
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

 

石井町商工会（法人番号５４８０００５００１１８９ ） 

 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

＜小規模事業者の中長期的な振興のありかた＞ 

石井町商工会が小規模事業者に対してマーケットイン思考及び経営計画の重要性に

ついての普及啓発をはかりつつ、伴走型の計画策定及び実行支援を継続的におこなうこ

とで、将来的には小規模事業者が自ら経営計画を策定し計画に基づいた戦略的な事業展

開により持続的発展につなげるように進めていく。 

＜経営発達支援計画の目標＞ 

石井町の課題及び小規模事業者の中長期的な振興のありかたを踏まえ経営発達支援

計画においては以下の５つを目標とする。 

①農業と商工業の相乗的発展 

②経営計画の重要性についての小規模事業者への意識の浸透 

③経営計画の策定と実行支援による小規模事業者の業績向上 

④石井ブランドの強化による販路拡大 

⑤後継者確保・育成と第三者承継推進による地域経済活力の維持 

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】 

 ・中小企業景況調査、経済動向調査、事業承継調査による調査で得た情報を専門家と

連携し分析をおこなう。収集分析した結果を整理し、小規模事業者等における経営課

題の抽出や、自社の経営力強化に向けた事業計画を策定するための基礎となる資料と

して活用をはかる。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 ・経営指導員等の巡回訪問・窓口相談や各種セミナーを通じ専門家と連携しながら経

営状況を分析し、自社の財務状況の強み、弱みなどを把握することで小規模事業者が

持続的発展にむけた事業計画策定の基礎資料として活用をはかる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ・小規模事業者が経済社会情勢の変化に応じ、自らのビジネスモデルを再構築するた

め、地域経済動向調査や経営分析結果を踏まえ需要を見据えた事業計画の策定を専門

家と連携しながら指導・助言などの支援をおこなっていく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 ・事業計画策定後、経営指導員等が巡回訪問をおこない、策定した事業計画における

状況を確認し、状況に応じて必要な支援を伴走型でおこなっていく。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 ・小規模事業者が新商品を開発して展示会や商談会で販路開拓などの成果が上げられ

るよう販売する商品等の需要動向調査を実施、分析をおこない基礎的資料として活用

していく。 

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】 

 ・小規模事業者の商品やサービスの提供・発信する機会を増やすために展示・商談会

等を開催しＩＴ等を活用した販路開拓支援をおこなう。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ・特産品認証制度を立ち上げることで小規模事業者の商品や製品の地域ブランド化を

確立し事業を継続的に発展していくために地域のにぎわいを創出する。 

連絡先 

石井町商工会 

〒779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井４３１－２ 

TEL:088-674-1292･FAX:088-674-1401 

ｅ－ｍａｉｌ：tsci0400@tsci.or.jp URL http://www.tsci.or.jp/ishii/ 

 

tel:088-674-1292
mailto:tsci0400@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 

１．石井町の現状 

石井町は、吉野川がもたらした肥沃な平地と標高 200メートル前後のなだらかな産地

や丘陵地からなり、全面積の 65%が農地である一方、徳島市に隣接していることから、

商工業も重要な産業である。人口はここ３０年２５，０００人～２６，０００人でほぼ

横ばいである。世帯数は昭和６０年６，６４７、平成２７年９，３２７で１．4 倍に増

加しており１世帯あたりの構成人数の少数化がすすんでいる。 

平成２９年度、商工業者数は８６１事業所、うち小規模事業者数は８５１。小規模事

業者数は全事業所の９８．８％と大部分を占めている。また、平成２７年度との対比で

は商工業者数及び小規模事業者数は微減している。 

(図、商工業者数、小規模事業者数の推移（平成２９年・２７年 各４月１日現在の本

会独自名簿による） 

年 度 小規模事業者数 商工業者数 

２７年 ８７２ ８７８ 

２９年 ８５１ ８６１ 

 業種別構成では商工業者数の割合は、平成２９年、宿泊飲食業７３事業所で８．４％、

卸・小売業２７２事業所で３１．５％、サービス関連業１６８事業所で１９．５％、平

成２７年でも同様の傾向になっている。このことから本町は商業関連が５９．４％を占

め、石井町の基幹産業となっていることがわかる。 

（図、平成２９年、２７年 各４月１日現在の本会独自調査の名簿による） 
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産業面では、平成２７年国勢調査によると、石井町では就業者数では農業者従事者の

占める割合が７．５%であり、日本全体の３．５%を大きく上回る。また、出荷額・販売

額でみても農業が 6%を占めており、日本全体の１．０%（平成２８年度経済センサス活

動調査より）を大きく上回り、農業が商工業とともに重要な産業となっている。にんじ

ん・ほうれんそう・ごぼう・野沢菜をはじめ、四季に応じて様々な野菜が栽培されてい

る他、豚、鶏なども多く飼育されている。 

 商工業では、小売業のうち食品関連が就業者数で 37%、販売額で 31%を占め、工業に

至っては食品関連が就業者数で 71%、出荷額では 88％を占めている。 

 このように、地元の農産物やそれを加工した食品を軸に、農業と商工業が相互に結び

つきあって経済が成り立っており、商工業者も「農業あってこその商工業」という意識

が強い。 

 ２．石井町の課題 
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農業の就業人口の減少 

 農業と商工業のバランスのとれた産業構造であるが、農業では近年経営耕地面積、農

家数が減少しつつある 

（図１）産業別就業人口の推移（資料：国勢調査より）        ［単位：人］ 

区 分 農 業 建設業 製造業 

卸売・小

売業・飲

食業 

金融・保

険・不動

産業 

運輸・通

信業 

サ ー ビ

ス業 
その他 計 

平成 2 年 2,220 1,051 2,815 2,138 370 579 2,729 588 12,470 

平成 7 年 1,940 1,271 2,583 2,239 371 622 3,175 574 12,275 

平成 12 年 1,599 1,343 2,212 2,506 340 603 3,526 613 12,742 

平成 17 年 1,568 1,132 1,826 2,490 324 574 3,731 609 12,254 

平成 22 年 1,568 926 1,729 2,395 383 655 3,731 880 11,947 

平成 27 年 1,103 879 1,643 2,245 365 591 4,015 571 11,412 

 

（図２）工業の状況（資料：工業統計調査より）（※×は秘とく値）［単位：所・人・万円］ 
 食料  木 材 家 具 土 石 金属  機 械 電 気 その他 総 計 

平成 

１８年度 

事業所数 21 6 6 3 3 4 2 14 59 
従業員数 1,034 54 36 29 70 106 140 127 1,596 

製造品 
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61 
× × 
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平成 

２１年度 
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2 
× 

79,53

3 
× × × 

3,483

,780 

平成 

２４年度 

事業所数 20 4 4 5 7 2 2 11 55 
従業員数 1,141 29 27 55 99 29 162 66 1,608 

製造品 

出荷額 

2,727

,599 

25,38

9 

29,50

4 

90,01

6 

150,8

36 
× × × 

3,306

,359 

平成 

２６年度 

事業所数 18 3 4 5 7 2 2 10 51 
従業員数 1,144 23 26 53 92 29 153 66 1,580 

製造品 

出荷額 

3,054

,356 

28,42
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30,09

5 

107,3

35 

148,1

98 
× × × 

3,650

,495 

 

 商工業では工業は比較的出荷額ではおおむね横ばいを維持しているものの（図２）、 

商業では平成１４年度～平成２６年度の１２年間で年間販売額が約３割減少している。 

（図３）商業の状況（資料：商業統計調査より）（※ ×は秘とく値）［単位：店・人・万］ 
 食 料 木 材 家 具 土 石 金 属 機 械 電 気 その他 総 計 

平成 

１４年度 

商店数 21 6 6 3 3 4 2 14 59 
従業員数 1,034 54 36 29 70 106 140 127 1,596 

年 間 
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2,924

,456 

68,05

7 

28,29

4 

76,95

1 

76,65

4 

209,6

61 
 × × 

3,700

,427 

平成 

１９年度 

事業所数 22 4 5 2 5 2 2 13 55 
従業員数 1,078 27 28 26 77 40 148 84 1,508 
年 間 

販売額 
3,060 25,38 29,50 90,01 150,8 × × × 3,306
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,216 9 4 6 36 ,359 

平成 

２６年度 

事業所数 18 3 4 5 7 2 2 10 51 
従業員数 1,144 23 26 53 92 29 153 60 1,580 

年 間 

販売額 

3,054
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28,42

1 

30,09

5 

107,3

35 

148,1

98 
× × × 

3,650

,495 

 

農業における経営耕地面積や農家数の減少の原因は、農業従事者の高齢化による廃業

が増加しているためである。 

商業における販売額の減少の原因は、１．隣接する徳島市に勤務する石井町民が増加

し消費が徳島市に流出するようになった、２．買回り品が町外大型店に流出するように

なった、といったことがあげられる。特に石井町の商業は古くから石井駅を中心とした

小規模商店の集積が見られたが、消費の町外への流出の影響を強くうけている。 

このため、石井町の産業の衰退を食い止め活性化させるためには新規就農や後継者へ

の承継を促進することによる農業者数の増加、農産物や加工品の付加価値向上やブラン

ド化による販路開拓の促進、六次産業化や農商工連携の促進による農業と商工業の相乗

的な発展、小規模小売店の魅力向上による町内消費の拡大に取り組むことが求められて

いる。 

３．商工会の役割と地域内における小規模事業者の中長期的な振興のありかた 

（１）商工会の役割 

石井町商工会は地域の総合的経済団体として、石井町の商工業の総合的な改善発達を

はかる役割を担っているが、特に石井町の場合は商工業と農業を相乗的に発展させるた

めの工夫が必要となる。また小規模事業者支援機関として地域の小規模の商工業者の持

続的発展の支援と創業の促進、農業者の六次産業化の推進が求められている。 

（２）平成２７年度から平成２９年度の経営発達支援事業の評価 

計画策定事業者を増加させるために計画作成セミナーや計画実行支援について重点

的に取り組んだ。その結果、計画策定した事業者が増加し計画実行支援をおこなったこ

とで業績の改善につながった事業者も増加した。 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度見込み 

セミナー開催数 １９回 ２９回 ２４回 

受講者数 １６４人 １９２人 １９２人 

計画策定事業者数 ２３人 ２４人 ２５人 

実行支援事業者数 ２３人 ２４人 ２５人 

しかしながら、表のとおりセミナー１回あたりの受講者数が少ないと言わざるを得ず

商工会としては事業者への参加を働き掛けたものの小規模事業者の経営計画の重要性

に対する意識が想定以上に低いことが浮き彫りになった。したがって今後の経営発達事

業においては日常の巡回訪問やセミナーなどを通じて経営計画の重要性を粘り強く且

つわかりやすく説いていくことをより強化していかなければならない。 

また、小規模事業者の販路開拓支援として、この３年間、毎年東京や大阪で石井町の

主に農産加工品など食品関連の小規模事業者の展示会を開催した。これにより新規開拓

につながった事業者が出てきたことはひとつの成果といえる。一方で石井町の認知度の

低さ、ブランド力の弱さ、一部の事業者における商品力の弱さや発信力の弱さが課題と

して実感させられた。したがって今後の経営発達支援事業においては、まちぐるみでブ

ランド力向上に取り組むとともに小規模事業者の商品開発から販路開拓まで一貫した

伴走型支援をより一層強化しなければならない。 
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さらに、前回計画策定時の平成 26年度から 27年度にかけては、石井町商工会への新

規加入会員数が脱退者数を上回っていたが、平成 28年度は新規加入 11名、法定脱退(廃

業)14 名、平成 29 年度は 10 月末時点で新規加入 15 名、法定脱退 24 名と、法定脱退者

数が上回っており、廃業問題が新たに浮かび上がってきた。 

石井町は以前は廃業が少なく新規加入会員が多かったことから、この 3年間は、廃業

や事業承継に関する取り組みについてはあまり重点を置いていなかったが、今後はこれ

らについても重要性が高まってきている。外部有識者を交えた評価委員会においてもこ

の点については強く指摘されたところである。 

 

（３）小規模事業者の中長期的な振興のありかた 

小規模事業者はマーケットイン思考による戦略をたて経営計画に基づいて事業を展

開していかなければならない。しかし、小規模事業者の多くは経営計画を作成しておら

ず、また経営計画の重要性に対する認識が薄いことがこの３年間経営発達支援事業に取

り組んで浮き彫りになった。さらに小規模事業者は経営資源の制約から自ら調査やデー

タに基づいた綿密な経営計画を策定することは困難である。 

そこで中長期的な振興のありかたとしては、石井町商工会が小規模事業者に対してマ

ーケットイン思考及び経営計画の重要性について、巡回指導やセミナー等により普及啓

発をはかりつつ、伴走型の計画策定及び実行支援を継続的におこなうことで、将来的に

は小規模事業者が自ら経営計画を策定し計画に基づいた戦略的な事業展開により持続

的発展につなげるようにしなければならないと考えている。 

また、展示会や商談会への出展支援を行い、出展の前後には、プレゼンや販促ツール

の作成支援、アンケート結果のフィードバックにより販路開拓をより円滑に行えるよう

に支援する。 

さらに石井町においてもこの 2年、廃業が増えていることから、後継者の確保、特に

親族や従業員の後継者がいない事業者においては、地域の他の事業者や新規創業などに

よる第三者承継を推進することで新陳代謝を促進し、地域経済の活力の維持を図ってい

かなければならない。 

本会のビジョン「中長期的な振興の在り方」は「行政とともに農業と商工業の相乗的

な発展」とし、小規模事業者を伴走支援することである。小規模事業者の支援は、中長

期的な振興の在り方を踏まえて、前回よりの経営発達支援事業の個社支援、施策をさら

により細部まで浸透させ、地域経済の活性化においては「石井ブランドの強化による販

路の拡大」、「事業承継問題」を追加支援に加え、以下の「経営発達支援計画の目標」、「経

営発達支援計画の基本方針」を実施する。 

 

４．経営発達支援計画の目標（５ケ年） 

石井町の課題及び小規模事業者の中長期的な振興のありかたを踏まえ、今回の経営発

達支援計画においては従来からの目標である以下の①～③に加え、④と⑤を新たな目標

として設定する。 

①農業と商工業の相乗的発展 

 （地元の農産物やそれを加工した食品を軸に、農業と商工業が相互に結びつきあっ

て経済が成り立っており、商工業者も「農業あってこその商工業」という意識が強い

ことから更に相乗発展を支援していくために継続事業として実施する。） 

②経営計画の重要性についての小規模事業者への意識の浸透 

 （計画作成セミナーや計画実行支援について重点的に取り組んだ結果、計画策定し
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た事業者が増加し計画実行支援をおこなったことで業績の改善につながった事業者

が増加したが、セミナー１回あたりの受講者が少ないことから小規模事業者の経営

計画の重要性に対する意識が想像以上に低いことが浮き彫りになったことから継続

事業として実施する。） 

③経営計画の策定と実行支援による小規模事業者の業績向上 

（計画作成セミナーや計画実行支援について重点的に取り組んだ結果、計画策定し

た事業者が増加し計画実行支援をおこなったことで業績の改善につながった事業者

が増加したことから継続事業として実施する。） 

④石井ブランドの強化による販路拡大 

 （小規模事業者の販路開拓支援として農産品加工品など食品関連の小規模事業者の

展示会を開催してきたが、石井町の認知度の低さ、ブランド力の弱さが、一部の事

業所における商品力の弱さ、発信力の弱さが課題として見つかったため新規事業と

して実施する。） 

⑤後継者確保・育成と第三者承継推進による地域経済活力の維持 

 （事業承継ガイドラインでは直近の経営者の平均年齢は「中規模企業で６７．７歳」、

「小規模事業者で７０．５歳」と記載されている。本町においても行政と連携して、

実態を把握し「見える化」し、支援体制を早急に取り組まなければならない課題であ

ることから新規事業として実施する。） 

 

５．経営発達支援計画の方針 

 上記目標を達成するために石井町商工会の経営発達支援計画の方針は以下のとおり

とする。 

①農業と商工業の相乗的発展 

 農業と商工業の相乗的発展を推進するために農業者向けにセミナーや個別支援によ

る六次産業化支援、食品関連の商工業者向けにマーケットイン思考に基づく商品開発

から販路開拓までの一貫した支援。農業者と商工業者のマッチングから事業化までの

農商工連携に重点的に取り組む。 

②経営計画の重要性についての小規模事業者への意識の浸透 

 経営状況分析により小規模事業者に経営上の課題に気づいてもらうとともに経営計

画に基づいた経営で業績を向上させている小規模事業者の事例などをセミナーや巡回

訪問により紹介することで経営計画の重要性について認識してもらうことに重点的に

取り組む。 

③経営計画の策定と実行支援による小規模事業者の業績向上 

 商工業者や農業者などの対象別、本業強化や新規事業、事業承継、新規創業などテ

ーマを設定し、それらに応じてセミナーや個社支援によりきめ細かな計画策定支援、

実行支援に取り組んでいく。 

④石井ブランドの強化による販路拡大 

 石井ブランドを確立するためにまず認証制度を構築し統一したコンセプトのもと町

内の小規模事業者や農業者の商品開発支援に取り組む。その際、需要動向調査の結果

などを踏まえ、市場ニーズに基づいた商品づくりを重視する。また石井ブランド及び

ブランド認証を受けた商品の認知度向上及び販路拡大をはかるためＳＮＳなどを活用

した情報発信、パンフレットなど販促ツールの整備、ネット販売などの導入支援、大

都市圏における展示会やマッチングイベントの開催などに取り組んでいく。 

⑤廃業予備軍の把握・資産分析と第三者承継マッチングの推進 
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  経営状況分析の一環として、経営者が高齢化し、かつ後継者がいない事業所を廃業

予備軍と位置づけ、こうした事業所については有形・無形の各種資産につき、その価

値や有効と考えられる新たな用途を専門家とも連携して分析する。 

  そして、地区内の他の小規模事業者についても経営状況分析で強みや課題を把握

し、廃業予定の事業者の有形・無形の資産を承継すると有効活用できそうな地域内の

事業者を選定したうえで働きかけ、マッチングを図る。これにより、廃業による地域

の活力低下を防ぐとともに、既存事業者の経営の改善発達にも寄与することとする。 

 

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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 
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（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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

中小企業景況調査を４半期ごとに（対象者 製造業者３社・建設業者２社・小売業

者４社・サービス業者６社 計１５社）巡回によるヒアリング調査を実施した。調査

項目は売上額及び資金繰りの動向や生産に対する原材料仕入れ単価、売上に対する製

品在庫数、採算、従業員数（臨時・パート）、外部人材、新規設備投資計画の有無、引

き合いなどである。 

 また、平成２７年度９月期、平成２８年度９月に石井町内小規模事業者向けにアン 

ケート調査票を郵送し経済動向調査を実施した。回収率はともに２４％で調査項目は 

販売エリアなどの商圏、経営課題、後継者の有無や事業承継、消費税率が引き上げら 

れた場合の価格の転嫁の可否などである。 

 調査結果については集計しわかりやすいグラフ化し業種別にとりまとめ商工会ホー 

ムページに掲載、会報で情報の提供をおこなった。 

（２）評 価 

 地域の小規模事業者の動向を把握できたことは一定の成果といえるが、アンケート 

調査票の回収率が低かったこと、及び調査結果の発信がホームページ、会報のみで巡 

回訪問では活用できていなかったことが外部有識者を交えた評価委員会で課題として 

挙げられた。 

 また、全国平均値と石井町の比較もできていなかった。 

 地域内における廃業する事業者が増加している中、事業承継に結びつくより詳細な 

調査が必要ではないのかといった点が課題として挙げられる。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 アンケート調査の回収率をあげるために、アンケート調査票の返送を待つだけでな 

く、巡回訪問時に回答を促す。調査結果については紙媒体のレポートとしてとりまと 

め、巡回訪問時に経営指導員が説明をおこなう。景況調査については全国平均値と石 

井町の比較分析をおこなって上記レポートに盛り込む。 

地域内で廃業が増加していることから事業承継に結びつけていくための調査を新た 

におこなう。 

 

（事業内容） 

（１）中小企業景況調査（継続） 

    中小企業景況の情報収集をおこない、得られたデータをもとに専門家と連携 

し分析等をおこなう。分析結果については、小規模事業者に提供し、自社のビ 

ジネスモデルの検証や再構築へ効果的な活用を促すとともに、小規模事業者の 

経営課題を明確化し需要を見据えた事業計画の策定への基礎となる数値とし 

て活用していく。 

①時期・頻度 

四半期ごとにヒアリング形式で調査を５年間継続して行う。 
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②調査対象 

製造業者３社・建設業者２社・小売業者４社・サービス業者６社 計１５ 

     社程度を対象として実施していく。 

③調査項目 

四半期の・売上額・客単価・客数・資金繰り・商品仕入額・商品在庫数量・ 

採算・従業員数・業況・借入難度・借入金利・設備投資・経営上の問題など 

④調査方法 

 経営指導員や経営支援員による巡回・窓口相談により調査ヒアリングシー 

トを作成、情報収集を行い翌月末までに情報の集約をおこなう。 

⑤活用方法 

   中小企業景況調査で入手したデータを①地域経済分析システム（ＲＥＳ

ＡＳ）やＪ－ＮＥＴ２１（中小企業庁）、中小企業基盤整備機構、全国商工

会連合会、とくしま産業振興機構、徳島県商工会連合会などの公的機関が

公表するデータや情報②日経テレコンや日経新聞などの経済紙に掲載され

るデータや情報③金融機関や調査会社等が公表する中小企業景況調査結果

等のマクロ的なデータや情報と業種別、全国平均値などの比較分析をおこ

ない景況レポートとして会報やホームページ、ＳＮＳで情報提供し巡回相

談時に丁寧に説明していく。 

 

（２）経済動向調査（継続） 

地域の経済動向を的確に把握し小規模事業者支援に役立てるために情報収 

    集項目を明確化するとともに、得られた情報の分析・課題抽出、適切な情報発 

    信をおこなう。 

①時期・頻度 

  毎年１回、９月に経済動向調査を実施する 

②調査対象 

  石井町内小規模事業者（建設業・製造業・小売業・飲食業・サービス業等）

を対象に調査をおこなう 

③調査項目 

 販売エリアなどの商圏、経営課題、消費税率が引き上げられた場合の価格 

の転嫁、景気、経済動向、空き店舗情報などである。 

④調査方法 

アンケート調査票を郵送する方式で実施する。回収率を高めるため経営 

     指導員や経営支援員が巡回、窓口相談時に回収を促し回収率を高める。 

⑤活用方法 

経済動向調査で入手したデータをもとに各種統計資料（国勢調査、経済 

センサス（商業統計含む）、家計調査、工業統計など行政関係機関や金融機 

関などが提供している各種レポートなどの情報を精査し、経済動向分析、商 

業、工業の動向などを定期的・体系的に把握し、小規模事業者の経営上の課 

題点について個別相談時等に提供していく 

 

（３）事業承継調査（新規） 

  地域内の廃業が進む中、事業承継に関する実態を把握し、その課題や事業

の継続化、相続・事業承継対策について情報提供、廃業を予定している事業
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者と地域の他の事業者や創業者との事業承継マッチングをおこなっていく。 

①時期・頻度 

 毎年１回、１０月に事業承継意識調査を実施する 

②調査対象 

  石井町内小規模事業者（建設業・製造業・小売業・飲食業・サービス業）

を対象に調査をおこなう 

③調査項目 

 事業の概要、代表者の不動産、後継者の有無、事業継続や第三者承継への意

向、事業承継にあたっての課題、承継するだけの価値があると経営者自らが考

えている有形・無形の資産などである。 

④調査方法 

アンケート調査票を郵送もしくは、ＦＡＸ、巡回訪問しヒアリングにて調

査し事業承継についての調査・分析する。 

⑤活用方法 

事業承継調査で入手したデータをもとに事業承継引継ぎセンターな ど

が提供している各種情報と照らし合わせ、小規模事業者の円滑な事業承継に

向けて経営上の課題点について個別相談時等に提供していく。また、廃業を

予定している事業者については、経営状況分析により有形・無形の資産を明

確にし、第三者承継すると有効活用できそうな地域内の他の事業者に働きか

け、マッチングを図る。これにより、廃業による地域の活力低下を防ぐとと

もに、既存事業者の経営の改善発達にも寄与することとする。 

 

（４）（目 標） 
 

項 目 

 

 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

景況調査回数 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

経済動向 

調査回数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

事業承継 

意識調査 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

調査結果 

発信回数 
５回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

 

２．経営状況分析に関すること【指針①】 

＜第１期における取組みと成果＞ 

（１）実 績 

 小規模事業者への巡回訪問や窓口相談（延５００件）による経営状況（商品・サー 

ビスや経営資源における強み・弱み、顧客層、財務状況、重点的に取り組む課題）の 

把握・分析（延２５０社）をヒアリング形式でおこなった。その結果については決算 

確定申告時に数値のチャート化した資料で説明し経営状況分析を事業計画に活かし 

てもらうための必要性を認識して頂いた。 

また、経営状況の分析手法やノウハウを小規模事業者に理解してもらうために財務

分析手法や経営分析結果の活用法など各種セミナー（平成２７年度・平成２８年度・
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平成２９年度・延１５回開催、受講者数延１２６名） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度見込み 

セミナー開催数 ５回 ５回 ５回 

受講者数 ４０人 ４２人 ４４人 

 

巡回訪問やセミナーの受講生の中から、専門的な課題を有する事業者に対しては、

中小基盤整備機構専門家やとくしま産業振興機構のよろず拠点コーディーネーター、

日本政策金融公庫 徳島支店等と連携し各分野における専門家を派遣し強みを活かす

方策や弱みに対する改善手法についての支援をおこなった。 

（２）評 価 

巡回訪問や窓口相談での小規模事業者の経営状況の把握、分析をおこなえたことは

一定の成果であったが、経営状況の分析結果表が専門的で小規模事業者には理解しに

くい（わかりにくい）ことや、廃業や事業承継対策に活用できていないことが外部有

識者を交えた評価委員会で課題として挙げられた。 

  

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

経営状況の分析結果を小規模事業者に理解して頂くことで持続的な経営に向けて 

 の事業計画策定に結びつけていくために経営状況分析結果表を図などを用いた分か

りやすい紙媒体のレポートにまとめて提案説明していく。 

 また、廃業予定もしくは廃業を視野に入れている事業者については、有形・無形の

資産を洗い出し、その有用性を分析するとともに、他の事業者の経営状況分析結果と

照らし合わせ、その資産を引き継ぐのに適した事業者を選定し、第三者承継を働きか

ける基礎資料とする。 

 

（３）事業内容 

 （１）巡回訪問指導による経営分析（継続） 

  経営指導員による巡回や、訪問、窓口相談、各種部会や会議、セミナーの開催時

に小規模事業者に「経営状況の分析」の必要性・重要性を説明し、事例（経営状況

の分析をおこなうことにより財務状況の問題点が把握できた）なども紹介して経営

分析に取り組む事業者を掘り起こす。経営分析は経営指導員が巡回訪問などでヒア

リングや財務データに基づいて行う。経営分析結果については図を用いるなど小規

模事業者が分かりやすく理解しやすい紙媒体のレポートで作成説明をおこなう。こ

れにより、小規模事業者の自社の「強み」「弱み」や経営課題に気づいてもらう。 

  ①時期・頻度 

 通年・５年間継続し実施する 

②対象者 

 石井町内事業所 

③分析項目 

 ビジネスモデル（経営方針・ビジネスモデル・取扱商品や顧客の特徴など）・ 

経営環境（強み・弱み・機会・脅威）・財務（成長性、収益性、安全性、資金 

繰りなど）・経営課題 

   ④分析方法 

経営状況調査票を用い、巡回訪問しヒアリングにて調査し現状把握の状況や

今後の方向性等に関する情報を把握する。 
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入手したデータをもとに中小企業診断士等の専門家と連携し分析をおこな

う。 

⑤活用方法 

経営状況分析結果は、小規模事業者の経営課題を見い出すほか、今後の持続

的な経営の方向性の検討や事業計画策定支援につなげていく。 

 

（２）セミナー開催での経営分析（継続） 

  経営計画策定セミナー、消費税転嫁対策セミナー、事業承継セミナー、経営自 

己診断システムの活用（経営計画つくるくん・中小企業基盤整備機提供）などを 

通じて、経営状況の把握の強化や重要性を認識してもらい、ワーキングで小規模 

事業者自ら経営状況分析を行ってもらう。その後、経営指導員による巡回、窓口 

相談などにより、事業者自ら行った経営分析をブラッシュアップする。 

 特に、当町の主力産業である農産物等食品加工業者向けには、地域食材を活用 

した商品開発などをテーマにセミナーを開催し、事業者有する製造ノウハウの強 

みを活かしてどのような商品が開発できるかを検討できる機会を提供すること 

に重点を置く。 

①時期・頻度 

 通年・５年間継続し実施する 

②対象者 

 石井町内事業所 

③分析項目 

 ＳＷＯＴ分析、収益性・安全性・生産性・成長性、市場分析・競合分析・自 

社分析など 

   ④分析方法 

セミナーにおいて、経営状況分析シートにより数値化された現状把握や数値

の見方、業種別比較等の状況や今後の方向性等の考え方などを説明し、ワーキ

ングにより事業者自ら経営状況分析を行ってもらう。その後、経営指導員によ

る巡回、窓口相談などにより、事業者自ら行った経営分析をブラッシュアップ

する。 

⑤活用方法 

小規模事業者の経営課題を見い出すほか、今後の持続的な経営の方向性の検

討や事業計画策定支援につなげていく。 

 

（３）第三者承継を視野に入れた後継者不在事業者の経営分析(新規) 

経営者が高齢で後継者がいない事業者については、他の事業者への事業承継マ

ッチングを視野に、有形・無形の資産について価値を評価し、応用可能な用途や

業界を分析する。 

①時期・頻度 

 「１．地域の経済動向調査に関すること」において実施する事業承継調査実

施後、５年間継続し実施する。 

②対象者 

 事業承継調査で、６５歳以上で後継者がいないと回答した事業者や、巡回訪

問等で廃業を検討していることが判明した事業者 

③分析項目 
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 ＳＷＯＴ分析、収益性、有形・無形の資産（機械・設備、施設、技術、ノウ

ハウ、顧客、取引先、地域や顧客に関する情報、従業員等）に関する価値評価、

および応用可能な用途や業界など 

   ④分析方法 

中小企業診断士や税理士、不動産鑑定士等とも連携しながら、有形・無形資

産分析シートにより分析する。 

⑤活用方法 

 評価した有形・無形の資産につき、石井町内の他の事業者で、引き継ぐ意欲

のある事業者のほか、専門家や経営指導員が「引き継げば経営が活性化する」

と思われる事業者に働きかけ、全面的な事業承継だけでなく特定資産のみの引

き継ぎなど部分的な事業承継のマッチングに活用していく。 

 

（４）専門家派遣での分析（継続） 

   上記（１）、（２）、（３）に記載した調査・分析を推進していくにあたり、経営 

  指導員の巡回訪問先や各種セミナー受講者の中から、より具体的かつ専門的な課 

  題や目的を有する事業者、具体的には創業や第二創業、融資相談、補助金申請、 

  販路開拓、経営改善計画などに取り組もうとする小規模事業者を中心に、中小基 

  盤整備機構やミラサポ、よろず支援拠点、消費税転嫁対策などの事業を活用して 

  外部有識者や専門家の派遣をおこないより高度で詳細な分析をおこなう。専門家 

  等による助言、提案をおこなう際には、小規模事業者の経営の実態を踏まえて理 

  解できるよう、経営指導員も適宜丁寧にわかりやすく補足説明し、一緒になって 

実行方法を検討する。 

①時期・頻度 

 通年・５年間継続し実施する 

②対象者 

 「経営状況の分析」をおこなった事業者で具体的かつ専門的な課題や目的を

有する小規模事業者 

③分析項目 

 巡回訪問や各種セミナーで分析した内容のより高度な分析など 

   ④分析方法 

外部有識者や専門家と経営指導員が意見交換、情報交換しながら、対象事業

者の個々の実情を踏まえた高度かつ詳細な分析を行う。 

⑤活用方法 

小規模事業者の経営課題を見い出すほか、今後の持続的な経営の方向性の検

討や事業計画策定支援、第三者継承マッチングにつなげていく。 

 

（５）目 標 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

巡回指導によ

る経営分析数 
３０件 ３０件 ３０件 ３５件 ３５件 ３５件 

セミナー 

開催数 
５回 ５回 ５回 ６回 ６回 ７回 

セミナー参加

事業者数／回 
６人 １０人 １５人 １５人 １５人 １８人 

セミナー開催 ３０件 ５０件 ７５件 ９０件 ９０件 １２６件 
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による経営分

析数 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

 経営状況の分析をおこなった小規模事業者を対象に分析結果を基に弱みを克服し強

みを活かした経営計画作成等各種セミナーを中心に（平成２７年度 計５回・受講者

数３０名、平成２８年度 計６回 受講者数３２名、平成２９年度 計７回・受講者

数３６名）実施した。創業における事業計画策定セミナー（平成２７年度 計１回・

受講者数延１５名（うち２名が創業）、平成２８年度 計１回・受講者数延１６名（う

ち２名が創業）、平成２９年度は経済産業省認定創業スクールとして開催 計１回・受

講者１５名（うち２名が創業）実施した。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度見込み 

経営計画策定 

セミナー開催数 
５回 ６回 ７回 

経営計画策定 

セミナー受講者数 
３０人 ３２人 ３６人 

創業スクール 

開催回数 
１回 １回 １回 

創業スクール 

参加者数 
１５人 １６人 １５人 

創業スクール参加者の

うち創業された人数 
２人 ２人 ２人 

（２）評 価 

以前は、小規模事業者の多くは過去の経験や感覚で経営をおこなっており、事業計

画書を策定しておらず、経営理念・経営ビジョン・経営戦略等の必要性も認識してい

なかった。本事業による経営計画策定セミナーを受講することで、計画策定の必要性

や計画に基づく経営の重要性を認識してもらえるようになった。また創業スクールの

受講者から２名が創業したことも本事業による成果といえる。一方、セミナー１回当

たりの参加受講者が少なかったことは反省点であり、周知方法などに工夫が必要であ

る。また、外部有識者を交えた評価委員会では、小規模事業者が事業策定の必要性に

気付いてセミナー受講の動機づけとなるような機会を提供する工夫も必要であるとの

指摘があった。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

事業計画策定セミナーの参加者を増やし、さらに事業計画書の必要性やそれに基づい

て経営を行うことの必要性を認識してもらう（気付き）ために事業計画策定セミナーの

周知する際に、経営計画書の必要性や意義をわかりやすく説明したチラシを用意し、経

営指導員の巡回訪問、窓口相談時に受講への動機づけを意識しながら説明をおこなう。

また会報やＨＰ、ＳＮＳを活用しながら効果的に周知をはかる。 

（事業内容） 

（１）セミナー等の開催による事業計画策定支援（継続） 

 経営分析結果の提案やこれに基づく経営の方向性の提案をとおして、小規模事業者
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自らが問題意識を持ち、ビジネスモデルの変革や再構築の必要性に気付く機会を提供

し、小規模事業者の主体的な事業計画の策定と、講師や経営指導員による助言により

事業計画をブラッシュアップする。 

①時期・頻度 

 通年・５年間継続し実施する 

②対象者 

 石井町内事業所 

特に経営状況の分析、をおこなった事業者には重点的にセミナー参加を働き

かける。 

③セミナーのテーマと内容 

 テーマは、事業戦略策定等に関する経営計画、経営革新、マーケティング関

連、ものづくり、サービス業の生産性向上、金融（日本政策金融公庫との連携）、

創業（創業スクール、徳島県信用保証協会との連携）、第二創業など。内容は、

講師による講義のほか、個人ワーク、講師と経営指導員によるブラッシュアッ

プ支援など。また、国、県、市町村等の支援策等をセミナーにおいて紹介し、

活用を促す。 

   ④周知方法 

事業計画書策定の意義や必要性を当会ＨＰ、会報に掲載したり、ＳＮＳで発

信する。また、喚起チラシ等を作成し、経営指導員が巡回訪問・窓口相談時に

必要性を説明しつつ配布したり、定期郵便物の中に同封することで、小規模事

業者に事業計画策定の重要性や必要性を認識してもらい、各種セミナー参加を

呼び掛ける。 

⑤効 果 

事業計画書を作成している事業者はそれほど多くない状況であり、持続的な経

営をおこなっていくためにも小規模事業者に事業計画策定の必要性や意義を認

識してもらい、経営計画策定を通じて強みを生かした戦略的な経営やマーケッ

トインの発想を浸透させる。 

 

（２）地域資源を活用し経営力の向上を図ろうとする小規模事業者に対する事業計画

策定支援（新規） 

  地域資源（農産品、農産加工品、観光資源など）を活用し経営力の向上を図ろう

とする小規模事業者に対しては、行政、徳島県農林水産総合技術支援センター、Ｊ

Ａ名西郡等と連携し、地域資源の活用や特産品の開発、農商工連携に対する新たな

可能性に対する助言をおこない実現可能性の高い事業計画策定を支援する 

 

①時期・頻度 

 通年・５年間継続し実施する 

②対象者 

 石井町内の地域資源を活用しようと考えている小規模事業者（農業者を含む） 

③内 容 

 地域資源を活用して新たな商品開発や販路開拓を図りたいといった小規模事

業に対して事業計画策定によるメリットと農商工連携の可能性を訴求する。そ

のうえで、行政、徳島県農林水産総合技術支援センター、ＪＡ名西郡等と連携

し、地域資源活用や特産品開発、農商工連携に関して、専門的な知見を取り入
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れた事業計画策定を支援する。 

   ④周知方法 

地域資源を活用して新たな商品開発や販路開拓について意向がある小規模事

業者に対して事業計画書策定についての喚起チラシ等を作成し、経営指導員等

が計画的な巡回指導により地域経済動向分析や経営状況の分析から得られた情

報を活用し小規模事業者の掘り起しをおこなう。 

⑤効 果 

地域資源を活用し経営力の向上を図ろうとする小規模事業者の売上拡大や販

路開拓に向けた、実現可能性の高い事業計画策定を推進することができる。ま

た、石井ブランドの構築と認知度向上につながるきっかけとなる。 

 

（３）創業者に対する事業計画策定支援（継続） 

石井町は平成２９年に「競争力強化法」に基づく「市町村認定」を受けており、

本会主催の創業セミナーを「特定支援事業」と定めていることから、行政と密に連

携した支援体制の構築を図っていきながら、「創業セミナー」を開催し創業希望者の

知識向上を図り、創業計画の策定支援をおこなうことにより、創業支援をおこなう。 

①時期・頻度 

 通年・５年間継続し実施する 

②対象者 

 石井町内で創業準備または創業を希望する企業者。 

③セミナーのテーマと内容 

 開業から運営までのプロセス応用や経営の基礎・創業のための法律知識・創

業時の資金調達方法・会計・財務管理の基礎知識・経営及びマーケティング・

人事・財務戦略などについての支援をおこなっていく。より専門的な相談を必

要とする案件については専門家を活用した個別相談支援をおこなっていく。 

   ④周知方法 

石井町と連携し、広報いしい、石井町商工会だよりなどの広報誌やホームペ

ージ・ＳＮＳ・パンフレットなどを活用し、幅広く石井町民や創業希望者等に

創業相談支援等の施策の周知をはかる。 

⑤効 果 

事業計画書を作成を通じて創業希望者自身が将来像を描くビジョンをスクリ

ーニングし、起業希望者自身が自ら考え、持続的な経営をおこなっていくため

にも事業計画策定の必要性や意義を認識してもらい、経営計画策定を通じて強

みを生かした戦略的な経営やマーケットインの発想を浸透させ、経営手法を確

認整理できるように促していく。 

 

（４）目 標 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 
平成３３年

度 

事業計画策定

セミナー開催

回数 

７回 ８回 ８回 ９回 ９回 １０回 

経営計画策定 

セミナー受講

者数 

３６人 ６４人 ７２人 ９０人 ９０人 ９５人 
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事業計画策定

事業者数 
２５人 ２７人 ２８人 ２９人 ３０人 ３１人 

地域資源活用

事業計画策定

事業者数 

未実施 ８人 １０人 １２人 １５人 １７人 

創業計画策定

事業者数 
１５人 １６人 １７人 １８人 １９人 ２０人 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

事業計画策定後の小規模事業者への定期的巡回訪問数は、平成２７年度 計２５件、

平成２８年度 計２６件、平成２９年度 計２８件 事業策定者後のフォローアップを

おこなった。また事業計画策定を契機として小規模事業者持続化補助金申請者、平成２

７年度 ２３件、平成２８年度 ２４件、平成２９年度 ５件の申請をおこなった。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度見込み 

計画策定事業者数 ２５人 ２７人 ２８人 

実行支援事業者数 ２５人 ２７人 ２８人 

フォローアップ件数 ２５件 ２７人 ２８人 

小規模事業者持続化

補助金申請者数 
２３件 ２４件 ５件 

 （２）評 価 

  事業計画策定をされた小規模事業者はすべて実行のフォローアップをおこなった

が、計画目標を達成した事業者は多いとは言えなかった。これは経営指導員 2 人だ

けでのフォローであるため、1 件当たりの巡回時の支援時間など制約により、十分

な支援が行えなかったことが一つの要因と考えられる。また、外部有識者を交えた

評価委員会では、計画の進捗度合いや実行段階での課題の内容に応じて、個々の事

業者の支援頻度にメリハリをつけたり、専門家や他の支援機関との連携を強化すべ

きとの指摘があった。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

四半期に一度のフォローアップを原則としつつ、進捗が遅れている事業者、創業

間もない事業者、経営課題が専門的な事業者、地域資源活用計画を策定した事業者

については支援頻度を高めるとともに、専門家や他の支援機関との連携を強化する。 

 

（事業内容） 

（１）経営指導員等による定期的なフォローアップ（継続） 

   小規模事業者の事業計画策定後の実施について事業計画の進捗状況の確認、現

状把握をおこない、必要な助言や支援をおこなう。地域資源活用事業者や創業間

もない事業者、課題が専門的な事業者については、訪問頻度を高め、専門家派遣

や他の支援機関との連携により重点的に支援を行う。 
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①時期・頻度 

 四半期に一度のフォローを原則としつつ、重点フォロー先は訪問頻度を高め

る。 

②対象者 

 事業計画を策定した小規模事業者 

③指導内容 

 計画内容が計画倒れにならないように定期的な状況確認をおこなう。計画策

定段階における仮説の適否、市場や競合先の動向、顧客ニーズへの適合、オペ

レーション段階での改善点などについて、問題点があれば改善策を提案し、必

要に応じ専門家派遣や他の支援機関と連携して支援する。 

   ④手 段 

巡回計画に基づいてフォローアップをおこなっていくが、重点フォロー先は

随時訪問する。また、メールや電話によるフォローアップも組み込みながら機

動的に支援をおこなっていく。 

⑤効 果 

小規模事業者に対するフォローアップを手厚く実施することで事業計画の実

現化に結びつく。 

（２）支援施策状況の提供（継続） 

   事業計画のより円滑な実行のために、中小企業庁や中小機構からの情報や、

他支援機関からの情報または実施される支援策などをタイムリーに把握してま

とめ、小規模事業者の計画実行推進に役立つ情報と施策活用支援をおこなう。 

①時期・頻度 

 随時・５年間継続し実施する 

②対象者 

 事業計画策定を策定した小規模事業者のほか、巡回訪問時に事業計画策定の

必要性を周知するすべての小規模事業者 

③指導内容 

 事業計画のより円滑な実行のために、中小企業庁や中小機構からの情報や、

他支援機関からの情報または実施される支援策など瞬時に把握しまとめ、小規

模事業者の計画実行推進に役立つ情報と施策活用を促す。 

   ④手 段 

巡回計画に基づいてフォローアップにおこなっていくが、メールや電話によ

るフォローアップも組み込みながら継続して支援をおこなっていく。 

⑤効 果 

小規模事業者に対する支援施策情報の提供で事業計画の実現化に結びつく。 

 

（３）金融支援によるフォローアップ（継続） 

   事業計画を実行していくうえで、販路開拓に係る資金や、設備投資など資金調

達が必要な場合は、これまでの県単融資制度や日本政策金融公庫における小規模

事業者経営改善資金（マル経）に加え、日本政策金融公庫の小規模事業者経営発

達支援資金を資金調達時の支援メニューのひとつとして活用する。 

①時期・頻度 

 随時、調達資金が必要な時期・５年間継続し実施する 

②対象者 
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 事業計画策定を策定した小規模事業者のうち、資金調達が必要な事業者 

③指導内容 

 事業計画を実行していくうえで、販路開拓に係る資金や、設備投資など資金

調達が必要な場合は、小規模事業者経営発達支援資金を資金調達時の支援メニ

ューのひとつとして活用し資金調達を円滑にする。 

   ④手 段 

巡回計画に基づいてフォローアップをおこなっていくが、資金調達が必要な

場合、巡回訪問時やメールまたは電話による相談でも支援をおこなっていく。 

⑤効 果 

事業計画を実行していくうえで、販路開拓に係る資金や、設備投資など資金

調達が必要な場合は、日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援資金を資

金調達時の支援メニューのひとつとして活用することで円滑に資金需要に対応

することができ事業計画の実行が円滑に行われる。 

（４）目 標 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 
平成３３年

度 

事業計画フォ

ローアップ事

業者数 

２５人 ２７人 ２８人 ２９人 ３０人 ３１人 

地域資源活用

事業計画策定

フォローアッ

プ事業者数 

未実施 ８人 １０人 １２人 １５人 １７人 

創業計画策定

フォローアッ

プ事業者数 

１５人 １６人 １７人 １８人 １９人 ２０人 

フォローアッ

プ件数 
１００回 ２０４回 ２２０回 ２３６回 ２５６回 ２７２回 

支援施策 

提供数 
５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

 平成２７年度 石井町内商業施設（フジグラン等）で開催した土曜市会場で来場者

を対象にヒアリング形式で需要動向調査を実施。調査企業（１３社・対象商品４０・

データ２５０）、東京丸の内ＫＩＴＴＥで開催した石井物産展時に需要動向調査を実

施。調査企業（１１社・対象商品３９・データ１３０） 

 平成２８年度 石井町ふるさと納税返礼品、利用者を対象に需要動向調査をアンケ

ート形式で実施。調査企業（１１社・対象商品３５・データ１３０）、石井町商業観光

マッチングイベントにてヒアリング形式で参加者４０名を対象に需要動向調査を実

施。東京有楽町交通会館、石井物産展時に需要動向調査を実施。調査企業（９社・対

象商品２７・データ１２０） 

（２）評 価 

 需要動向調査を実施した小規模事業者は下請け的な業務や限られた商圏内での業 
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務であったゆえに、自ら需要動向を理解している事業者はごく僅かであった。地域内 

の消費が冷え込む中で「売れる商品」作りには買い手のニーズを踏まえたマーケット 

インの発想が必要不可欠であるということが小規模事業者に認識されたことは成果と 

いえる。一方で、変化の激しい現代社会において、統計データや専門的機関の分析も 

活用したトレンド情報調査なども必要という、外部有識者を交えた評価委員会で指摘 

があった。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

 変化の激しい現代社会において需要動向の情報は非常に重要であるため、買い手の

ニーズを踏まえたヒアリング形式での需要動向調査に加え、新たに統計資料によるト

レンド情報調査を実施し小規模事業者へ提供することで商品やサービスの向上に反映

させ伴走型の支援をおこなっていく。 

 

（事業内容） 

（１）消費者等アンケートによる需要動向調査の実施（継続） 

   小規模事業者は需要動向の必要性や調査手法等について理解していないため、

自社の経験や思い込みによる商品開発やサービスの提供等をおこなった結果、顧

客ニーズとはマッチせずに事業の成果が上がらないケースが見受けられる。 

   地域資源を活かした地域特産品開発を支援するため、地域資源に関する事業計

画を策定した事業者の商品や試作品を中心に、消費者等アンケート調査及び特産

品動向調査を実施する。 

 

①時期・頻度 

 石井町内商業施設（フジグラン等）で毎月１回開催される土曜市で年３回・

５年間継続し実施する 

②調査対象商品 

 地域資源活用計画や特産品開発計画、農商工連携計画を策定した事業者の既

存商品や開発商品、試作品 

   ③調査対象者 

    土曜市への来場者 

④調査項目 

価格、味やパッケージの好み、従来商品・他社商品との比較、商品・サービ

スの満足度、新商品のアイデアなど 

   ⑤調査サンプル数、採集数 

     各社商品、５０／回のサンプルの採集をおこなう。 

⑥手 段・手 法 

石井町内商業施設で開催される土曜市会場にて専門家を踏まえ来場消費者に

対してヒアリング形式でおこなう。製造業者も直接商品説明などをおこない消

費者の生の声を聴くことで商品開発に役立てる。 

⑦成果の活用 

地域資源活用事業者（食品製造業者・小売業者・サービス業者など）による

新商品開発や新たな販路開拓に向け、対象となる商品に関する市場や顧客の動

向・傾向に関する調査結果を分析し、わかりやすく加工して情報提供をおこな

う。また収集した市場動向やトレンド情報を、販路拡大に向けた小規模事業者
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の外部環境資料として、販売戦略・経営戦略の計画づくりに活用する。 

 

 （２）地域イベント等を活用したテストマーケティング支援の実施（継続） 

    地域資源活用事業者（食品製造業者・小売業者・サービス業者など）の育成 

支援に向けて、石井町夏祭りにおける新商品チャレンジ・マーケットや石井町 

商業施設で開催される土曜市イベントなどを活用して、小規模事業者が自らお 

こなうテストマーケティングを支援し、小規模事業者の効果的な商品開発や販 

路開拓の実現に結び付ける。 

※（１）の消費者アンケートとは異なり、参加した小規模事業者が自ら来場者

に試食提供しながら意見をうかがう。 

 

①時期・頻度 

石井町夏祭り（毎年８月）・５年間継続で実施する 

石井町内商業施設で開催される土曜市（月１回のいずれか年３回）・５年間継 

続し実施する 

②調査対象商品 

 地域資源活用事業者・商品の試作開発に取り組む小規模事業者・販路開拓に

取り組む小規模事業者の試作品 

③調査項目 

 回答者の属性・商品やサービスの内容に対する評価、外観、ネーミング、量、

価格に対する評価、競合他社との比較、今後お土産として期待する商品やサー

ビスなど 

   ④手 段・手 法 

地域イベント会場で新商品や新役務の開発等に取り組む小規模事業者が、試

作販売を通じて、イベント来場者やバイヤーに対して、アンケートおよびヒア

リング調査をおこなう。経営指導員等はテストマーケティングの一連のプロセ

スを支援する。 

⑤調査サンプル数、採集数 

     各社商品、５０／回サンプルの採集をおこなう。 

⑥成果の活用 

中小企業診断士などの専門家と連携し、調査結果を収集・分析する。これを

提供することにより、ターゲットやコンセプトを明確にし、より顧客ニーズを

踏まえた商品の開発やサービスの向上、改善に活用する。経営指導員等は本調

査・分析に積極的に関与する。 

 

（３）各種統計調査等を活用した需要動向調査（新規） 

   ②の対象事業者の商品・サービスに関し、国や行政関係機関、民間各種分析デ

ータを収集・整理し小規模事業者が開発予定の商品・サービス等に関する需要動

向の分析結果を提供することで、小規模事業者の需要開拓を支援する。 

 

①時期・頻度 

随時・５年間継続で実施する 

②対象事業者 

経営革新等新たな事業展開を考えている小規模事業者・事業計画を策定した
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小規模事業者・商品の試作開発に取り組む小規模事業者・販路開拓に取り組む

小規模事業者 

③調査項目及び手段・手法 

 日経テレコンのＰＯＳデータ分析、新聞、ニュース記事検索・総務省統計局

「家計消費状況調査」「家計調査」から消費動向や市場規模収集整理するほか、

業種別審査辞典から需要動向、新聞、インターネット等から市場動向を収集整

理する 

④成果の活用 

   小規模事業者が取り組む新商品開発や新たな販路開拓に向け、対象となる商

品・サービスに関する市場や顧客の動向や傾向に関する情報提供をおこなう。売

れ筋商品の背景や要因分析に役立てる。整理・分析した情報は、経営指導員等 

が資料として整理しまとめ、小規模事業者の支援時の資料として活用する。調査

結果については中小企業診断士などの専門家と連携し、消費者の意識や今後の需

要動向についての分析をおこなった後、経営指導員等がまとめ、商工会内で情報

共有し、小規模事業者の支援時の資料として活用する。また、②の対象事業者の

商品、サービスに関し、（１）、（２）の調査結果と対比しながら分析し事業所に提

案して行く。 

 

（４）目 標 

項 目  現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 
平成３３年

度 

消費者アンケ

ート調査回数 
３回 ４回 ４回 ５回 ５回 ５回 

消費者アンケ

ート調査個社

支援数（年間

合計） 

１０ １０ １３ １３ １５ １５ 

テストマーケ

ティング調査

回数 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

テストマーケ

ティング支援

事業所数 

５事業所 ７事業所 ８事業所 １０事業所 １０事業所 １２事業者 

統計調査によ

る調査支援事

業所数 

未実施 １７事業所 ２１事業所 ２３事業所 ２５事業所 ２７事業者 

 

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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

  ・平成２７年度 東京都丸の内ＫＩＴＴＥ 石井町物産展を主催した 

   出展業者数１１事業者・取扱品目３９ 

  ・ＥＣサイト ニッポンセレクト．ｃｏｍ 出店５事業者 

  ・平成２８年度 東京有楽町交通会館 石井町物産展を主催した 

   出展業者数 ９事業者・取扱品目２７ 
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  ・石井町ふるさと納税返礼品 取扱業事業者１５店登録 

  ・ＥＣサイト ニッポンセレクト．ｃｏｍ 出店６事業者 

  ・平成２９年度 大阪豊中市 石井物産展を主催した  

   出展業者数７事業者・取扱品目２８ 

   東京都府中市 石井物産展（予定）展業者数１２事業者・取扱品目３９ 

    

（２）評 価 

  地域の小規模事業者は積極的な販売促進などによる新たな需要開拓に関心が薄

く、販売促進活動が不得意な事業者がほとんどであったが、セミナーなどで計画策

定や新規顧客開拓、販路拡大などについての必要性を認識し新たに展示会・商談会

などを通じて小規模事業者の特徴ある商品・サービスの販路拡大と認知度の向上を

図ることができたことは成果といえる。しかし一方で、展示会、商談会に不慣れな

小規模事業者が多く、プレゼン方法やチラシやパネル等の販促ツール、試食方法な

どのＰＲにおいて、効果的とは言えないケースも散見されたのは課題と言える。外

部有識者を交えた評価委員会では、展示会への出店前の販促に関する事前指導や、

終了後の改善点などのフィードバックなどを強化するよう指摘があった。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

  販売促進活動として展示会・商談会を拡充しつつ、新たな方向性として、展示会・

商談会に参加する小規模事業者の販促スキルアップのための事前指導や事後のフォ

ローに重点を置く。またＥＣサイトの活用やＨＰなどからも小規模事業者の特徴あ

る商品・サービス、情報を発信・購入できるような整備にむけた支援をおこなって

いく。 

 

（事業内容） 

（１）展示会、商談会の開催による販路開拓支援（継続） 

  小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起こしに向け、多様

な顧客のニーズにあった商品・サービスを提供・発信する機会を増大させるため、

県や金融機関（全国に支店を有する）と連携し、地域の小規模事業者の新たな販路

開拓に向けて展示会、商談会を開催する。徳島県が東京首都圏に新たに開設展開す

る施設での地域特産品展示商談会、徳島県大阪事務所が主催する全国ふるさと物産

展での地域特産品展示商談会の出展を呼び掛ける。またフォローアップとして専門

家と連携し今後の商品開発を見越したフィードバックをおこなうことで、販路開拓

の継続的な支援を実施する 

 ①開催目的 

地域資源を活用した多様な顧客のニーズにあった商品・サービスを提供・発信す

る機会を増大させるとともに、商品の改良や新たな商品開発のヒントを得ることで

新たな販路開拓や需要の拡大につなげていく。 

 ②支援対象 

地域資源活用事業者・商品の試作開発に取り組む小規模事業者・販路開拓に取り 

組む小規模事業者 

 ③支援内容 

  販路開拓、拡大、今後の商品開発を見越したフィードバック、ＰＲ方法や陳列の

演出 
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 ④訴求対象 

  関東東京エリアや関西大阪エリアで安心安全な食材を求める消費者や、価格より

も素材の良さに価値を見出すバイヤー（大手量販店よりも中堅以下の専門店やネッ

トショップ等） 

 ⑤効果的取組 

  展示会・商談会に臨むにあたって事前セミナー（展示・陳列、チラシ作成、商談

コンタクト、試食方法）を開催する。また展示商談会におけるアンケートを実施し

その結果については小規模事業者にフィードバックすることで今後の商品開発や販

路開拓などに役立てる。 

（２）販促ツール・プレスリリース作成セミナーの開催等による販路開拓支援（新規） 

  販路開拓支援に係る効果的なＰＲツール（チラシ・フライアー・ＤＭなど）の作

成や、小規模事業者が開発した商品・サービス、展示会・商談会などを積極的にメ

ディアに取り上げてもらうためのプレスリリース作成に関するセミナーを開催す

る。また、セミナー受講者のフォローアップとして、専門家派遣をおこない実効性

を高める。 

①開催目的 

効果的な販路開拓につなげるとともに、商品を効果的にＰＲしメディアに取り上

げてもらうことで認知度を高める。 

 ②支援対象 

地域資源活用事業者・商品の試作開発に取り組む小規模事業者・販路開拓に取り 

組む小規模事業者 

 ③支援内容 

  ＰＲツール（チラシ・フライアー・ＤＭなど）やプレスリリース作成に関する専

門家による講義や実習(ワークショップ)、フォローアップとして専門家の派遣支援 

 ④効 果 

  ＰＲ方法の検証と地域資源を活用した開発商品のメディアでの取り上げで小規模

事業者などの認知を高めることにむすびつく。 

 

（３）ＩＴを活用した販路開拓支援（継続） 

  全国商工会連合会が運営する小規模事業者支援システム「ＳＨＩＦＴ」によりホ

ームページの開設と販売システムの構築を支援し、商品・サービスのＰＲや買い物

かごを使ったオンラインショップの活用につながる支援をおこなう。また、全国商

工会連合会を運営する「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」への出品や出店支援をおこな

いＥＣサイトの充実を図ることによる販路を開拓するとともに小規模事業者の認知

度の向上も併せて支援する。 

①開催目的 

オンラインショップの活用でＥＣサイトの充実をはかる 

 ②支援対象 

地域資源活用事業者・商品の試作開発に取り組む小規模事業者・販路開拓に取り 

組む小規模事業者 

 ③支援内容 

  オンラインショップの活用、ＥＣサイト活用支援についての小規模事業者への働

きかけと、具体的な導入方法やノウハウについての助言などの支援 

 ④効 果 
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  新規顧客の獲得および既存顧客の購買頻度の促進 

（４）メディア等の活用によるＰＲ支援（継続） 

  小規模事業者は情報発信力が弱いことから、石井町商工会や徳島県商工会連合会

と親しいメディア等の情報発信力を活用し、地域内外へ訴求し販路開拓をおこなう。 

①開催目的 

メディア等の情報発信力を活用し地域内外へ訴求し販路開拓をおこなう。 

 ②支援対象 

地域資源活用事業者・商品の試作開発に取り組む小規模事業者・販路開拓に取り 

組む小規模事業者 

 ③支援内容 

  新たに開発した新商品や新サービス等を地元ケーブルテレビ石井や四国放送テレ

ビ、地元徳島新聞社などにプレスリリースしマスコミに情報提供する。また、商工

会が支援した取り組み内容について徳島県商工会連合会の広報誌で紹介する。 

 ④効 果 

  地域内外の新規顧客の獲得、小規模事業者及び商品の知名度並びに認知度が向上

される。 

 

（５）目 標 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 
平成３３年

度 

展示会・商談会

支援出展者数 

商談件数／社 

（ＢtoＢ） 

成約件数／社 

（ＢtoＢ） 

対前年売上増

加事業者数 

（ＢtoＣ） 

１０事業者 

 

－ 

 

 

－ 

 

－ 

１５事業者 

 

８ 

 

 

３ 

 

２ 

１５事業者 

 

８ 

 

 

３ 

 

３ 

１７事業者 

 

９ 

 

 

４ 

 

３ 

１７事業者 

 

９ 

 

 

４ 

 

４ 

１８事業者 

 

１０ 

 

 

５ 

 

４ 

プレスリリー

ス作成セミナ

ーフォローア

ップ件数 

・支援事業者

数 

・メディア掲

載数 

 

未実施 

 

未実施 

 

未実施 

 

８件 

 

８事業所 

 

５ 

９件 

 

９事業所 

 

５ 

１０件 

 

１０事業所 

 

６ 

１１件 

 

１１事業所 

 

６ 

１２件 

 

１２事業所 

 

６ 

 

ＩＴ支援事業

者数 

・対前年売上

増加事業者数 

（ＢtoＣ） 

 

 

１０人 

 

― 

 

 

 

１２人 

 

５ 

 

 

 

１４人 

 

５ 

 

 

 

１６人 

 

６ 

 

 

 

１８人 

 

６ 

 

 

 

２０人 

 

７ 

 

ＰＲ紹介支援

事業者数 

・対前年売上

５事業所 

 

－ 

７事業所 

 

４ 

９事業所 

 

４ 

１１事業所 

 

５ 

１３事業所 

 

５ 

１５事業所 

 

５ 
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増加事業者数 

（ＢtoＣ） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

平成２７年度・平成２８年度・平成２９年度、石井町、徳島県農林水産総合技術

支援センター、ＪＡ名西郡、商工会、商工会青年部・女性部などの各種団体と連携

し「地域活性化委員会」を組織し地域経済の活性化に向けたプラン等を共有し地域

の特性を捉えた活性化策の方向性や事業内容の検討をおこない、平成２７年、平成

２８年（各１回）と工場現場など産業観光体験ツアーや桜まつり、藤まつり等の開

催で来町者の増加や交流人口の増加によるにぎわいの創出を促進した。 

 

（２）評 価 

  各種団体が連携して産業振興を含むイベントを開催し、にぎわいの創出を促進し

たことについては一定の成果であるが、地域資源を活用した商品などのブランド力

が弱いことが課題である。外部有識者を交えた評価委員会においても、石井ブラン

ド構築に向けた取り組み強化が必要との指摘があった。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

 各種団体が連携して地域経済活性化の方向性を検討し、意識を共有し当地域のブラ

ンド力向上の取り組みについて検討するとともに、地域のにぎわいの創出や地域経済

の活性化を実現し小規模事業者が事業を継続的に発展させるための良好な環境整備に

努める。 

（事業内容） 

（１）石井ブランドの認証制度の構築（新規） 

  地域資源を活用した商品は小規模事業者個々に点在しているが、ブランドとして

は統一性が図られておらず石井町の認知度は低い。そこで、石井町、徳島県農林水

産総合技術支援センター、ＪＡ名西郡、商工会などの各種団体が連携して特産品認

証制度を立ち上げる。具体的には、認証基準を策定し、認証された商品や製品に対

して統一の認証マークを与え、統一感を演出することで小規模事業者の個々の商品

や製品のグレードを高めていく。さらに統一名称を決定し、地域ブランド化を確立

することで地域経済の活性化に結びつけていく。 

  

（２）地域イベントによる地域経済の活性化（継続） 

  地域イベントを単に地域の賑わいの創出だけでなく、小規模事業者の営業活動や

売上・利益向上にむすびつけるため、石井町、徳島県農林水産総合技術支援センタ

ー、ＪＡ名西郡、商工会各種団体が連携し、地域イベントが地域経済活性化につな

がるための方向性を検討し、実行に向けた取り組みをおこなう。 

  「桜まつり」、「藤まつり」、「夏祭り」、「産業観光体験ツアー」、「冬まつり」、「土

曜市」など四季折々のイベントが開催され実行委員会組織で運営されているが、地

域経済活性化のための統一目線とコンセプトのもとに、各実行委員会が有機的に連

携して実施する。小規模事業者が積極的にイベントに参加することで知名度向上や

認知度を高め、売り上げ増加などの地域経済の活性化を図る。 
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（３）目 標 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 
平成３３年

度 

認証製品数 未実施 １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

イベント 

開催回数 
６回 ７回 ７回 ８回 ８回 ８回 

出展者数 ２５事業者 ３０事業者 ３０事業者 ３５事業者 ３５事業者 ４０事業者 

来場者数 ４，０００人 ４，１００人 ４，１００人 ４，２００人 ４，２００人 ４，３００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 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

  平成２７年度、平成２８年度、平成２９年度と税理士会や徳島県信用保証協会、

日本政策金融公庫 徳島支店、地元３行（阿波銀行・徳島銀行・四国銀行）金融機

関との情報交換会における支援方策、活用ツールなど支援ノウハウを高め小規模事

業者への支援に活用できた 

 

（２）評 価 

  上記支援機関との情報交換会は一定の効果が得られているが、事業計画実行時に 

より有効な支援が実施できるよう、個別の資金調達案件や専門的課題の案件におけ 

る情報交換の回数を増やす必要がある。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

 個別の資金調達案件や専門的課題の案件における情報交換の回数を増やす。 

 

（事業内容） 

 （１）地元金融機関（阿波銀行・徳島銀行・四国銀行）日本政策金融公庫・徳島信

用保証協会などとの連携（継続） 

  事業計画策定実施における金融支援が増加傾向にある中、管内経済動向や金融 

支援事例など情報交換を計画的に複数回（四半期）開催し最新支援ノウハウや支

援力を向上させることで経営発達支援事業に活用する。また、個別案件に関する

情報交換の回数を増やす。 

①時期・頻度 年間６回程度・５年間継続で実施する 

②目 的 

 身近な事案や案件を取り扱う金融機関と連携し小規模事業者の決算数値やキ 

ャッシュフロー等の財務状況の把握や課題等に対する適切な支援をおこなうた 

めに支援ノウハウ（財務諸表分析力等）の蓄積をはかる 

③効 果 

 小規模事業者に寄り添って伴走型の支援をスムーズにおこなうことができる 

ことで経営発達支援事業の円滑な実施がおこなえる 
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（２）税理士会、社会保険労務士会、弁護士会との連携（継続） 

 従来から実施している税理士会との情報交換会に加え、新たに社会保険労務士 

会や弁護士会とも情報交換会を開催し、支援事例や法改正など現況を踏まえた支 

援方策や支援ノウハウや支援力を向上させることで経営発達支援事業に活用す

る。 

 ①時期・頻度 年間３回程度・５年間継続で実施する 

②目 的 

 身近な事案や案件を取り扱う支援団体と連携し、個人・法人決算申告時の申告

支援や、雇用離職手続き等の各種届出、経営上の法律的なトラブルへの対処法等

の支援ノウハウの蓄積をはかる 

③効 果 

 小規模事業者に寄り添って伴走型の支援をスムーズにおこなうことができる 

ことで経営発達支援事業の円滑な実施がおこなえる 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

中小基盤整備機構が主催する中小企業支援担当者向け研修や徳島県商工会 連合 

会等が主催する研修会に経営指導員及び経営支援員が参加し支援能力の向上をはか

った。また支援ノウハウ及び小規模事業者を対象に実施した経営分析結果等につい

ては職場内勉強会で情報の共有化をはかった。 

 

（２）評 価 

  中小基盤整備機構が主催する中小企業支援担当者向け研修や徳島県商工会連合 

会等が主催する研修会に経営指導員及び経営支援員が参加し支援能力の向上をはか

り小規模事業者支援に一定の成果がみなれたことは評価させるが、経営指導員など 

 不足している能力の分析がおこなわれておらず、個々の能力を把握することが必要

であると外部有識者を交えた評価委員会で課題として挙げられた。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

  研修への参加に加え、経営指導員等の、個々の能力を把握し、強化すべき支援課

題を明確にして、それに対する経営指導員等による自主勉強会や石井町商工会独自

の研修を実施する。 

 

（事業内容） 

 （１）職員の資質向上について（継続） 

   ①経営指導員、経営支援員など全職員が小基盤整備機構が開催する中小企業支

援担当者向け研修に積極的に参加し支援力の強化をはかる 

   ②徳島県商工会連合会が開催する職員向け小規模事業者支援研修に全職員が積

極的に参加し支援力を強化する 

   ③金融機関及び徳島信用保証協会、労働局、税務署などが開催する各種研修会

に積極的に参加し金融情勢や金融支援制度、有益な施策や制度などについて情

報収集し、小規模事業者への支援に活用する 
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（２）職員の支援力分析（新規） 

   全国商工会連合会が実施するＷＥＢ研修（ｅランニング）を積極的に受講し、

経営支援全般に係る支援力の強化や自己支援力の分析をおこない、不足してい

る支援課題を明確にしたうえで、その支援課題に関する外部研修に参加したり、

石井町独自の研修や勉強会を開催する。 

     

（３）職員間の情報・ノウハウ共有と勉強会の開催（継続） 

    月に１回、全職員による情報共有会議を開催し、小規模事業者の経営状況、

分析結果などや個々で手掛けている支援事例の報告または支援状況、課題など

を共有し、課題を解決するための支援ノウハウ（財務諸表分析力、ＩＴを活用

したマーケティング等）などについて支援に有用なデータを組織内で共有して

いく仕組みづくりを構築する。 

    また職員間の支援能力のバラツキを解消するため月１回勉強会（うち数回は

県連専門指導員を講師として招聘する）を開催する。 

 

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 

＜第１期における取組と成果＞ 

（１）実 績 

  外部有識者、内部委員で構成される有識者委員会を構成し毎年度事業の成果・評

価・見直しをおこなった。事業の評価及び見直しの結果は地域の小規模事業者がい

つでも閲覧できるよう本会事務所（紙媒体）および本会ホームページ上で閲覧可能

な状態に整えている。 

（２）評 価 

  外部有識者、内部委員で構成される有識者委員会を構成し、毎年度、事業の成果・

評価・見直しをおこなっており計画どおり順調に遂行できた。委員会では、事業計

画策定から実行をおこない販路拡大や新規顧客獲得で売り上げを伸ばした小規模事

業者を委員会に招聘し生の声を聞くことで、さらに発達支援計画を加速していくよ

うな取り組みに結びつくのではどうかとの提案があった。 

 

＜今回の申請における取組みの方向性＞ 

  外部有識者、内部委員で構成される有識者委員会に、経営発達支援事業の取り組

みで成功された小規模事業者を招聘し、成功事例として事業評価とともに公表して

いく。 

（事業内容） 

  本計画の事業実施状況及び事業成果について下記の方法により評価・検証をおこな

う。 

  ①石井町商工会理事からの選出者や、外部からの徳島県商工労働部担当者、石井町

産業経済課長・中小企業診断士等の有識者による有識者委員会を定期的に開催し、経

営発達支援事業の実施進捗状況、事業の成果・事業の評価・事業の見直し案について

の報告提示をおこなう。また、経営発達支援事業の取り組みで販路拡大や新規顧客の

獲得など成功した小規事業者を委員会に招聘し成功事例とし事業評価とともに公表

していく。 

  事業計画に基づいて事業を推進し定期的（四半期）に事業の進捗状況や各プロジェ
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クト報告、課題や推進方法、小規模事業者からの意見等諸問題を報告し事業の見直し

や修正を行う。 

  毎年度時に目的達成のための計画、計画の実行、実行したことによる結果の評価、

より良い結果を出すための計画の改善を検証し事業計画や事務局体制などの改善を

おこなっていく。 

  ②定期的に開催する有識者委員会で事業の成果や事業の評価、事業の見直しについ

て検討・検証し検討結果をもとに石井町商工会理事会において、経営発達支援事業の

評価・事業の見直しの方針を決定する。 

  事業の評価・見直しの方針については理事会で報告後、事務局へ提示し小規模事業

者への支援推進をはかる。 

  ③有識者委員会・理事会での事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結果につい

ては、石井町商工会総代会へ報告し、小規模事業者支援方策や事業計画などプロジェ

クト推進方法について、わかりやすく丁寧に説明をおこない承認をうける。 

  ④事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結果については石井町商工会のホーム

ページ（http://www.tsci.or.jp/ishii/）で計画期間中公表する。 

  また、石井町商工会事務所においても事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結

果を常時閲覧できる。 

http://www.tsci.or.jp/ishii/
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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 3 年 7 月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  〒７７９－３２３３ 

   徳島県名西郡石井町石井字石井４３１－２ 

   石 井 町 商 工 会  

   ＴＥＬ：088-674-1292 ＦＡＸ：088-674-1401 

   ＷＥＢ：http://www.tsci.or.jp/ishii/ 

   E-mail：tsci0400@tsci.or.jp 

 

【経営発達支援事業】 

事務局体制 

（総括）事務局長  

（担当）経営指導員：2 名 

（ 支援）経営支援員：3 名 

 

【事業成果・評価・見直し結果公表】 

ＨＰ：http//www.tsci.or.jp/ishii/  

石井町商工会事務所閲覧 

 

【関係機関・団体】 

・徳島県 

・石井町 

・全国商工会連合会 

・徳島県商工会連合会 

・中小企業基盤整備機構 

・徳島県中小企業団体中央会 

・とくしま産業振興機構 

・商工会 

・商工会議所 

・金融機関 

・各種団体 等 

【石井町商工会理事会】 

（事業の成果・評価・見直しの方針決定） 

 会 長 

 副会長：2 名 

 理 事：17 名 

 

 

【石井町商工会総代会】 

（事業の成果・評価・見直しの承認） 

会員数：500 名 総代数：100 名 

 

【経営発達支援事業有識者委員会】 

（定期的に開催） 

石井町商工会理事からの選出者 

石井町産業経済課長 

徳島県商工労働部商工政策課担当者 

徳島県商工会連合会担当者 

中小企業診断士など 

 

 

石井町圏内 

【小規模事業者】 
連携 

支援 

【事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示】 【事業報告】（定期的） 

【事業の評価・見直しの方針報告】 

【事業の成果・評価・見直しの結果報告】 

相談 
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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） 

 平成３０年度 

( ４月以降) 

平成３１年度 

 

平成３２年度 

 

平成３３年度 

 

平成３４年度 

 

必要な資金の額 ４，０００ ４，１００ ４，２００ ４，３００ ４，４００ 

 

 

・地域の経済動向調査に関する事業 

 

・経済状況の分析に関する事業 

 

・事業計画策定支援に関する事業 

 

・事業計画策定後の実施支援に関す

る事業 

 

・需要動向調査に関する事業 

 

・新たな需要の開拓に寄与する事業

に関する事業 

 

・地域経済の活性化に資する取り組

みに関する事業 

 

・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

事業 

 

・経営指導員等の資質向上等に関す

る事業 

 

 

４００ 

 

４００ 

 

４００ 

 

４００ 

 

 

６００ 

 

６００ 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

４００ 

 

５００ 

 

４００ 

 

 

６００ 

 

６００ 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

４００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

６００ 

 

６００ 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

４００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

７００ 

 

６００ 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

４００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

７００ 

 

７００ 

 

 

４００ 

 

 

４００ 

 

 

 

４００ 

 

 

（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・町補助金・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 

 地域経済動向調査においては全国商工会連合会・徳島県商工会連合会・徳島県・石井

町と連携し動向調査の結果を共有する。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 地元金融機関と連携し、経営状況の分析をおこなう。また、セミナーを通じて分析の

対象となる小規模事業者をピックアップし専門家と連携しながら経営状況の分析をおこ

なう。また見つかった課題については専門家と連携して課題を解消していく。 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

 専門家（中小企業診断士）と連携し事業計画策定に関するセミナーを開催し具体的な

事業計画を作成する。 

 事業計画策定において生じた課題については、とくしま産業振興機構や徳島県中小企

業団体中央会、各金融機関、専門家と連携し支援および指導や助言をおこなう。また事

業計画策定後のフォローアップについては必要に応じて専門家（中小企業診断士）と連

携をはかりながら支援していく 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定後に生じた課題に対しとくしま産業振興機構や徳島県中小企業団体中央

会、各金融機関、専門家と連携し支援および指導や助言をおこなう。また事業計画策定

後のフォローアップについては必要に応じて専門家（中小企業診断士）と連携をはかり

ながら支援していく 

 

５．需要動向調査に関すること 

 業種別需要動向調査などの小規模事業者の特徴に応じた情報収集に関しては石井町や

地元金融機関との連携をはかり、収集した情報の分析に関しては、中小企業診断士など

の専門家と連携をはかる。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 徳島県・全国商工会連合会・徳島県商工会連合会・金融機関と連携をはかり小規模事

業者へ県外・県内の展示会・商談会への出展を促し販路開拓を支援するとともに出展後

のフォローアップをおこない伴走型支援を実施する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 石井町・石井町社会福祉協議会・ＪＡ名西郡・徳島県農林水産総合技術支援センター

と連携を図り各種地域活性化イベント等を開催することで、地域経済の活性化を推進す
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る。 

 

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 

  徳島県商工会連合会と連携し、支援ノウハウを共有するとともに支援の現状や問題

点について意見交換をおこない、支援力の強化をはかる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  経営指導員等の研修を実施している各種団体や専門家と連携し、計画的な経営指導

員等の支援力の強化をはかる。 

 

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 

  事業評価においては外部有識者との連携を図り事業の成果・問題点などについて検

討をおこなう。 

 

連携者及びその役割 

【事業連携機関・団体等】 

 

●（独）中小企業基盤整備機構 四国本部 本部長 高 山 千佳歳 

 〒７６０－００１９ 

 香川県高松市サンポート２－１ 高松シンボルタワータワー棟７Ｆ 

 ☎０８７－８２３－３２２０ 

・役 割：各種施策情報の提供や、経営指導員等の資質向上に関する研修、支援ノウハ

ウの提供 

・効 果：小規模事業者への適切な施策支援、経営指導員等の支援力の強化 

 

●全国商工会連合会 会長 石 澤 義 文 

 〒１００－０００６ 

 東京都千代田区有楽町 1丁目 7番１号 有楽町電気ビル北館１９階 

 ☎０３－６２６８－００８８ 

・役 割：景気動向調査結果や施策情報の提供、経営発達支援事業全般の支援  

・効 果：全国規模の景気需要動向や最新の支援策等を知り、小規模事業者の現状把握

や経営分析に活用できる 

 

●徳島県商工会連合会 会 長 岡 本 富 治 

〒７７０－０８６５ 

 徳島県徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館 ２Ｆ 

 ☎０８８－６２３－２０１４ 

・役 割：景気動向調査結果や施策情報の提供、経営指導員等の資質向上に関する研修、

支援ノウハウの提供 
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・効 果：景気需要動向や最新の支援策等を知り、小規模事業者への適切な施策支援、

経営指導員等の支援力の強化 

 

●（公）とくしま産業振興機構 理事長 熊 谷 幸 三 

 〒７７０－０８６５ 

 徳島県徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館 ２Ｆ 

 ☎０８８－６５４－０１０３ 

・役 割：施策情報の提供、事業計画書策定セミナー開催や策定実行後において課題が

生じた場合の解消策などの支援の役割を担う 

・効 果：小規模事業者への適切な施策支援、適切な専門家による課題の解消 

 

●徳島県中小企業団体中央会 会 長 山 本 紘 一 

 〒７７０－８５５０ 

 徳島県徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館３Ｆ 

 ☎０８８－６５４－４４３１ 

・役 割：施策情報の提供、事業計画書策定セミナー開催や策定実行後において課題が

生じた場合の解消策などの支援の役割を担う 

・効 果：小規模事業者への適切な施策支援、適切な専門家による課題の解消 

 

●ＪＡ名西郡 代表理事組合長 澤 口 佳 史 

 〒７７９－３２３３ 

 徳島県名西郡石井町高川原字高川原２１８ 

 ☎０８８－６７４－２１２１ 

・役 割：地域資源を活用した特産品の開発やブランド化、地域経済の活性化における

地域のにぎわいの創出や活性化策などに向けた意識共有などの役割を担う 

・効 果：地域資源の活用方法や商品・製品のブランド化が推進される 

 

●石井町 ●石井町社会福祉協議会 会 長 小 林 智 仁 

 〒７７９－３２３３ 

 徳島県名西郡石井町高川原字高川原２１１２－３ 

 ☎０８８－６７４－０１３９ 

・役 割：石井町の景気動向調査結果や施策情報等の提供、創業者助成金支援、地域経

済の活性化における地域のにぎわいの創出や活性化策などの意識共有などの

役割を担う 

・効 果：景気需要動向や最新の支援策等を知り、小規模事業者の現状把握や経営分析

に活用し、地域資源の活用方法や商品・製品のブランド化が推進される 

 

●(株)日本政策金融公庫 徳島支店 国民生活事業 事業統轄 銭 谷  均 

 〒７７０－０８５６ 

 徳島県徳島市中洲町１丁目５８番地 

 ☎０８８－６２２－７２７１ 

・役 割：小規模事業者の事業計画策定における金融支援、課題解決支援やフォローア
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ップ支援、経営指導員等の支援力強化など情報提供の役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消や経営指導員等のスキルアップ 

 

●徳島銀行 石井支店 支店長 湯 浅 高 宏 

 〒７７９－３２３３ 

 徳島県名西郡石井町石井字石井３０５番地１ 

 ☎０８８－６７４－１１３３ 

・役 割：小規模事業者の事業計画策定における金融支援、経営状況の分析や、事業計

画策定後の課題解消支援や需要動向調査の情報収集の役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消、適切な施策支援 

 

●阿波銀行 石井支店 支店長 長谷川 克 男 

 〒７７９－３２３３ 

 徳島県名西郡石井町石井字石井５１１－１ 

 ☎０８８－６７４－１１２２ 

・役 割：小規模事業者の事業計画策定における金融支援、経営状況の分析や、事業計

画策定後の課題解消支援や需要動向調査の情報収集の役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消、適切な施策支援 

 

●四国銀行 石井支店 支店長 横 田   剛 

 〒７７９－３２３３ 

 徳島県名西郡石井町石井字石井４３８－１ 

 ☎０８８－６７４－１１４４ 

・役 割：小規模事業者の事業計画策定における金融支援、経営状況の分析や、事業計

画策定後の課題解消支援や需要動向調査の情報収集の役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消、適切な施策支援 

 

●徳島県信用保証協会 会 長 酒 池 由 幸 

〒７７０－０８６５ 

徳島県徳島市南末広町５版―８―８号 徳島経済産業会館  

☎０８８－６２２－０２５４ 

・役 割：小規模事業者の事業計画策定支援、創業スクールや経営状況の分析、事業計

画策定後の課題解消支援や需要動向調査の情報収集の役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消、適切な施策支援 

  

●徳島県 知 事 飯 泉 嘉 門 

 〒７７０－８５７０ 

 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

 ☎０８８－６２１－２５００  

・役 割:徳島県の景気動向調査結果や施策情報等の提供、新たな需要の開拓、展示会商 

談会の開催や販路開拓支援、出展後のフォローアップ支援の役割を担う 

・効 果：徳島県内の景気需要動向や最新の支援策等を知り、小規模事業者の現状把握
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や経営分析に活用し、東京・大阪での新たな需要開拓、販路開拓が可能となる 

 

●徳島県農林水産総合技術支援センター 所 長  河 野  功 

 〒７７９－３２３３ 

 徳島県名西郡石井町石井字石井１６６０ 

 ☎０８８－６７４－１６６０ 

・役 割：地域資源を使った特産品づくりや地域経済の活性化における地域のにぎわい

の創出や活性化策などにむけた意識共有などの役割を担う 

・効 果：地域資源の活用方法や商品・製品のブランド化が推進される 

 

●徳島弁護士会 会 長 山 本 啓 司 

 〒７７０－０８５５ 

 徳島県徳島市新蔵町１丁目３１番地 

 ☎０８８－６５２－５７６８ 

・役 割：小規模事業者の課題の解消における専門的支援や支援事例を踏まえた経営指 

導員等の支援力を向上させる役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消や経営指導員等のスキルアップ 

 

●四国税理士会徳島県支部連合会 会 長 筒 井 義 文 

〒７７０－０９０２ 

 徳島県徳島市西新町２丁目―３５ ２Ｆ 

 ☎０８８－６２３－０４２４ 

・役 割：小規模事業者の課題の解消における専門的支援や支援事例を踏まえた経営指 

導員等の支援力を向上させる役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消や経営指導員等のスキルアップ 

 

●徳島県社会保険労務士会 会 長 米 澤 和 美 

〒７７０－０８６５ 

 徳島県徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館２Ｆ 

 ☎０８８－６５４－７７７７ 

・役 割：小規模事業者の課題の解消における専門的支援や支援事例を踏まえた経営指 

導員等の支援力を向上させる役割を担う 

・効 果：小規模事業者の課題の解消や経営指導員等のスキルアップ 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

各種支援 支援依頼   

 

 

 

 
 情報提供・共有          各種支援 支援依頼  各種支援  

                                    支援依頼 

            情報提供            

                               指導依頼 

 情報共有                 

                                

                               専門家派遣 

 

 

石井町商工会 

・徳島県・石井町・ＪＡ名西郡 

・石井町社会福祉協議会・徳島県農

林水産総合技術センター 

 

 

 

経営発達支援 

小規模事業者 

金融機関 

・日本政策金融公庫 

・徳島県信用保証協会 

・阿波銀行石井支店 

・徳島銀行石井支店 

・四国銀行石井支店 

●徳島弁護士会 

●四国税理士会徳島

県支部連合会 

●徳島県社会保険労

務士会 

・全国商工会連合会 

・徳島県商工会連合会 

・とくしま産業振興機構 

・よろず支援拠点 

・徳島県中小企業団体中央会 

外部専門家 

 ・中小企業診断士等 

 

中小企業基盤整備機構 四国本部 




