事業者

を見極め、適宜フォローアップ支援の見直を検討する。 

（４）目標 

 
現行 

令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5 年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

フォローア

ップ対象事

業者数 

300 者 350者 350者 350者 350 者 350者 

フォローア

ップ頻度 1,156 回 1,180回 1,180回 1,180回 1,180 回 1,180回 

売上増加事

業者数 25 者 
39者

（11%） 

42者

(12%) 

46者

(13%) 

49 者

(14%) 

53者

(15%) 

利益率増加

事業者数 15 者 
21者 

(6%) 

25者 

(7%) 

28者 

(8%) 

32 者 

(9%) 

35者 

(10%) 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

小規模事業者が持続的な発展を行う上で、需要動向、すなわち市場のニーズを探るこ

とは、事業計画や経営戦略の見直しや、新商品・新サービスの開発を手掛ける際に極め

て重要な要素であるが、需要動向調査の必要性や方法・手段などが解らず、需要動向調

査を率先して行っていないのが現状である。 

<課 題> 

自者を取り巻く市場の動きやトレンド、顧客ニーズなどに対する意識を常に持つこと

が重要であるが、資金面や人材面などの経営資源に制約がある小規模事業者は、日々の

業務に追われ、最新の需要動向や、市場ニーズなどの調査ができておらず、新たな販路

開拓にマイナスの影響を及ぼしている。 

（２）事業内容 

 ①個者の需要動向調査における支援（ＢtoＣ） 

新商品や新サービスの開発時において、具体的な需要動向調査の必要性が生じた場 

 合には、専門家を活用した需要動向調査を行い、新たな販路開拓の支援を行う。 

また、調査結果を速やかに事業計画へ落とし込み、より実現性の高い販売計画の策 

定に結びつける。 

◇サンプル数：50人（可能な限り多数） 

◇支援対象：経営分析を活用し、新商品や新サービスを盛り込んだ事業計画を策定し 

た、小売業と飲食・サービス業の小規模事業者 5者 

◇調査手段・手法：調査内容ごとのアンケート票を作成し、既存客への調査は、事業 

者自らが行う。また、新規顧客の開拓の場合には、広島商工会議           

所主催の「ビジネスネットワーク交流会」を活用して実施する。 

◇分析手段・手法：外部専門家を活用して意見を聞きながら、事業者と担当経営指導

員が分析を行う。 

◇調査項目：年齢、性別、家族構成、住所、価格、味、甘さ、硬さ、色、大きさ、見 

た目、パッケージ等 

◇分析結果の活用：分析結果は、担当の経営指導員の意見を沿えて、該当事業者に直 

接フィードバック説明し、更なる改良を行う。 

②広島県内信用金庫主催の「ビジネスフェア」における支援 （ＢtoＢ） 

◇サンプル数：30者（可能な限り多数） 

◇募集対象：経営分析を活用し、新商品や新サービスを盛り込んだ事業計画を策定し 

た、小売業と飲食・サービス業の小規模事業者 5者 

◇実施目的：新たな販路拡大を目的として、来場バイヤーに限定したアンケート調査 

実施する。 

◇調査手段・手法：商品によって変わるが、価格、味、甘さ、硬さ、色、大きさ、見 

た目、パッケージ等で、バイヤー限定のため、取引条件は必須。 

◇分析手段・手法：外部専門家を活用して意見を聞きながら、事業者と担当経営指導

員が分析し、外部専門家からの意見も添える。 

◇分析結果の活用：分析結果は、外部専門家の意見を添えて、該当事業者に直接フィ

ードバック説明し、更なる改良を行う。 
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（３）目標 

 

現行 
令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021 年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

①調査対象事

業者数 1者 5者 5者 5者 5者 5者 

②調査対象事

業者数 1者 5者 5者 5者 5者 5者 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

小規模事業者は、明確なターゲットを想定した新商品開発を行っているにも関わらず

大手企業のように、多額の費用をかけて、テレビやマスメディアを利用したＰＲをする

ことが難しく、独自での市場開拓力やＰＲ力も乏しく、優れた商品やサービスを開発し

ても、それらがすぐに、新たな顧客開拓や売上向上につながらず、苦慮しているのが現

状である。 

<課 題> 

小規模事業者は、費用面や人材面での制約があるため、年間を通して、ビジネスマッ

チングや商談会・展示会等への継続的な参加が難しい場合も多く、支援面でも、ビジネ

スマッチングや商談会・展示会後のフォローアップ支援が不十分であったため、商談や

商談成立の向上に結びついていないのが課題である。今後は、商談に向けたプレゼン力

の支援や商談後のフォローアップ支援が必要である。 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者が、効率的に新たな市場開拓を開拓していくには、事業者がビジネスマ

ッチングや商談会・展示会に出展することが最終目的ではなく、出展はあくまでも販路

開拓につなげることであり、外部専門家を活用するなど、事前に出展に向けた準備や、

出展時でのバイヤーとの商談成立に結び付くプレゼン力の習得支援を行い、商談件数や

商談成約率の向上を推進する。 

（３）事業内容 

①販売戦略セミナーと個別相談会の開催 

販路開拓の専門家により、マーケティング手法や個別商品のブラッシュアップ(開 

 発や改良)を通して、「売れる商品のための仕組みづくり」や、保有する商品の訴求力 

 を高め、個別商品のブラッシュアップと、商談会・展示会がより効果的なものとなる 

 ような創意工夫を行う。 

特に、知識や商品説明などのプレゼン力を高め、全国展開等の販路開拓を狙える商 

品になるようブラッシュアップ支援を行い、商談件数と商談成約率の向上を図る。 

◇募集対象：事業計画の策定支援事業者の中から、新商品や新サービスを開発し、販

路開拓に意欲的に取り組む事業者。 

◇実施回数：年 2回 
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◇参加者数：100人（1回 50人） 

◇成  果：商品のブラッシュアップと商談に向けた準備や、商談会・展示会での商

談件数と商談成約率の向上。 

②広報でのＰＲ支援  

広島商工会議所の会館内にある新聞、テレビ、通信社など18社が加盟している「広

島経済記者クラブ」や地域経済誌等へのプレスリリースによるＰＲ支援を行い、新た

な販路拡大と販売力や知名度アップ等の支援を行う。 

◇募集対象：計画策定の支援を行った小規模事業者で、新商品開発や新たなサービを           

開発し、新規の販路開拓に意欲的に取り組む事業者。 

◇支援事業者数：15 者 

◇成    果：広報のＰＲ支援による、新たな販路開拓による売上向上件数。 

③ＩＴ導入活用での販路開拓支援 

ホームページの構築や更新、ＳＮＳの導入活用、スマホアプリの活用、ネットショ 

 ップ運営などのＩＴ導入を活用し、新たな販路開拓で売上げ向上支援を行う。 

◇募集対象：小規模事業者持続化補助金などで事業計画の策定支援を行った事業者や 

新たな販路開拓に意欲的に取り組む事業者。 

◇支援事業者数：15 者 

◇成    果：ＩＴ導入活用支援で、新たな販路開拓での売上増加件数。 

④「ビジネスネットワーク拡大交流会」 

広島県内 13商工会議所、広島県商工会連合会、広島県郷心会連合会（地場産業の  

支援団体）との共同で、年 1回開催する商談会。地域内で、より多くの業種・業界に 

おける事業者のマッチングを行い、幅広い販路開拓の創出を目的とした交流会。 

  ◇募集対象：販売戦略セミナーや個別相談会に参加し、事業計画策定事業者の中か 

ら、幅広い販路開拓に意欲的に取り組む事業者。 

  ◇参加者数：200者 

◇成  果：商談成約事業者数 

⑤「ビジネスフェア中四国」 

 4市（広島市、浜田市、高知市、岡山市）と各商工会議所が共同で、「中四国発のこ 

だわり良品発掘メッセ」として開催。地域ブランド食品、暮らしヘルスケア、環境エ 

ネルギー、ＩＣＴコンサルティングなどの中四国発のこだわり商品の商談・展示を行 

う、中四国最大のビジネスフェア。 

◇募集対象：販売戦略セミナーや個別相談会に参加し、事業計画策定事業者の中か 

      ら、地域資源等を活用した「こだわり商品」の販路開拓に意欲的に取 

り組む事業者。 

  ◇出展者数：10事業者 

◇成  果：商談成約事業者数 
※「ビジネスフェア中四国 2019年」：出店者数 182者、来場事業者数 502者、商談件数 4,675件、 

                一般来場者約 3,500 人 

⑥「メッセナゴヤ」 

 業種や業態の枠を超え、幅広い分野と地域からの出展を募り、出展者と来場者相互

の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会。新規開拓や

新たなビジネスパートナー発掘等の異業種交流展示会。 
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◇募集対象：販売戦略セミナーや個別相談会に参加し、事業計画策定事業者の中か 

ら、全国に販路を広げたいと、意欲的に取り組む事業者。 

◇出展者数：8事業者 

◇成  果：商談成約事業者数 
※「メッセナゴヤ 2018」：出展者 1,437者、来場者 61,952人。 

⑦「広域取引商談会」 

広島県内に拠点を持つ、金属・樹脂の部品製造・加工企業の新規取引先開拓のため

の、発注企業と資材調達企業の面談事前調整型商談会。 

◇募集対象：販売戦略セミナーや個別相談会に参加し、事業計画策定事業者の中か 

      ら、「ものづくり」の視点での販路開拓に意欲的に取り組む事業者。 

◇出展者数：5事業者 

◇成  果：商談成約事業者数 
※「広域取引商談会 2018」：発注企業 36者、受注企業 69 者の参加。 

（４）目標 

 
現行 

令和 2年度 

(2020年度) 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5 年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 
①販売戦略セミ

ナー参加者数 
100 者 100者 100者 100者 100 者 100者 

①販売戦略セミ

ナー回数 
2 回 2回 2回 2回 2回 2回 

②広報ＰＲ支援の

事業者数 10 者 15者 15者 15者 15 者 15者 

②広報ＰＲ支援で

の売上増加者数 
2 者 6者 7者 8者 9者 10者 

③ＩＴ導入活用支

援事業者数 
5 者 15者 15者 15者 15 者 15者 

③ＩＴ導入活用で

の売上増加者数 5 者 15者 15者 15者 15 者 15者 

④ビジネスネッ

トワーク拡大交

流会参加者数 
200 者 200者 200者 200者 200 者 200者 

④商談成約事

業者数 
10 者 15者 15者 15者 20 者 20者 

⑤ビジネスフェア中

四国出展事業者数 10 者 10者 10者 10者 10 者 10者 

⑤商談成約事

業者数 
5 者 5者 5者 5者 5者 5者 

⑥メッセナゴヤ

出展事業者数 
6 者 8者 8者 8者 8者 8者 

⑥商談成約事

業者数 
1 者 3者 3者 3者 3者 3者 

⑦広域取引商談

会出展事業者数 
5 者 5者 5者 5者 5者 5者 

⑦商談成約事

業者数 
2 者 3者 3者 3者 3者 3者 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

８．地域経済の活性化に資する取り組みに資すること 

（１）現状と課題 

<現 状> 

地域の活性化には、人と企業の集積、そして新たな賑わいの創出が不可欠であり、そ 

うした面からも、観光振興は地域の活性化にとって大きな役割を担っている。 

近年、当地域では入込観光客が増加傾向にあるが、単なる通過型の観光ではなく、宿

泊を伴う滞在型観光をより強化していく必要性があり、従来から広島市を含め、官民一

体となった体制のもと、体験型修学旅行の誘致活動や夜神楽の定期上演などを積極的に

推進しており、今後、さらなる行政や関係機関と連携協力し、新たな観光資源の発掘や

賑わい創出に注力し、地域の活性化を推進する。 

<課 題> 

当地域は、国内有数のインバウンド観光地で、外国人旅行者を集める、原爆ドーム（広

島平和記念公園）と嚴島神社（宮島）の 2つの世界遺産を保有し、外国人来訪客数は、

毎年伸びているが、一方で、これら 2つの観光地に立寄るだけの通過型になっており、

エリア内観光消費額の増大につながっていないことが大きな課題である。 

また、他県とは異なり、欧米を中心とした個人旅行客のウェイトが際立って高いとい

う特性があるため、こうした広島の優位性や特性を活かし、外国人旅行者の来訪意欲を

さらに高めるべく、広島エリアの魅力に満ちた観光情報発信と長期滞在型の周遊観光を

促進しなければならない。 

（２）事業内容 

①広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会の運営 

海で結ばれている広島湾域を中心とした広域エリアを、官民一体で「交流」「連携」 

「協働」をテーマに地域資源を活かした賑わいを創出すべく、広島商工会議所が中心 

となり、「体験型修学旅行の誘致・受入」を柱とした事業を展開。 

特に、体験型修学旅行生は誘致推進活動の成果により、「広島湾ベイエリア」は、 

全国ブランドとして定着し、誘致実績は増加傾向、近い将来、当初の目標である年間 

2万人達成に向けた誘致活動を展開している。 

◇参画団体：広島県、広島市、広島商工会議所、その他 7市・6町、6商工会議所、 

15商工会等、 

◇会議開催内容（年間）：企画会議 3回、総会 1回、地域講演会 1回、地域協議会会 

長会議 1回 
◇体験型修学旅行誘致実績:平成 23年度（2011年度）：3,752人（25 校）  

平成 30年度（2018年度)：14,168人（102校） 

②ひろしま神楽を活用した新たな観光客誘致事業 

平成 20年度から、広島の伝統芸能として親しまれている「神楽」を国内外に発信し、

観光客の誘客、滞在促進、中心市街地の夜の賑わいを図るため、広島商工会議所が中

心となり、広島市等と「ひろしま神楽振興推進実行委員会」を設立。旧日本銀行広島

支店（広島市指定重要文化財/被爆建物）において、県外からの旅行客を対象に、「ひ

ろしま夜神楽」として開催している。 

また、広島県と連携して外国人観光客を対象とした「神楽公演」も、ひろしま県立

美術館や広島県民文化センターにおいて開催している。 



２７ 

 

◇実行委員会構成団体 

広島市、広島商工会議所、（一社）広島県観光連盟、（公財）広島観光コンベンショ 

ンビューロー 

◇会議開催内容（年間）：実行委員会会議 5回 

◇夜神楽の来場者実績：平成 21年度（2009年度）：962人（6公演） 

平成 30年度（2018年度）：1,765人（7公演） 

③その他、「地域の活性化」を目指し、広島を盛り上げる数々のイベントに実行委員 

会のメンバーとして運営に参画している。 

<実行委員会参画事業> 

1.「ひろしまフラワーフェスティバル」、2.「ゆかたできん祭」、3.「広島湾ナイトク 

ルージング事業」、4．「ひろしまフードフェスティバル」、5.「ひろしまフードスタジ 

アム冬の陣」、6.「広島ドリミネーション」等 

※実行委員会参画事業会議（年間）：30回、参画事業の参加人数合計：約 380万人 

 

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 

９．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）現状と課題 

〈現 状〉 

広島地域では、行政機関を始め、様々な支援機関が数多くの支援を実施しているが、

支援内容や同時期に重複した事業もあり、また、支援機関相互の情報共有が十分と言え

る状況にまで至っておらず、相談者側から見れば、どの支援機関に、どんな相談をすれ

ばいいか、分かりにくいのが現状である。 

〈課 題〉 

事業者が抱える課題が、高度・専門的で複雑化している中において、課題解決を行う

ためには、各支援機関における支援力の向上はもとより、支援機関同士の連携強化が重

要であるが、現状では、それぞれの支援事業（相談窓口、各種セミナー、マッチング事

業等）の情報共有が十分にできておらず、ワンストップでスピーディーな支援体制の構

築が必要とされる。 

（２）事業内容 

①「広島県よろず支援拠点」との連携・情報交換会議 

  広島商工会議所で解決できない課題においては、「広島県よろず支援拠点」と連携

を図り、課題解決にあたる。また、双方が持っている情報を持ち合い、支援の現場に

おいて情報共有を図ることで、より効率的で効果的な支援を行う。 

<情報共有内容> 

◇情報交換頻度：毎月1回の会議の他、案件ごとの情報交換は随時実施する。 

◇事前に支援企業に関する情報交換を兼ねて打合せを行う。 

◇支援後、支援機関同士で意見交換を行い、今後の支援の方向性を検討する。 

◇支援した内容を相談カルテに記載し、情報の共有化を図る。 

◇経営指導員が積極的に同席して、ＯＪＴでの支援能力の向上に努める。 

②地域プラットフォーム会議 

平成 25年（2013年）7月、中国経済産業局より「広島県内 13商工会議所・広島県 

中小企業団体中央会連携支援プラットフォーム（14団体構成）」の認定を受け、代表 
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機関として、参画している支援機関を取りまとめ、具体的な支援事例の発表やケース 

スタディー等の研修会を行い、支援ノウハウの向上を図る。 

◇情報交換頻度：年 6回 

③中小企業支援に係る一次相談窓口運営協議会 

全国でも珍しい、行政と支援団体 4機関が連携し、共通電話での「一次相談窓口」 

を開設。統一の電話番号により、ワンストップで共通の支援が受けられる仕組みを構 

築し、相談情報を共有化するための定期的な情報交換や研修会を行う。 

◇構成機関：公益財団法人ひろしま産業振興機構（広島県）、公益財団法人広島市産 

業振興センター（広島市）、広島県商工会連合会、広島商工会議所 

◇情報共有内容：4機関の支援メニューや支援事例等を共有化することで、支援ノウ 

ハウの向上の推進を図っている。 

◇運営・情報交換会議：年１回（相談案件ごとの情報交換は随時） 

 ④小規模事業研究会の運営と会議 

広島商工会議所が幹事として、広島県内 13商工会議所の情報交換の場として開催。 

特に、小規模事業者の具体的な支援事例の発表、支援状況、経営発達支援計画の運 

営などについて情報交換を行っている。 

◇運営・情報交換会議：年 1回 

 ⑤広島県事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワーク事務局との情報交換 

広島県事業引継ぎ支援センターと広島県事業承継ネットワーク事務局と連携して、 

国、県、市、町等の行政や「（一社）広島県中小企業診断協会」、地域金融機関、広島 

県内 13商工会議所、34商工会、地元大学等の 125の支援機関との情報交換と連携強 

化を推進する目的で開催。「オールひろしま」体制で、事業引継ぎや、事業承継、Ｍ 

＆Ａ等を円滑に行えるように情報交換を実施している。 

◇運営・情報交換会議：年 2回（相談案件ごとの情報交換は随時）、研修会年間 6回 

⑥創業・ベンチャー支援連絡協議会への参画 

広島市の産業競争力強化法に基づく、「創業支援事業計画」に参画し、構成してい 

 る認定創業支援事業者と定期的に情報交換等を行い、地域内の創業促進への協力を行 

う。特に、支援策や支援事例等の情報共有を行い支援力の向上の推進を図っている。 

◇運営・情報交換会議：年１回（相談案件ごとの情報交換は随時） 

⑦地元金融機関との連絡会議 

小規模事業者の資金需要に素早く対応するため、地域金融機関との情報交換と連携 

強化は不可欠である。政府系金融機関や地域金融機関の行員と経営指導員の現場レベ 

ルでの連携を行い、融資制度・資金ニーズ・経営課題等の情報交換を行い、金融機関 

との連携を強化することで、質の高い支援を行っている。 

◇運営・情報交換会議：年 2回（相談案件ごとの情報交換は随時） 

⑧「経済研究会」の開催 

行政、シンクタンク、金融機関、民間企業の 13機関による定期的な経済情報等の 

情報交換会を行い、それぞれの機関の独自調査結果を報告し、地域における経済情勢 

を多面的に共有する。調査結果に差異がある場合には、意見交換により、要因をさら 

に分析するなど、精度の高い情報収集に努めるとともに、経営指導員が情報共有し、 

経営指導において、適宜情報提供し、効果的な支援を行うことができる。 

◇運営・情報交換会議：毎月 1回（年間 12回） 
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10．経営指導員の資質向上に関すること 

（１）現状と課題 

<現  状> 

若手経営指導員を主体とした資質向上の研修会を実施しており、中小企業大学校の研 

修（基礎Ⅰ・基礎Ⅱ・専門コース）や、日本商工会議所、広島県が主催する各種研修会

への参加を推進している。 

また、「小規模事業者経営力向上支援事業（スーパーバイザー事業）」を活用し、経

営指導員経験があり、小規模事業者支援の知識、実績、ノウハウを豊富に保有している、

優れた専門家（中小企業診断士・社会保険労務士の有資格者）をスーパーバイザーとし

て活用し、ＯＪＴ指導による支援力の向上を図っている。 

<課  題> 

経営支援の実務経験やノウハウ等が少ない若手経営指導員の資質向上には時間が必

要ではあるが、年々、事業者からの相談内容は高度化・専門的となっているため、支援

体制の構築と資質向上の強化・推進は急務な課題である。 

（２）事業内容 

 ①外部研修会・講習会等の積極的活用 

経営指導員及び補助員の支援能力向上のため、中小企業大学校が主催する基礎Ⅰ・

基礎Ⅱ・専門コースの研修会に参加する。 

特に、伴走型支援に対する支援力が不足のため、専門コースの中で、「小規模事業者

に対する伴走型支援の進め方」については、必須参加とし、小規模事業者に対する支

援スキルの向上を図る。 

②「小規模事業者経営力向上支援事業（スーパーバイザー事業）」の活用 

 小規模事業者支援の知識、実績、ノウハウを豊富に保有している、スーパーバイザ 

ー（中小企業診断士・社会保険労務士資格保有）を活用し、定期的な資質向上研修会 

や相談案件ごとのＯＪＴ指導を行うことで、支援力の向上を図る。 

③法定経営指導員による指導 

 実務や支援経験の豊富な法定経営指導員が、若手経営指導員や補助員に対して、窓 

口や巡回指導時にＯＪＴを積極的に行い、実施体制全体の支援力の向上を図る。 

④定期ミーティングと研修会の開催 

経営発達支援計画の事業に携わる担当課においては、毎朝ミーティングを行い、事

業の進捗状況や課題などを法定経営指導員に報告し、経営発達支援計画に携わる職員

全員が共有することで、効果的な事業推進を図る。 

また、法定経営指導員が、若手経営指導員や一般職員を対象にした、経営支援の知

識、ノウハウ、コミュニケーション力が向上する研修会や勉強会を定期的に企画して

行うとともに、外部専門家（スーパーバイザー等）を交えての、ケーススタディーを

活用した勉強会（小規模事業者持続化補助金等の不採択事業者の勉強会等）を行うこ

とで、支援力の向上を図る。 

⑤経営支援基幹システム（BIZミル）活用によるデータベース化 

経営支援基幹システム（BIZミル）へ支援内容を適宜入力することで、支援中の進 

捗状況等を職員全員が相互共有でき、担当外の職員であっても、一定レベルの事業者 

対応と支援手法や知識向上が図れる体制を構築し、支援内容の見える化による支援事 

業者の売上と利益率向上の成果につなげる 
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11．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 

（１）現状と課題 

<現 状> 

事業評価委員会は、大学教授、公認会計士、中小企業診断士、広島市担当課長の外部

有識者で構成し、実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行っている。 

<課 題> 

評価委員会からの意見や改善内容について、改善しきれていないことが課題である。 

（２）事業内容 

①事業評価委員会の開催 

大学教授、公認会計士、中小企業診断士の外部有識者と、広島市の担当課長、法定

経営指導員で事業評価委員会を構成し、半年ごとに開催して、経営発達支援事業の進

捗状況や実施事業の評価を行う。 

②評価結果の公表 

事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議へ報告し、事業の成果・

評価・改善内容の結果を広島商工会議所内で、閲覧できるよう報告書にまとめ、ホー

ムページへ掲載し、地域の小規模事業者等が閲覧可能な状態にする。 

【事業評価及び検証体制図】 

 

 

①前年度事業の 

                   実施報告 

 

 

 

                                 ②前年度事業への 

                                         評価・改善提案 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                     

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

広島商工会議所 

「経営発達支援計画事業」 

評価委員会 

〈評価委員候補者〉 

◇大学教授等 

◇公認会計士 

◇税理士 

◇中小企業診断士 

◇広島市（担当課長） 

◇法定経営指導員 

以上で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

」広島商工会議所 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正副会頭会議 

報告 

専務理事・事務局長 

報告 

法定経営指導員 

（改善案作成） 

中小企業振興部 

（評価委員会事務局） 
計画（Plan） 
発達計画策定 

改善計画策定 

公開 
実行（Do） 

計画実行 

改善（Action） 

改善方針検討 

経営発達 
支援計画 

評価（Check） 

事業評価 

 

広島商工会議所ホームページ公開 

＜ＰＤＣＡサイクルイメージ＞ 
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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 

（令和元年１１月１日現在） 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法定経営指導員の関わり 

 ①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 ■氏 名：中山裕輔、西本 泰、久保田 亮 

 ■連絡先：広島商工会議所 中小企業振興部 経営支援課 TEL：082-222-6691 

 ②法定経営指導員の関わり 

  経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、

事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

（３）連絡先 

 〒730-8510 

 広島県広島市中区基町 5番 44号 

 広島商工会議所 中小企業振興部 経営支援課 

 TEL：082-222-6691／FAX：082-222-6006 

E-mail：hiroshima@hiroshimacci.or.jp 

〒730-8586 

広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34号 

広島市 経済観光局 産業振興部 商業振興課 

TEL:082-504-2236／FAX:082-504-2259 

E-mail：syogyo@city.hiroshima.lg.jp 

事務局長 

広島市 経済観光局  

産業振興部 商業振興課 

広島商工会議所 

中小企業振興部 
法定経営指導員3名 
経営指導員 18名 
補助員 5名 

経営支援課 

経営指導員 6名 
※法定経営指導員 3名含む 

補助員 1名 

商業振興課 

経営指導員 4名 

補助員 1名 

人材開発課 

経営指導員 3名 

補助員 3名 

金融課 

経営指導員 4名 

産業振興課 
経営指導員 1名 
 
観光振興課 
経営指導員 1名 
 
地域振興課 
経営指導員 1名 

 

中小企業振興部長 
（経営指導員） 

mailto:hiroshima@hiroshimacci.or.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位：千円） 

 令和 2年度 

(2020 年度) 

令和 2 年 4 月以降 

令和 3年度 

(2021年度) 

令和 4年度 

(2022年度) 

令和 5年度 

(2023年度) 

令和 6年度 

(2024年度) 

必要な資金の額 52,000 52,000 52,000 52,000 51,000 

 

1.地域の経済動向

調査事業 
・景気観測調査 

・中小企業景況調査 

・消費税影響調査 

・金融実態調査 
・IT活用実態調査 
・小売業実態調査 
2.経営状況の分析

に関すること 
・セミナー開催費 

・専門家派遣費 
3.事業計画策定事

業 
・セミナー開催費 

・創業セミナー 

・創業塾 

・後継者育成塾 

・専門家派遣活用 
4.事業計画策定後

の支援 
・専門家派遣活用 

5.需要動向調査 

・専門家派遣活用 
6.新たな需要の開

拓事業 
・セミナー開催費 

・商談会開催費 

・商談会参加費 

7.地域経済の活性

化の取組 
・イベント開催費 

・会議運営費 
8.他の支援機関と

連携・情報交換 

・会議運営費 
9.経営指導員の資

質向上 

・研修会参加費 

3,000 

1,500 

500 

1,000 

 

 

 

3,000 

1,000 

2,000 

6,000 

1,000 

500 

500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 
1,000 

5,000 

1,000 

3,000 

1,000 

30,500 

30,000 

500 

500 

500 

1,000 

1,000 

3,000 

1,500 

500 

 

1,000 

 

3,000 

1,000 

2,000 

6,000 

1,000 

500 

500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 
1,000 

5,000 

1,000 

3,000 

1,000 

30,500 

30,000 

500 

500 

500 

1,000 

1,000 

3,000 

1,500 

500 

 

 

1,000 

3,000 

1,000 

2,000 

6,000 

1,000 

500 

500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 
1,000 

5,000 

1,000 

3,000 

1,000 

30,500 

30,000 

500 

500 

500 

1,000 

1,000 

3,000 

1,500 

500 

 

 

 

1,000 

3,000 

1,000 

2,000 

6,000 

1,000 

500 

500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 
1,000 

5,000 

1,000 

3,000 

1,000 

30,500 

30,000 

500 

500 

500 

1,000 

1,000 

2,000 

1,500 

500 

 

 

3,000 

1,000 

2,000 

6,000 

1,000 

500 

500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 
1,000 

5,000 

1,000 

3,000 

1,000 

30,500 

30,000 

500 

500 

500 

1,000 

1,000 

（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 

＜調達内訳＞ 
自己財源（会費等）、国補助金、広島県補助金、広島市補助金、事業受託費、商談・展示会出展料、各種事業参加費等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載 


