
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
国府町商工会（法人番号 9480005000625） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

小規模事業者の保有する経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」が町内

で活発に経済循環する安定的な経済基盤づくりを目指すために、小規模

事業者の個々の課題に応じた支援を継続的に実施することにより「売上

の向上」「利益の確保」を実現し、地区内小規模事業者の経営の持続的発

展につなげることを目標とする。 

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】 

地域の経済動向を調査し、情報を収集分析、得られた情報を小規模

事業者に周知し、事業計画策定等への活用につなげる。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の経営課題を導くため、経営実態の把握及び経営分

析を行なう。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  経営状況の分析結果を踏まえ、経営課題解決のための事業計画策

定支援に取り組む。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画を策定した小規模事業者に対し、計画目標が着実に実践

されるよう伴走支援を行い、進捗状況により追加的支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  小規模事業者の取り扱う商品やサービスにかかる需要動向を収

集・整理し、提供することにより、小規模事業者の新たな需要の開

拓につなげる。 

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】 

   小規模事業者の需要開拓を支援するため、多様な顧客ニーズに合

った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させる支援を行う。

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

平成 31 年供用予定「国府道の駅」を地域内でのビジネスチャンスと

捉え、国府町での賑わいの創出や地域ブランドの確立を図ることで小

規模事業者の持続発展につなげ、地域経済の活性化を目指す。 

連絡先 

住所：〒779-3122 徳島県徳島市国府町府中字宮ノ西 679-2 

TEL：088-642-0258 / FAX088-642-0231 

E-mail：tsci0300@tsci.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 

  

 国府町の現状 

国府町は、徳島市の北西部に位置し、 

国道 192 号、県道徳島引田線及び JR 徳島 

線に沿って市街地が形成されている。近年 

では県道徳島鴨島バイパス線に沿って商業 

地が集積している。地域の北側には吉野川、 

東側には鮎喰川が流れ、豊かな田園地帯が 

広がっている。幹線道路として徳島南環状 

線や徳島西環状線の整備が進められており、 

交通アクセスの利便性が期待できる。四国 

霊場の４つの札所をはじめとする寺社郡や 

伝統工芸である阿波しじら織でかつては栄え、 

歴史的な観光資源が集約されている。 
 
国府町の人口は、徳島市人口比９％を占める人口 23,217 人（平成２８年１月）であ

る。徳島市全体では人口減少しているが、高齢化率は市全体の平均よりやや高いものの、

国府町全体では人口増となっている。人口増加の理由としては、若いファミリー層の流

入が多いことがあげられる。定住理由としては、東南海地震等による津波の影響が低い

こと、徳島市（通勤・通学先）中心部まで車で 20分という立地が良く、徳島市の「住」
の役割を担う。 
商業・サービス業は、国府町北部を横断する徳島鴨島バイパス線の開通で町外資本の

沿道サービス業の進出が著しい。大型店のない本町は、徳島市中心部への流出と合わせ

て、近隣に大型ショッピングセンターが相次ぎ出店し、町内購買力滞留率の低下を招い

ている。地元小規模事業者での買い物機会は減少しており、店主の高齢化、規模や品ぞ

ろえ、駐車場等店舗の整備状況の格差の拡大と合わせ、経営環境はますます厳しいのが

現状である。 
工業面では伝統工芸品に指定されている「阿波正藍しじら織」や木工業に関連する業

種が多く、地場産業として振興し、地域の雇用を支えてきていた。しかし近年は、安価

な海外商品の台頭による需要の低迷、規模縮小による従事者の減少から商業サービス業

全般へ資本、労働力がシフトしている状況となっている。 
国府町の北部、北井上地区では、吉野川がもたらす肥沃な土壌や温暖な気候などの恵

まれた自然条件を活かし、農業が盛んでブロッコリーや枝豆、ほうれん草等多様な農産

物が存在している。 
 また、徳島市で初の「国府道の駅」（平成 31年度供用予定）が、今後予定されている
徳島南環状道路の開通に伴い、大幅な交通量の増加が予想され、地域経済・雇用の活性

化・観光客の誘致にも期待できる施設として準備が進められている。 
 
 

徳島県 徳島市 

国府町 
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【国府町管内事業所数推移よりの課題】 

地域消費の中心にある小売業、卸売業では、事業所数減少（-8％）しているものの、

従業員数は地域雇用の 20%を支えており、重要な役割を持っている。 

医療、福祉・教育、学習支援などをはじめとするサービス業が増加している背景には、

地域が福祉の町として国府特別支援学校や総合医療施設、福祉専門学校等が充実してい

る基盤があることや地域内の少子高齢化が進んでいる課題がうかがえる。 

 

国府町の地域課題 

平成 27 年 8 月に実施した会員事業者アンケートによると、経営者年代 60 代以上が 7

割を占め、現状で「後継者がない又は不明」と答えたのは約 6割。地域における商工業

者の高齢化や後継者不足が進んでいる。 

一方では、増加する若い人口をビジネスチャンスとして活かしきれず、消費の町外流

出を招き、国府町内での活発な経済循環が機能していない。地元小規模事業者が地域住

民や若年層に支持され、消費の選択肢に位置づけてもらえるよう商品・商店の育成や地

域資源を活用した地域活性化が必要である。 

①高齢や後継者不足を理由とする商業・サービス業の事業者の衰退。 

②人口増という国府町の強みを町内小規模事業者が活かしきれていない。 

③地域活性化につながる賑わい拠点がない。 

 

国府町商工会管内事業者数推移 

  平成 21年度 平成 24年度 平成 26年度 

  事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 事業所数 従業員数 

農林漁業 16 183 11 171 11 198 

鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 

建設業 113 632 108 591 103 524 

製造業 82 1098 81 1072 76 1110 

電気、ガス、熱供給、水道業 1 14 1 22 1 22 

運輸業、情報通信業、郵便業 18 191 17 176 13 138 

卸売業、小売業 222 1203 198 1143 204 1271 

金融業、保険業 11 72 14 132 12 82 

不動産業、物品賃貸業 30 70 30 85 31 81 

学術研究 24 108 22 89 23 105 

宿泊業、飲食サービス業 80 552 85 677 83 548 

生活関連サービス業 88 271 82 273 87 236 

医療、福祉・教育、学習支援 101 1345 89 808 127 1459 

複合サービス業 6 76 3 27 6 77 

サービス業 74 570 64 560 66 726 

公務 5 31 5 30 5 27 

合 計 871 6416 810 5856 848 6604 

出典 経済センサス 基礎調査より 
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この変化の激しい事業環境に対応するためには、経営計画の策定実行が重要である。

しかし、経営資源の限られる小規模事業者は日々の経営活動に注力せざるを得ないた

め、策定のための知識も不足していることが多々ある。小規模事業者にとっては、中長

期的な事業計画の策定が難しいという現実がある。そこで当会が経営支援機関として

個々の事業者の経営計画策定支援等を通して、事業者の経営基盤の確立及び計画実行を

支援することが求められている。この支援によって、小規模事業者の中長期的な目標を

設定し、見通しを立てることで持続的な経営を維持することを目的とする。 

 

徳島市：中長期的な振興のあり方 

徳島市が産業振興の方向性を示した「産業振興ビジョン」（平成 26年 9月）によると、
「にぎわいの都市づくり～都市に活力がみなぎり、夢が実現するまち～」への実現を目

指すため、産業振興の基本目標が示されている。 

 

徳島市の将来像（産業振興の基本目標）  

(1)「新たな挑戦を地域で支える体制の構築」 

地域社会に根付いて意欲を持って経営革新や事業拡大に取り組む事業者を支援し、

新たな成長を生み出せる地域社会を構築する。 

(2)「地域経済循環による自立力の形成」 

地域産業の競争力の強化により、域外からの所得獲得の拡大を図るとともに、域内に

おける材料やサービスの取引を活発にすることにより、域内経済循環を高め、自立的

な地域経済を構築する。 

(3)「産業振興を支える人材育成・連携強化」 

 産業を支える人々がより高度な産業人へと成長することにより、持続的に産業の発

展を牽引する役割を果たせるよう、人材の育成を図る。新たな価値の創造や成長力の

創造を図るため、相互連携を強化する。 

 

都市計画マスタープラン 

国府地区は「地域の歴史や文化、癒しを育むまちづくり」をテーマに掲げ、魅力的な

都市近郊の田園地帯として、無秩序な市街化を防止し、豊かな田園環境の保全・形成を

進めるとともに、阿波史跡公園や四国八十八か所の札所をはじめとする寺社郡等の歴史

的資源を活かした癒しを与えることができる個性的な地域を目指すとされている。 

今回計画する道の駅は、市の新たな魅力の創造や地域産業の活性化、国府地域の核と

なる拠点として整備することが基本とされている。 

 

国府町商工会：中長期的な振興のあり方 

【個社支援】 

①小規模事業者が持つ強みや保有する経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」を有効に

活かし、経済循環できるよう個社支援により小規模事業者の独自能力の底上げを行な

い、経営の持続的な発展に資する。個々の事業者の経営計画策定支援等を通して、事業

者の経営基盤の確立及び計画実行を支援する。この支援によって、小規模事業者の中長

期的な目標を設定し、見通しを立てることで持続的な経営を維持することを目的とす

る。 
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【地域活性化支援】 

②「国府道の駅」をきっかけに、地域の魅力、特性を踏まえた観光振興等を含む地域

ブランド化、賑わいの創出の促進により地域を活性化し、小規模事業者の事業の持続的

な発展に向けた良好な環境整備に資する。中長期的には道の駅開業から開業後までを想

定し、個者支援を通じ、地域の活性化を目指す。 

 

事業計画目標 

【個社支援】 

小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえて、当地域の小規模事業者に共通す

る課題「売上の向上」「利益の確保」に対して、事業計画の策定やその着実な実施を事

業者に寄り添って支援し、「経営力を向上させることで当地域の多くの小規模事業者の

経営を持続的に発展させること」を目標とし、管内小規模事業所の「営業利益３％以上

増加企業の排出（年間 3 企業※5 年間 15 企業）、創業支援、事業継承支援なども行い当

初 5年間で商工業者数の現状維持を目指す。 

 

【地域活性化】 

 徳島市の示す「にぎわいの都市づくり～都市に活力がみなぎり、夢が実現するまち～」

への実現を目指すため、「国府道の駅」をきっかけに地域の地の利を活かし、小売業、

飲食・サービス業を中心とした地域ブランドの確立を図る。商品開発力、情報発信力を

強化し、国府町商工業の発展と地域産業の活性化を目指す。 

  

目標達成に向けた事業の方針 

(1)小規模事業者の「売上の向上」「利益の確保」による事業の持続的発展を目指すた

めの個社支援体制を構築する。 

(2)当初 5年間は地域の小売業、飲食・サービス業を中心に事業計画の策定支援し、事

業所の目標を明確化させる。 

(3)経営環境・経営状況分析を行い、需要を見据えた事業計画策定を支援し、小規模事

業者が潜在的に持つ強みを活かした取り組みにより事業所の「売上の向上」「利益

の確保」を実現する。 

(4)他の機関との連携（よろず支援拠点やミラサポ等）や経営指導員の資質向上により、

支援能力を高め、個者支援体制を強化する。 

(5)「道の駅」を地域活性化の拠点と位置付け、交流人口増加による地域経済の活性化、

事業者経営環境の向上を目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～平成３４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】 

【現状と課題】 

職員が金融・経営・決算指導時などに聞き取りにおいて地域の経済の動向を独自に把

握する程度で情報を集約すことはなかった。中小企業景況調査（全国連）を実施してい

るが、内部資料に留まっていた。地域内の経済動向の収集および整理分析が統一的にな

されておらず、情報を経営に活かすという発想を持ち得ていなかった。 

経営発達支援事業に取り組むために、地域の経済動向を調査し、情報を収集、分析、

そこで終わることなく、得られた情報を地域の小規模事業者に伝え、経営に活かしてい

く。 

 

【調査・分析を行う手段・手法】 

 事業計画を策定する上でベースとなる基礎情報を整備し、小規模事業者が持続的発展

を続けるために地域の経済動向情報を届ける。  

 

【情報収集等を行う項目】 

(1)町内の小規模事業者の動向を四半期に一度調査するため、中小企業景況調査（調査

対象 15 件、売上、仕入、景況感、設備投資予定等を調査する）を継続実施し、調査

分析結果を小規模事業者に提供する。 

(2)県内の経済動向を毎月調査するため、（公法）徳島経済研究所が毎月発行する「経

済レポート」（県内の業種別景況 DI・徳島市消費者物価指数・県内金融指標等）を

整理し、小規模事業者に提供する。 

(3)近隣町内の経済動向を調査するため、勝名ブロック研修会や地域の金融機関、日本

政策金融公庫と定期的に情報交換を行い、近隣町内の景況感（好調低調業種、公共

需要状況等）や金融需要動向をヒアリング調査し、小規模事業者に提供する。 

(4)(1)～(3)の調査内容を小規模事業者に対し、地域の現状をしっかりと把握してもら

うために情報提供を行う。巡回指導やホームページ、国府町商工会発行広報誌「商

工会だより」等へ掲載し広く周知する。 

 

【活用方法】 

地域経済動向情報を経営に活かす目的で小規模事業者へ提供し、個社の経営分析や事

業計画策定支援の際の外部環境情報として活用する。ホームページや会報誌に掲載する

ことで小規模事業者がいつでも地域の経済動向を知ることができる。 
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【目標】 

年 度 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
中小企業景況調査 15 件 

年 4回 

15 件 

年 4回 

15 件 

年 4回 

15 件 

年 4回 

15 件 

年 4回 

15 件 

年 4回 

県内経済動向調査 

 

未実施 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

地域の経済動向調査 未実施 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

 小規模事業者の個社に対する経営状況の分析について、金融指導・決算指導、事業承

継相談時などの経営相談において得た経営状況（売上の推移、収益性、財務状態など）

や巡回時のヒアリングで知りえた情報（従業員数、取引先、保有資産等）を集約できて

おらず、経営課題を探る経営分析は実施していなかった。 

経営指導員が小規模事業者に対して、経営状況の分析の重要性を伝え、自社の強みや

弱み、置かれている経営環境や保有する経営資源を正しく把握できるよう、巡回指導の

中で「経営状況を分析する」目的をもって巡回指導を行う。 

 

【分析を行う項目】 

 事業計画策定支援、策定後の支援を適切に実施していくためには、小規模事業者の財

務状況（財務分析項目）や強み、弱みなど現状（経営資源項目）を深く知る必要がある。

財務分析項目：損益計算書、貸借対照表、従業員数等 

経営資源項目：業界動向、取扱商品・サービスの特徴（強み）、保有資産、 

取引先、気になる経営上の問題点等 

 

【手段・手法】 

(1)「経営状況を分析する」目的をもって巡回指導を行う。 

小規模事業者の財務分析項目や経営資源項目を把握し、経営課題の抽出を図る。

 

(2)「基幹システム」に事業者データを集約する。 

全職員が知りえた小規模事業者の情報を「基幹システム」に集約し、経営状況分

析のための情報収集を行う。 

 

(3)経営分析を行う 

巡回指導先事業者やネット de 記帳代行事業者、金融指導事業者に対し「基幹シス

テム」に集約された情報を基に、経営自己診断システム（中小企業基盤整備機構）

や分析システム（全国商工会連合会）を活用し、経営分析（収益性・安全性・生産

性・成長性分析）を行う。 
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【目標】 

項  目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
巡回指導件数 600 件 650 件 650 件 650 件 650 件 650 件

うち経営状況の 

分析を目的とした

巡回指導件数 

未実施 350 件 350 件 350 件 350 件 350 件

経営分析 11 件 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件

専門家派遣件数 5 件 5 件 5 件 10 件 10 件 10 件

 

【成果の活用方法】 

経営分析を行った小規模事業者のうち、経営の持続的発展を図ろうとする事業者や新

たな取組みを目指す事業者については事業計画策定支援の基礎資料として活用してい

く。小規模事業者が自社の経営を見つめなおす機会となり、分析結果に基づいて経営状

況や経営上の課題等を把握し、その改善等を行いながら持続的な経営の発展につなげる

ことができる。 

経営分析から自社に適切な経営分析指標を選択し、活用する。自社に必要な経営分析

指標を選択し、年度推移比較や同業他社との比較する数値として活用する。債権の回収

が遅くないか、売上が増えているのに利益が伸びない原因は何か、従業員一人当たりの

生産性が減っていないか、自社の状況を数値化することで、思い込みや成り行き経営か

らの脱却を図り、潜在的であった本質的な課題や強み・弱みを抽出し、経営課題解決の

ための事業計画策定支援に活用する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状・課題】 

補助金や助成金、金融斡旋時に事業計画を必要とする事業者に対して、事業計画策定

支援を行っている。受け身型支援を改め、小規模事業者に対して事業計画の作成の重要

性を周知し、提案型の支援を行っていく。 

 

【支援に対する考え方】 

 経営発達支援事業において事業計画策定支援は、個社支援の中心となる支援策であ

る。小規模事業者が経営状況の分析結果による経営課題を解決し、需要を見据えた事業

計画を策定し、実践していくことで黒字化経営を実現し、持続的発展につなげる。 

目標は、小規模事業者自らが事業計画を立案できるようになることで、小規模事業者

を取り巻く経営環境への対応力を高めることが期待できる。 

  

【支援対象】 

対象となる支援対象者の抽出は、①②の通りとする。 

支援対象① 

巡回指導や金融・税務相談、事業継承相談で経営状況の分析を行い、本質的な経営課

題や強み・弱みを抽出し、経営課題解決のための事業計画を必要とする小規模事業者 
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支援対象② 

対象者の掘り起こしを行うため、事業計画策定セミナーや創業相談会等で事業計画の

必要性について周知し、事業計画策定を目指そうとする小規模事業者 

 

【手段】 

計画策定支援は、小規模事業者の状況や要望に合わせ、下記のとおり計画を想定する。

 

支援対象①→ 融資を実行のための簡易な事業計画、販路開拓計画、設備投資計画等

支援対象②→ 創業や補助金利用を目指す経営改善計画・経営革新計画等 

 

経営指導員が経営分析結果により経営課題の抽出を行い、小規模事業者の事業計画に

ついて策定支援を行う。事業計画（①現状の把握、②目標設定、③目標を達成するため

の取り組み）を明確にし、実現性の高い効果的な事業計画の実施支援につなげる。 

案件により、高度で専門的な課題を有する場合は、「よろず支援拠点」や「ミラサポ」

等の支援機関と連携し、専門家を派遣する。相談には経営指導員等も同席し、計画策定

支援のためのポイントを把握する。 

 

【目標】 

項  目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
ｾﾐﾅｰ・相談会開催回数 3件 3件 3件 3件 3件 3件
ｾﾐﾅｰ・相談会参加者数 26件 30件 30件 30件 30件 30件
事業計画策定事業者数 11件 20件 20件 20件 20件 20件
専門家派遣件数 5件 5件 5件 10件 10件 10件

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【現状・課題】 

 経営指導実績によると事業計画策定に注力してしまい、事業計画策定後、計画の予定

と現状との乖離への対応について十分フォローアップできていない。 

 今後は経営指導員等による四半期に一度以上の巡回・窓口指導による適切な進捗管

理、フォローアップによる計画策定後支援に努める。 

 

【指導内容】 

 事業計画書を策定した全ての小規模事業者に対し、目標が着実に実践されるよう定期

的に進捗状況を把握し、必要に応じて追加的支援を行う。 

 策定した事業計画が着実に実施され、予定する売上が得られているか、取り組みの

進捗状況や目標の達成状況を定期的に把握する。取組上の問題点が明らかになった場合

は見直しや再構築を検討できるよう支援を行なう。 

事業計画の改善に加え、専門的な技術や知識、デザイン力等を必要とし、専門家を要

する場合は「よろず支援拠点」や「ミラサポ」等の支援機関と連携し、専門家を派遣す

る。相談には経営指導員等も同席し、伴走型支援のためのポイントを把握する。 

専門家派遣：よろず支援拠点、ミラサポ等 
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事業の持続的な発展のための運転資金の調達が必要な場合や新商品の開発を想定し

た計画を策定し、その計画の実行にあたり新たな設備投資が必要な場合、資金面での支

援をようする際は、金融支援策や補助金の活用など事後支援を実施する。 

融資制度：マル経融資制度、日本政策金融公庫斡旋融資等 

 

【フォローアップの頻度】 

事業計画書を策定した全ての小規模事業者に対し、原則として四半期に１度以上、伴

走型フォローアップ支援を行う。計画の進捗状況により、経営の改善や早期に安定化を

目指す小規模事業者については、月に 1度以上のフォローアップ支援を行う。 

 

【目標】 

項  目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
実施支援ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 3件 80件 80件 80件 80件 80件
専門家派遣件数 5件 5件 5件 10件 10件 10件
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状・課題】 

 小規模事業者の中で、商品構成を見直しする機会を持たず、そのための情報源を持た

ない事業者が多く存在し、需要や市場動向をかえりみることなく、従来どおりの旧態依

然とした品揃えに終始している現状がある。また、商工会も需要動向に関する情報の必

要性に気づいていなかった。 

そこで、経営分析をおこなった小規模事業者の取り扱う商品やサービスにかかる需要

動向を収集・整理し、提供することにより小規模事業者へマーケット・インの考えの浸

透を図るとともに、事業計画策定や新たな販路拡大や新商品開発に活かす目的で実施す

る。 

 

需要動向調査では地域課題への対応として、調査１、調査２を実施する。 

 

調査１：「需要動向調査」 

①高齢や後継者不足を理由とする商業・サービス業の事業者の衰退。 

②人口増という国府町の強みを町内小規模事業者が活かしきれていない。 

          ↓ 
【事業内容】 

巡回・窓口指導での小規模事業者の取り扱う商品やサービスの提供や需要状況を把

握・課題抽出し、行政や民間機関等が実施する需要動向調査データと照らし合わせ分析

し、新たな需要開拓に活かす目的で実施する。 
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【調査分析を行う手段・手法】 

(1)行政や民間機関等が実施する調査情報の収集・分析 

①徳島市「統計徳島」 

徳島市内の主要小売品目物価指数や勤労者世帯 1 世帯当たりの収入と支出等に係

る情報に関する需要動向調査 

 ・主要小売品目物価：うるち米、灯油、ワイシャツ、理髪等 

 ・勤労世帯収入支出：実収入額、食料費、住居費、水道光熱費等 

②徳島経済研究所が発行する需要動向レポート「徳島経済レポート」を活用した、

各業種等の需要動向に関する調査を四半期ごとに実施。 

・徳島県内の景況や業種別需要動向 

・製造・建設業：業種別鉱工業生産指数、住宅投資、公共工事 

・小売業：食料品、衣類品、量販店販売額、乗用車販売登録数 

・サービス業：旅行業、ホテル旅館業（四国霊場お遍路さんの動向） 

③総務省統計局「家計調査」資料を活用した、家計における消費活動に係る情報（世

帯おける品目ごとの消費額等）に関する需要動向調査を四半期ごとに実施。 

・例えば、消費者の食生活には土地柄によって異なるため、全国データと比較し、

それぞれの地域の特徴を踏まえ，消費状況の把握を行う。 
(2) 事業所の経営分析状況（事業所が持つ取扱商品、役務の提供実態、事業者が実感

している消費者需要動向等）と(1)の消費需要調査情報を照らし合わせ、事業計画

策定の際の判断材料として活用し、新たな需要開拓に繋げる。 

消費者が購入する商品やサービスの需要予測の策定や商品の生産計画や開発、家

計収支や消費者行動などによる経済分析から価格設定や品揃え、販路拡大等の基礎

資料とする。収集した需要動向調査内容は、巡回指導時やホームページで提供する。

 

 

調査２：「道の駅対策調査」 

③地域活性化につながる賑わい拠点がない。 

          ↓ 
 

【事業内容】 

平成 31 年供用予定の「国府道の駅」は、地域内においてはビジネスチャンスととら

える小規模事業者も多い。新たな販路の開拓や新商品の開拓に活かせるよう県内道の駅

の需要動向調査を実施する。消費者向け対象調査では調査回答が曖昧となるため、当初

5 年間は、県内の道の駅販売管理者を対象に道の駅のノウハウや買い手のニーズ、市場

動向等を収集するヒアリング調査を行なう。 
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【調査分析を行う手段・手法】 

(1)商工会が収集する情報 

調査対象：県内道の駅 

（第九の里、温泉の里神山、ひなの里かつうら等）の販売管理者 

調査方法：販売管理者に対するアリング調査 

調査項目：道の駅利用者（性別、年代、平均購入額、売れ筋商品等） 

     イベント情報や賑わいの手法等 

(2)外部機関から入手する情報 

①国土交通省の提供する全国の「道の駅案内」や全国「道の駅」連絡会等より先進

的な取り組みを行う「道の駅」観光情報（イベントや賑わいの手法等）、特産品情

報（売れ筋や企画商品等）を収集する。 

 (3)(1)(2)と合わせた情報を収集・加工・整理し、「国府道の駅」開業前では、「国府

道の駅」を通じて取引を期待する事業所に対し、事業計画策定時の新たな販路開拓

や新商品開発に活かす。開業後においては、価格設定や商品開発策定後の商品構成

や計画見直しに活かす。 

（具体例）道の駅において、国府町内のパン製造業者が販路拡大を目指し、新商品を

販売する事業計画策定支援の場合 

→消費者（性別、年齢等）に何のパン（食パン、菓子パン、総菜パン等）がいくら

（価格）で、どのように（容量、パッケージ等）売れているのか？ 調査による情報

収集、整理・分析をし、情報提供を行う。 

 

【目標】 

項  目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
調査１：需要動向調査 
実施回数 

未実施 4回 4回 4回 4回 4回

調査１：需要動向調査 
個者支援数 

未実施 10件 10件 10件 10件 10件

調査２：道の駅対策調査 
実施回数 

未実施 2回 2回 2回 4回 4回

調査２：道の駅対策調査 
個者支援数 

未実施 5件 5件 5件 10件 10件

 

【活用方法】 

 収集・加工・整理した情報を小規模事業者に提供することにより、需要動向を考慮し

た商品政策や販売戦略立案のデータとして事業計画策定に活用できる。 

 小規模事業者の勘や経験に頼った判断だけでなく、需要動向を活かすことで自社の商

品やサービスと需要動向の各種情報を比較することができ、データに基づいた経営判断

を行うことができる。 
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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】 

【現状・課題】 

 現状は、阿波しじら織（阿波しじら織協同組合）について展示会等への出展サポート

を行ってきた。一定の事業者に販路開拓支援が偏っており、商工会において販路拡大を

必要とする事業者を十分に把握しておらず、情報やノウハウの提供を周知できていなか

った。 

 

【支援に対する考え方】 

小規模事業者の中で、他社と競合しても勝てる自信のある商品（製品）力やサービス

（技術）力は持っているものの、その販売手法や販路、物産展等の情報が解らない、資

金や営業(商談)ノウハウ等の不足によって販路開拓が進まないケース等の課題解決を

図る。多様な顧客ニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会（商談会・展示

会等、IT 活用等）を増大させ、その取り組みを通じて「売上の向上」「利益の確保」に

繋げる。 

 

【支援対象】 

  当初 5 年間の支援対象を経営状況の分析を行ない事業計画を策定し、新たな需要

の開拓に取り組む小規模事業者とし、商品の開発・改良、売り込み対象の特定、売り

込み手法の検討を行う。 

加えて支援対象者の掘り起こしのため、徳島市の主催する販路開拓セミナー等参加

の際に、販路開拓・マーケティング支援を必要としている小規模事業者に対し、支援

を行う。 

 

【事業内容】 

(1) IT 活用販路拡大 

 多様な顧客ニーズに対応するため、小規模事業者のホームページ作成や IT（ネット
販売や SNS活用法）を活用し、情報発信する機会を増大させる。 
ＨＰ作成ツール「Shift」活用や外部専門家によるネット販売の手法、ＳＮＳ活用法

（ブログや Facebook 等）を「よろず支援拠点」や「ミラサポ」等の支援機関と連携

し、専門家を派遣する。 

       

 (2)新たな販路開拓に対する支援 

事業計画策定に販路開拓支援項目（商談会や展示会等、IT 活用、ネット販売事業等）

を盛り込み、参加する目的（例；販路拡大による商談会取引件数３件やネット販売

事業売上増 3%等）を明確にする。 

①徳島県商工会連合会アンテナショップ「ええもんあるでぇ徳島」（年 1回公募） 

②全国連等主催の展示会「全国物産展」（年 1回 11 月に開催） 

③徳島市主催の中小企業販路拡大支援事業補助金の活用（年 1回公募） 
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展示会や商談会においては、その場で効果的なプロモーション活動が行えるよう、

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返し、
新たな需要の開拓のための支援を行う。 

 
（例）展示会出展に際しての支援内容 

Plan  （計画）：効果的なＰＯＰ作成や陳列レイアウト、商品アンケート作成 
↓    商品概要説明書の作成、 

商談目標件数、成約目標件数、売上増加目標額の設定 

   Do  （実行）：商談に係るビジネスマナーや心構え、名刺作成 
↓     サービスのＰＲ手法、取引につながる相談から商談へのプロセス

 Check（評価）：商談件数や売上の増加、利益の確保状況、 
↓     顧客ニーズの把握 

 Act  （改善）：商品のブラッシュアップ 
 

【目標】 

項  目 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
IT 活用販路拡大 

個者支援者数 
（ネット販売・SNS 活用支援等） 

5件 10件 10件 10件 10件 10件

商談会・展示会等 

個社支援者数 

3件 5件 5件 5件 5件 5件

商談会・展示会等 

商談件数 

9件 15件 15件 15件 15件 15件

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状・課題】 

 商業部会が地域内の顧客に向けた年末売出し事業を行う程度で地域全体を活性化す

る策を講じていなかった。 

「道の駅」設置のための前段である「道の駅」推進協議会に参画している。協議会と

共同で小規模事業者を対象に商品の出荷や施設の出展等について意向調査を実施した。

 

【取り組み内容】 

平成 31 年度供用予定の「国府道の駅」は、「徳島南環状線」の整備による交通量の拡

大、交流人口の増加を活かし、地域産業の活性化を図ることを目的として、徳島市にお

いて初めて設置される。 

意向調査によると地域内においては「道の駅」をビジネスチャンスととらえる小規模事

業者も多い。これを契機として域外の流入人口を増やし、「飲食業」「サービス業」「小

売業」の持続的発展を図る。 

本会において「国府道の駅」は、地域活性化を具体的に実現していくための有力な手

段として位置づける。 
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①地域小規模事業者の販路拡大や新たな需要の拡大を目的とし、経営発達支援計画事

業の手段とする。 

②地域活性化の拠点形成や地産地消の促進、地域ブランド確立のための核としてまち

に好循環を促進することを期待し、平成31年度開業を円滑に進め、「国府道の駅」も

持続的発展ができるよう寄与する。 

 

その組織づくりや管理運営計画策定に関して徳島市や徳島市農業協同組合、地域の任

意団体等と連携する。「国府道の駅」は、運営母体組織（案）を商工会や徳島市農業協

同組合、地域の任意団体等で構成する民活組織で形成し、組織づくりや管理運営計画策

定に関して各種団体と連携実施する。 

 

民活母体組織構成（案） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「国府道の駅」が目指す方向性＞ 

○徳島市国府町の地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。 

・地域資源を掘り起し活用することにより、多様な地域社会を形成する。 

○関係団体との積極的な連携により、新たな視点から地域活性化を図る。 

・外部関係団体との人材の取り込みや商工業者以外との積極的なつながりによって、

新たな発想で取り組む。 

 

 

【目標】 
項  目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

運営検討協議会への

参加 
未実施 12件 12件 12件 12件 12件

 

 

 

 

 

 

 

組織名 組織内容 

国府町商工会 商工業者団体代表 

徳島市農業協同組合 農業者団体代表 

農事組合法人こくふ 地元農事組合 

こくふ街角博物館運営委員会 街角博物館運営団体 

（仮称）国府道の駅農産物出荷組合 新設 農業振興部会 

（仮称）国府道の駅特産品開発組合 新設 特産品部会 

（仮称）国府地区活性化協議会 新設 町内会に代わる団体 
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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組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 経営発達支援事業への支援力の質量や情報力を補うため、行政や他の支援機関と小規

模事業者の需要の動向や支援ノウハウ等を情報交換・共有する。経営指導員・経営支援

員の支援力向上と商工会組織の小規模事業者の新たな需要の開拓を進める基盤体制構

築を図るために連携を行う。 

 

(1)勝名ブロック 5商工会との連携 

本会の属する勝名ブロック（国府町・石井町・神山町・勝浦町・上勝町）5 商工

会と連携し、年 2 回以上「事務局長・経営指導員研修会」、「経営支援員研修会」を

開催する。個々の支援案件の現状や支援ノウハウ、地域経済動向について情報交換

を行う。 

  

(2)徳島市及び同一行政区内 1会議所との連携 

  定期的に本会と徳島市経済部経済政策課及び徳島商工会議所が連携し、情報交換

を実施し、徳島市管内の小規模事業者の現状、経済動向、小規模事業者支援施策等

について連携支援体制を確立する。 

 

 (3)専門家派遣機関との連携 

随時、案件により専門家を要する場合は「よろず支援拠点」や「ミラサポ」等の

支援機関と連携し、専門家を派遣する。相談には経営指導員等も同席し、伴走型支

援のためのポイントを把握し、支援力向上に努める。 

 

〇徳島県商工会連合会 

  〇とくしま産業振興機構「徳島県よろず支援拠点」 

  〇中小企業委託事業「ミラサポ」 

 

 (4)金融機関との連携 

  〇日本政策金融公庫徳島支店 

金融相談会を年 2 回実施、融資斡旋を通じて情報交換を行う。金融制度以外にも

創業や需要開拓に関する内容など小規模事業者に対する幅広い支援内容について情

報の共有や意見交換を行う。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

現状の指導実績では、記帳指導・税務指導といった経営改善普及事業の比重が大きい。

事業者が成り行き経営から脱却して、経営計画を策定し、利益確保に対する持続的経営

支援を進めていくため、経営指導員・経営支援員も経営改善普及事業から経営発達支援

事業へシフトするため個社支援能力を高める資質向上研修等への取組みを行う。 
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 (1)ＯＪＴ 

中小企業診断士等の専門家が事業者を個別指導する際、経営指導員が同行し、専門

家が持つノウハウを習得し、支援資質向上に努める。 

 

(2)ＯＦＦ－ＪＴ 

  中小企業基盤整備機構主催の支援者研修や徳島県商工会連合会主催の研修会に経

営指導員等が積極的に参加し資質向上を図る。 

〇「小規模事業者支援研修（個者支援型及び地域支援型）」中小基盤整備機構主催 

〇「商工三団体研修会」 

徳島県商工会連合会・徳島商工会議所連合会・徳島中小企業団体中央会主催 

 

(3)ノウハウの共有方法 

研修会等で習得した支援ノウハウや情報等については、職場内で週１回ミーティン

グを行い、支援事業の事例や進捗状況、支援内容や効果的な方法について報告を行い、

情報共有する。 

経営指導員・経営支援員が知りえた情報は、基幹システムに保存、補助事業や事業

計画はグループウェアにより共通のフォルダーに保存することでいつでも閲覧できる

ように整理、収納する。 

 

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 

毎年度終了後、本計画に記載する事業の実施状況並びに成果について、以下の方法に

より評価・検証を行い、商工会の実施する経営発達支援事業の効果的な PDCA サイクル

を構築する。 

 

 (1)国府町商工会総務委員会（正副会長・理事 3 名）を中心として外部からの徳島県

商工会連合会担当者、徳島市、中小企業診断士等の有識者、経営指導員等による「経

営発達支援委員会」を年二回開催し、本計画に記載した事業の実施状況、成果の評

価・見直しを検討する。 

(2)「国府町商工会理事会」において、成果、評価、見直しの承認を受ける。 

(3)事業の成果結果及び今後の事業計画について、「国府町商工会総会」に報告する。

(4)事業の成果・評価・見直しの結果については、地域の小規模事業者が常に閲覧でき

るように国府町商工会のホームページ（http://www.shokokai.or.jp/kokufu/）で計画

期間中公表する。 
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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 28 年 4 月現在）

(1)組織体制 

国府町商工会 （役 員）会長 1名 副会長 2名 理事 22 名 監事 2名  

         （事務局）経営指導員 2名 経営支援員 2名 

 

    

 

 

                     

 

              

 

 

  

 
                      

 

 

  

 

 
       

  

 

 

  

 

          

                   

(2)連絡先 
（小規模事業者が直接相談等を行うことができる部署等連絡先） 

 

国府町商工会 経営支援課 
住  所：〒779-3122 

徳島県徳島市国府町府中字宮ノ西 679-2 

  電話番号：０８８－６４２－０２５８ 

  FAX 番号：０８８－６４２－０２３１ 

   メールアドレス：tsci0300@tsci.or.jp 

【国府町商工会総会】 
（事業の成果・評価・見直しの報告） 
会員数：320名 

【国府町商工会理事会】 
（事業の成果・評価・見直しの承認） 
会 長：1名  
副会長：2名 
理 事：22名 

経営発達支援事業 
（事務局体制） 
経営指導員 2名 

 経営支援員 2名 
 
（事業成果・評価・見直し結果公表） 
HP 
http://www.shokokai.or.jp/kokufu/ 
国府町商工会事務所閲覧 

【関係機関・団体】
・徳島県商工会連合会 
・徳島県 
・徳島市 
・各種団体 等 

徳島市国府町圏内 
（小規模事業者） 

【経営発達支援 
委員会】 

（評価・見直し案の

提示） 
総務委員会 
外部有識者 
経営指導員等 
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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） 

 29 年度 
（29 年 4月以降） 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

 

 

指導事業費 

総合振興費 

商業振興費 

工業振興費 

講習会開催費 

 

 

150 

500 

150 

150 

100 

150

500

150

150

100

150

500

150

150

100

 

150 

500 

150 

150 

100 

150

500

150

150

100

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

県補助金・市補助金・会費収入・手数料等収入・各種事業収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

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 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

連携者及びその役割 

[連携者]    代表者      所在地             電話番号  

 

徳島市    市長 遠藤彰良  徳島県徳島市幸町 2-5     088-621-2315 

（経済政策課） 

[役割] 

 

販路拡大事業支援に関するセミナーや事業補助金等の活用に関すること 

地域経済の活性化にアドバイスをいただくこと 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１，６ 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

[連携先] 
 
 

徳島市 

 
 
国府町商工会 

小規模事業者 
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連携する内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

連携者及びその役割 

[連携者]      代表者       所在地           電話番号  

 

（公財）とくしま  理事長 

産業振興機構   酒池由幸  徳島県徳島市南末広町５番地 8-8 088-654-0101 

 

[役割] 

 

よろず支援拠点による専門家活用情報の提供に関すること 

専門家派遣事業等の活用に関すること 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ３，４，６ 
 

[連携先] 
 
 
公益財団法人 
とくしま産業振興機構 

 
 
国府町商工会 

小規模事業者 
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連携する内容 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

連携者及びその役割 

[連携者]     代表者     所在地         電話番号  

 

徳島市農業協同組合   支所長 

国府支所       宮本修司 徳島県徳島市国府町府中 55-2 088-642-1044 

 

[役割] 

 

地域活性化に資する事業に関してアドバイスをいただくこと 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅱ．地域経済の活性化に 

資する取組 

 

 

[連携先] 
 
徳島市農業協同組合 
国府支所 

 
 
国府町商工会 

小規模事業者 
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連携する内容 

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 

３．事業計画策定支援に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  

連携者及びその役割 

[連携者]     代表者        所在地            電話番号  

 

日本政策金融公庫 

徳島支店     事業統括 

国民生活事業   銭谷 均   徳島県徳島市中洲町 1-58   088-622-7271 

 

[役割] 

 

１．金融制度に関する情報提供に関すること 

２．業界情報・金融情報等に関する情報提供に関すること 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １，３，６ 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な 

実施に向けた支援力向上のため 

の取組 

１ 

 

[連携先] 
 
 
日本政策金融公庫 
徳島支店国民生活事業

 
 
国府町商工会 

小規模事業者 


