
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 
つるぎ町商工会（法人番号 4480005005819） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

つるぎ町商工会は、地域の総合経済団体として商工業の総合的な経営改善発

達を図るため、つるぎ町が掲げている中長期的な振興のあり方を踏まえ、当商

工会として、「実現可能でかつ持続可能な産業の創出を目指して」を活動方針に

掲げ、産業別の垣根を取り払い、商工業、農業、観光の連携のみに留まらず、

各関係機関と協力し、つるぎ町と共に地域資源に関連した商品開発等による産

業の振興を目指す。本事業では、「商店街の活性化と魅力ある店舗の増加」、「地

域産業の振興と地域ブランド化の推進」、「若手後継者等の育成支援」を目指し、

行政や各支援機関との連携をさらに強化し、小規模事業者の伴走型支援の強化

に務め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 

①小規模企業景気動向調査の実施 

②「RESAS（リーサス）」を活用した地域の経済動向調査の実施 

③県・市町村、民間シンクタンク等が公表する資料を活用した地域の経済

動向調査の実施 

２．経営状況の分析に関すること 

①巡回指導・窓口指導による財政状況及び現状の把握 

②財務分析等による経営状況の分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

①セミナーによる情報提供及び事業計画策定についての支援 

②個別相談・窓口相談の実施による事業計画書のブラッシュアップ 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定後のフォローアップの実施 

②事業計画策定事業者の情報整備 

③事業計画策定後の伴走型支援の実施 

５．需要動向調査に関すること 

①半田手延べそうめんの消費動向調査の実施 

②観光客の需要動向調査の実施 

③消費者の商業ニーズ調査の実施 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①物産展・商談会、アンテナショップ等を通じた支援 

②インターネット販売等、IT の活用を通じた支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  ①つるぎ町との連携による地域経済活性化イベントの実施 

  ②つるぎ町の「世界農業遺産（GIAHS）」に登録・継承する活動への協力 

③「端四国（はばしこく）八十八ヶ所」の地域外 PR による交流人口の増加

連絡先 

住  所：〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字宮下 61 

商工会名：つるぎ町商工会 

電話番号：0883-62-2222   

ファクシミリ番号：0883-62-3103  

メールアドレス：tsci3600@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．つるぎ町の概要 

つるぎ町商工会が管轄している徳島県美馬郡つるぎ町の貞光地域、半田地域、一宇地域は、徳

島県の北西、吉野川の南側に位置する町で、徳島県の県庁所在地である徳島市と香川県高松市の

両市から自動車で 1時間 30 分、約 50 キロの距離にあり、平成 17 年 3 月 1日に美馬郡内の 2町

1 村（「貞光町」、「半田町」、「一宇村」）が新設合併して誕生した。 

かつて、つるぎ町の貞光地域は商業の町、半田地域は工業の町、一宇地域は農林業の町で栄え

た特徴があり、違った性格の町が町村合併により一つになったという経緯がある。地域商業は、

貞光地域が「葉煙草」の集積地、また交通の要衝として、徳島県西部の商業施設のひとつであっ

た。その当時の賑わいを示すものとして、貞光地域の街道沿いに、全国的にも珍しい「二層うだ

つの町並み」や、国の有形登録文化財である「織本屋」、「旧永井家庄屋屋敷」があり、観光名所

・旧跡として知名度が高い。また、徳島県から指定を受けている地域産業資源である「剣山国定

公園」をはじめ、「つるぎ町の巨樹・巨木（巨樹王国）」が多くあることから、平成 22 年 5 月に

は「第 23 回巨木を語ろう全国フォーラム」が開催されるなど、巨樹・巨木を活かした地域おこ

しを実施している。特に「巨樹めぐりツアー」は、民間旅行会社の商品として販売されるまでに

なっている。工業は、半田地域に江戸時代から製法が伝わった「半田手延べそうめん」があり、

全国に広く知られた製麺業の町として知名度が高い。現在も、半田地域には 30 社以上のメーカ

ーが稼働しており、年間を通して操業が続けられている。また、つるぎ町には 4箇所の工業団地

（「小山北工業団地」、「第 2小山北工業団地」、「江ノ脇工業団地」、「小野工業団地」）があり、優

良な製造業を中心とした 9企業を誘致し、徳島県西部の貴重な雇用の場となっている。農林業は、

一宇地域が林業を中心として栄え、農山村文化の原風景を残す地域となっていることから、山間

地域の環境から生まれた農山村文化を、農林水産省の「世界農業遺産（GIAHS）［※1］」に登録し、

継承するための活動が進められている。 

 

［※1］世界農業遺産（GIAHS）： 

正式には、世界農業遺産システム 

（Globally Important Agricultural  

Heritage Systems・GIAHS・ジアス） 

と言う。国連食糧農業機関（FAO）が 

認定するもので、伝統的な農林水産 

業と、それによって育まれた土地利 

用、文化、景観、生物多様性を「シ 

ステム」として一体的に保全する目 

的で、2002 年から開始されたプログ 

ラムである。                 【つるぎ町の位置】 

 
地域内の基礎的データ（域内人口・小規模事業者数・商工業者数・業種別構成・増減模様等） 

年

度 

管内 

人口 

小規模 

事業者数

管内商工業者数の業種別内訳 

合計 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他
26 10,228 520 549 85 84 9 159 156 56

27 10,030 496 524 85 80 8 143 155 53

28 9,751 481 511 82 75 7 142 150 55
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２．産業の現状と課題 

【商業】 

貞光地域の商店街を中心に展開されているが、既存 

の商店街は交通の便が悪く、道路幅が狭いことから、 

駐車場も確保できない状況にある。消費者ニーズの多 

様化等の中で、購買力が町外に流出し、事業主の高齢 

化や後継者不足とも相まって、小規模事業者を取り巻 

く環境は一層厳しさを増している。商店街の衰退は、 

買物弱者の増加を招くことが考えられることから、今 

後は商店街の活性化策、若手後継者の育成支援等、行 

政と連携し、買い物環境を整える対策を検討すること 

が課題である。 

【工業】 

半田地域の製造業を中心に、徳島県内で 13 番目、 

約 287 億円（平成 24 年度）の工業出荷額となってお 

り、特に「半田手延べそうめん」は 200 年近い歴史が 

あり、全国的な地名度のある特産品である。現在、30 

社余りの製麺業者が 30 億円程度の製造出荷額を維持 

しているが、近年、若者のそうめん離れが進行してお 

り、将来も安定した産業であるためには、あらゆる世 

代のライフスタイルに受け入れられる食品としての地 

位を確立することが課題である。 

【農林業】 

一宇地域の山間部は急峻で狭隘な耕地のため、生産 

効率が悪く、農業収入だけで生活を支えることは困難 

となっていることから、農業と観光、農産物の 6次産 

業化等、複合的な生業へと成長することにより、新た 

な農林業を志す移住者を受け入れる環境を創り出す必 

要がある。その手段のひとつとして、「世界農業遺産 

（GIAHS）」への登録や「有害鳥獣対策」は、農山村集 

落の付加価値を上げるとともに、農地を保全し、流動 

化させる施策のひとつとして非常に有効である。 

 

３．つるぎ町における中長期的な振興のあり方 

つるぎ町では、平成 27 年 10 月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、4つの基本

目標や具体的な施策として、①産業振興による活力ある地域づくり（産業振興と就業環境の創

出）、②地域資源を活かした新しいひとの流れづくり（地域資源を活かした滞在交流型観光の推

進）、③安心して子どもを産み育てられる環境づくり（結婚・出産から子育てまで切れ目のない

支援）、④終（つい）の棲家（すみか）を実感できるふるさとづくり（終の棲家を実感できる生

活環境づくり）、を掲げている。さらに、平成 28 年 4 月に「第二次つるぎ町総合振興計画」を策

定し、めざすべき町の将来像を「終（つい）の棲家（すみか）を実感できるまちをめざして」と

して、今後 10 年間において、①つるぎにあるものをつなぐ、地域の外とのつながりをつくる、

②つるぎで暮らす人、ひとり一人がともに取り組める環境をつくる、③つるぎ独自の地域運営、

新しい運営のかたちをつくる、3つの地域運営の目標を掲げたまちづくりの計画を立てている。
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この計画策定にあたり、つるぎ町が目指す方向は、実現可能でかつ持続可能なまちづくりであり、

つるぎ町が持つ豊かな自然や日本の原風景と呼ばれる農山村風景、全国に名の知れた特産品等、

地域の素材を活かしながら、つるぎ町らしい新しい価値や魅力を創造していくこととしている。

本町は日本の原風景と呼ばれる山間地域と、商業・交通の要衝として栄えてきた平野部を擁し

ており、貞光地域は、「阿波葉」と呼ばれる葉煙草の集積地、また交通の要衝として徳島県西部

の商業地域のひとつであり、その当時の賑わいを示すものとして「二層うだつの町並み」があり、

古い町並みを見学する観光客が多数訪れている。半田地域は、江戸時代に発祥した「半田手延べ

そうめん」の生産地であり、つるぎ町の特産品として全国展開されており、「そうめん」と「ひ

やむぎ」の中間くらいの独特の太さという特徴があることから、全国各地からの引き合いが多い。

一宇地区は、林業を中心として栄え、農山村文化の原風景を残す地域で、「剣山国定公園」をは

じめ「つるぎ町の巨樹・巨木」があることから、地域産業資源を活用した観光振興が期待できる。

また、現在、徳島県の西部地域である「つるぎ町」と隣接している近隣の 2市 2 町（「美馬市」、

「つるぎ町」、「東みよし町」、「三好市」）は、平成 20 年度に「にし阿波観光圏～剣山・吉野川観

光圏［※2］」として国土交通省から認定を受けることにより、テーマを「歴史や伝説に彩られた

日本の原風景の中で過ごす心豊かな時間の創造」として、観光を中心とした広域的な地域振興を

進めている。また、平成 28 年 3 月に「観光圏整備実施計画」について、国土交通省から、新観

光圏制度に基づく初めての認定を受けることにより、全国で 6ヶ所、中国地方及び四国地方では

唯一の認定となっている。 

 

［※2］にし阿波観光圏～剣山・吉野川観光圏： 

国土交通省観光庁が平成 20 年に制定した「観光 
圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に 
関する法律」（観光圏整備法）に基づき、各種法律 
の特例等により「観光圏」の形成を支援し、国際 
競争力の高い魅力ある観光地域づくりを推進して 
いる。観光圏とは、自然・歴史・文化等において 
密接な関係のある観光地を一体とした区域であっ 
て、区域内の関係者が連携し、地域の幅広い観光 
資源を活用して、観光客が滞在・周遊できる魅力 
ある観光地域づくりを促進するものである。 

 
４．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
つるぎ町商工会では、地域の総合経済団体として商工業の総合的な経営改善発達を図るため、

平成 27 年度から重点事業として、「小規模事業者に対する伴走型支援の強化」を掲げて、小規模

事業者に寄り添う伴走型の支援を推進するとともに、提案型の経営支援を目標としている。 

前述の、つるぎ町が掲げている中長期的な振興のあり方を踏まえ、当商工会としては、「実現

可能でかつ持続可能な産業の創出を目指して」を活動方針に掲げ、産業別の垣根を取り払い、商

工業、農業、観光の連携のみに留まらず、各関係機関と協力し、つるぎ町と共に地域資源に関連

した商品開発等による産業の振興を目指す。本事業では、「商店街の活性化と魅力ある店舗の増

加」、「地域産業の振興と地域ブランド化の推進」、「若手後継者等の育成支援」を目指し、その目

標を達成するため、行政や各支援機関との連携をさらに強化し、小規模事業者の伴走型支援の強

化に務める。 

 

５．本計画の目標 

 地域の総合経済団体である商工会は、小規模事業者と行政及び地域経済を結ぶパイプ役とし

て、また小規模事業者の身近な相談窓口としての役割が期待されている。当商工会としては、前
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述の地域の強みや弱み、小規模事業者を取り巻く現状と課題を踏まえ、それを克服するために、

中小・小規模事業者に対する伴走型支援を通じた、個別事業者の経営発達支援体制、及び効果的

な個社支援体制を構築する。 

また、町施策との連携において、地域の強みである歴史資源、観光資源、地域資源等を活用し

た観光振興並びに地場産品を活用した PR 等を行い、本町に訪れる人々に対し、本町の魅力を情

報発信することにより、交流人口や滞在時間の増加による地域活性化、及び小規模事業者の経営

環境向上に繋げる。さらに、つるぎ町の持っている歴史資源、観光資源、地域資源等を活用した

観光開発や特産品開発を促進し、地域ブランド化の確立を目指すことにより、小規模事業者の支

援に努め、地域経済団体としての役割を果たすことを目標とする。 

 

①商店街の活性化と魅力ある店舗の増加 

商店街の再生や活性化を図るため、行政と連携することにより、起業・創業の支援や空き店

舗の有効利用を積極的に行い、二層うだつの町並みを利用した観光や地場産業の体験の場等、

新たな視点での振興策を検討する。方針として、中小企業の経営革新支援として徳島県が実施

している「中小企業等経営強化法」に基づき、新商品、新サービスの開発や提供等に取り組む

小規模事業者への経営革新計画が承認されることにより、各種支援策が受けられる「経営革新

支援制度」を活用する。また、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道

な販路開拓等の取り組みや、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取り組みを支援す

る「小規模事業者持続化補助金」を活用することにより、小規模事業者の魅力度向上を支援す

る。また、つるぎ町の空き店舗、空き家、空き地を活用し、新規出店や規模拡大を行う場合の

費用に対する施策である「つるぎ町空き店舗等活用支援事業補助金」（つるぎ町内の空き店舗、

空き家、空き地を活用し、新規出店や規模拡大を行う場合、物件の所有者と借受者に対して改

修等に要する費用を補助する。）を活用することにより、事業計画の策定を含む新規創業者、

及び第二創業者等を支援する。 

 

②地域産業の振興と地域ブランド化の推進 

つるぎ町には全国的なブランドであり、徳島県から地域産業資源として指定されている農林

水産物又は工業品の「半田手延べそうめん」、「阿波尾鶏（あわおどり）」をはじめ、「一宇大和

柿の干し柿」、「半田あたご柿」、「ゆず」、「キクイモ」、「徳島すぎ」等の特産品、及び地域の観

光資源である「うだつの町並み」、「剣山国定公園」等があることから、これらの特産品や観光

資源の販路開拓を積極的に進めることにより、売上の増加による経営の安定を目指す。方針と

して、「地域産業資源活用促進法」に基づき、地域の強みである地域産業資源を活用して、新

商品・新役務の開発等に取り組む小規模事業者を支援し、「地域産業資源活用事業」の認定を

受けるため、事業計画の作成について伴走型で支援をする。さらに、これらの特産品のブラン

ド化を目指し、差別化による付加価値を高めることにより、利益率の向上を図る。また、国内

外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開

発・試作品開発・生産プロセス改善を行う小規模事業者の設備投資等を支援する「ものづくり・

商業・サービス新展開支援補助金」を活用して伴走型支援を行う。 

 

③若手後継者等の育成支援 

小規模事業者である商店経営者の高齢化と後継者の不在は、廃業や事業の縮小等の悪循環を

招き、商業を取り巻く環境は厳しさを増していることから、行政と連携することにより、買い

物環境を整える対策や若手後継者等の育成支援を検討する。小規模事業者に対して、事業計画

の策定支援を含む若手後継者等の育成を支援することにより、小規模事業者の事業承継等を目

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】 

地域の経済動向、及び小規模事業者の経営動向を把握し、適切かつ効果的な施策を推進する

基礎資料として活用するとともに、地域内小規模事業者の経営判断における適切な選択や、事

業計画策定の参考資料に役立てることを目標として実施する。 

また、小規模事業者の事業計画策定に必要な情報については、国・県・市町村、民間シンクタ

ンク等が公表している資料を活用し、地域の経済動向を分析して、巡回指導時や窓口相談対応

時に提供、及びホームページ等に掲載することにより、域内の小規模事業者に広く活用方法が

伝わるように情報提供する。 

 

（事業内容） 

①小規模企業景気動向調査の実施 

 〔調査対象〕 

業種別（製造業、建設業、小売業、サービス業）の小規模事業者を調査対象とする。 

 〔内容〕 

全国商工会連合会から情報連絡員として委嘱を受けた経営指導員等が、地区内小規模企業

の景気動向等についての情報を毎月収集して、その結果をまとめ、中小企業庁の政策資料に

供するとともに、毎月の集計結果を徳島県商工会連合会、及び商工会を経由して調査・分析

を行い、商工会会員並びに地区内小規模事業者に、経営指導員等の巡回指導時や窓口相談対

応を通じて、小規模企業の景気情報として提供する。 

 〔情報収集する項目〕 

小規模事業者の業種別による、それぞれの売上高、仕入れ単価、採算、資金繰り、業界の

業況、及び調査に関する具体的事例等について情報収集する。 

 〔手段・手法〕 

経営指導員等が巡回指導・窓口指導を通じて、地域内小規模企業の景気動向等についての

情報を毎月収集する。 

〔成果の活用〕 

全国商工会連合会から商工会ネットワーク内の「電子掲示板」に集計結果が掲示されたも

のを、徳島県商工会連合会が県連ニュース等に掲載し、当商工会において送付された景気情

報をホームページ等に掲載して、会員はもとより地域内小規模事業者に周知して活用する。

②「RESAS（リーサス）［※3］」を活用した地域の経済動向調査の実施 

 〔内容〕 

内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）及び経済産業省が提供している「RESAS

（リーサス）」を活用することにより、地域の経済動向の調査・分析を行う。 

 〔情報収集する項目〕 

「RESAS（リーサス）」を活用して、つるぎ町の第 1次産業から第 3次産業において、それ

ぞれ強みを持つ産業と、その現状課題等（地域経済循環、農林水産業、観光、人口、消費、

自治体比較等）を把握する。 

 〔手段・手法〕 

産業構造や人口動態、人の流れ等に関する官民のビッグデータを集約し、可視化するシス
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テムとして提供されている「RESAS（リーサス）」を活用することにより、全国の自治体の現

状の把握、人やモノの流れの把握、自治体で現在起きていることを時系列で調査・分析する。

地域の第 1 次産業については、「RESAS（リーサス）」の農林水産業マップを活用し、第 2 次

産業、及び第 3次産業については、全産業花火図を用いて調査・分析を行う。 

〔成果の活用〕 

調査・分析して得られた成果をもとに、今後の地域産業の課題と特徴を踏まえた活性化策

の方向性について確認し、経営指導員等の巡回指導時や窓口相談対応時に提供するととも

に、当商工会のホームページ等に掲載して情報提供する。 

また、「RESAS（リーサス）」の成果を活用して地域経済の実態を把握し、自治体が抱える課

題や強みを抽出することにより、新たな事業立案のヒントを得られるように支援する。 

さらに、地域経済の現状を多角的に把握し、成果を活用することで、小規模事業者に新たな

ビジネスチャンスの創出が可能となるように支援を行う。 

 ③県・市町村、民間シンクタンク等が公表する資料を活用した地域の経済動向調査の実施 

〔内容〕 

県・市町村、民間シンクタンク等が公表する資料をもとにした地域の経済動向情報につい

て、調査・分析することにより、小規模事業者に提供する。 

〔手段・手法〕 

阿波銀行系列のシンクタンクである「公益財団法人徳島経済研究所［※4］」が毎月発行す

る県内景況、指標レポートである「徳島経済レポート［※5］」、同研究所が四半期ごとに発

行し、県内企業へのアンケートによる動向調査である「企業経営動向調査［※6］」、同研究

所が 1年ごとに県内経済産業等の実績を、県勢、産業、暮らしの 3つの視点から調査をして

いる機関誌「徳島県の経済と産業［※7］」、「徳島経済［※8］」に掲載されている徳島県の経

済動向、経済調査レポートの内容をもとに、徳島県内の景況、指数、徳島県の実情等に分け

て整理・分析を行う。 

また、徳島県政策創造部統計戦略課が、徳島県の経済関連の統計情報を分かりやすく伝える

ことを目的に、グラフを主体とした経済指標集として毎月作成している「徳島県の経済情勢

［※9］」の調査データをもとに、徳島県景気動向指数、売上高、企業収益、業況判断、生産、

個人消費、観光等に分けて整理・分析を行う。 

〔成果の活用〕 

上記資料を整理・分析した結果について、経営指導員等が巡回指導時や窓口相談対応時に

小規模事業者に対し、配布または情報提供を行うとともに、ホームページ上において掲載す

ることにより、経営課題抽出を検討するための資料として活用する。 

 

［※3］RESAS（リーサス）：内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）及び経済産業省が、

産業構造や人口動態、人の流れ等に関する官民のビッグデータを集約し、可視化するため

の地域経済分析システムとして提供している。地域創生を実現するために必要な戦略を立

案する際に参考となるデータが詰まったオープンなシステムであり、データの内容は公的

データだけでなく民間データも含まれている。 

［※4］公益財団法人徳島経済研究所：徳島県徳島市西船場町に本拠を構える阿波銀行系のシ

ンクタンク。事業内容は、地域経済、産業動向、企業経営、地域の活性化に関する調

査研究並びに資料、情報等の収集及び提供等である。 
［※5］徳島経済レポート：公益財団法人徳島経済研究所が毎月発行するレポートであり、徳島

県内の景況及び県内指標を報告している。 

［※6］企業経営動向調査：公益財団法人徳島経済研究所が四半期ごとに実施しているアンケー

ト調査。 
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［※7］徳島県の経済と産業：公益財団法人徳島経済研究所が年 1 回発行している徳島県の実情

等に関する報告書。 

［※8］徳島経済：公益財団法人徳島経済研究所が年 2回発行しており、徳島の経済をさまざま

な視点からフォーカスした調査・研究レポート。 

［※9］徳島県の経済情勢：徳島県政策創造部統計戦略課が毎月発行しており、経済関連の統計

情報を県民に分かりやすく伝えるため、グラフを主体とした経済指標集。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

景気動向調査 

回数 

12 12 12 12 12 12

景気動向調査 

分析結果の 

情報提供回数 

－ 12 12 12 12 12

RESAS による 

地域の経済 

動向調査回数 

－ 1 1 2 2 2

資料を活用し 

た地域の経済 

動向調査回数 

－ 1 1 2 2 2

 

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の解決、及びその経営発達のための事業計画を策定するためには、

個々の事業者が持つ経営資源に関する情報を収集・整理・分析し、経営上の課題を抽出するこ

とが重要である。 

そのため、経営指導員等による巡回指導・窓口指導を通じて、個社の財務状況や強み、弱み等、

現状を把握することにより、財務系の利益分析及び非財務系の SWOT 分析等の経営分析を行う。

小規模事業者の経営状況を分析することにより、個社の状況に応じた各種セミナー等への参加

を勧め、個社における事業計画策定、及び事業計画作成等に活用する。 

また経営分析の方法については、全国商工会連合会「経営分析システム」、中小企業基盤整備

機構「経営自己診断システム」等、既存の分析システムを使った財務分析に加えて、売上、商

品特性、経営課題等について、中小企業診断士等と一緒にヒアリングを行うことにより、総合

的な経営分析を行う。 

この経営分析の結果については、経営指導員等の巡回指導時、窓口相談対応時、各種セミナー

等を通じて当該個社へ情報提供することにより、事業計画策定に反映させる。 

 

（事業内容） 

 ①巡回指導・窓口指導による財政状況及び現状の把握 

  〔手段・手法〕 

小規模事業者を取巻く内部環境（強み、弱み）や外部環境（機会、脅威）に関する情報収

集等を行うため、経営指導員等による巡回指導や窓口相談対応をもとに、個社の売上高、変

動費、固定費、採算、資金繰り、業況、市場動向等について経営課題の抽出を行う。 

  抽出した経営課題をもとにして、全国商工会連合会の「経営分析システム」、中小企業基盤

整備機構の「経営自己診断システム」等を活用し、利益分析、及び SWOT 分析を行うことに

より、経営状況を把握するとともにデータ化を行う。 
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  〔成果の活用〕 

情報収集、及び経営分析を行うことにより、小規模事業者が抱える課題だけでなく、経営

資源や事業者の経営能力を把握することができる。 

この分析結果をもとに、小規模事業者が実施可能な取り組みの提案や、具体的な事業計画、

及び行動計画の作成支援のために活用する。 

 ②財務分析等による経営状況の分析 

  〔手段・手法〕 

全国の商工会で導入されている会計ソフトの「ネット de 記帳」、全国商工会連合会の「経

営分析システム」、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、財務系の

利益分析、及び非財務系の SWOT 分析等を行うことにより、決算書を分析する。 

小規模事業者が財務分析ソフトに入力したデータにより、「収益性」、「生産性」、「安全性」、

「成長性」の項目について分析を行い、経営改善に繋がる分析結果や有効な情報を提供する

ことで効果的な個社支援を行う。 

〔成果の活用〕 

分析結果については、個社に関する経営状況の分析であることから、当該個社に提供する

ことにより、経営計画作成や経営相談等に活用する。 

提供する分析結果のデータを企業と共有することにより、実施支援に活用するとともに、事

業計画策定への反映に活用する。 

また、状況に応じて、「徳島県商工会連合会」、「徳島県よろず支援拠点」、「公益社団法人と

くしま産業振興機構」、「ミラサポ」等の専門家活用情報を提供することにより、当該個社に

おける課題の解決に繋げる。 

   

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営状況分析 

のための巡回 

指導件数 

－ 100 100 100 100 100

経営状況分析 

のための窓口 

相談件数 

－ 50 50 50 50 50

経営分析件数 

 

－ 5 6 7 8 9

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしのために、セミナー及び個別相談を行う。

セミナー及び個別相談については、会員のみならず、地域の小規模事業者全てを広く対象とし

て行うこととする。 

事業計画の策定については、小規模事業者の事業規模、課題、業種、創業、事業転換等、個々

の経営段階、ニーズに合った様々な対象があることを念頭におきながら、事業計画策定支援の

指導及び助言を行う支援先の小規模事業者に対して、当商工会が積極的に関与し、一緒に作り

上げることとする。 

ここで取り組むべき経営課題が明確になった小規模事業者については、事業計画書が策定でき

るように、経営指導員等によるフォローアップや専門家を交えた個別相談を実施する。 

また、小規模事業者と同じ視点に立つとともに、小規模事業者に対する伴走型支援として、き

め細かく丁寧に対応しながら支援を行う。 
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（事業内容） 

①セミナーについては、補助金情報や金融情報を提供するとともに、専門家や実際の経営者に

 事業計画策定の必要性を説明してもらい、計画書策定のために必要な考え方の整理、目的、

目標、手段を取りまとめる内容とする。 

②個別相談については、主としてセミナー参加者を対象とし、計画書を取りまとめる前の確認

 に専門家を派遣して実施する。 

さらに、窓口相談を実施し、計画書のブラッシュアップ、及び専門家による妥当性の検証を

行うことにより、実効性のある計画書として完成度を高める。 

また、事業計画は補助金の申請件数にかかわらず策定支援し、事業計画に沿った経営を実行

していくことが事業の持続的発展のために有効であることを、小規模事業者に広く啓蒙して

いくこととする。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画策定 

事業者数 

5 5 5 6 6 6

セミナー開催 

回数 

1 1 1 2 2 2

個別相談開催 

回数 

2 2 2 3 3 3

専門家派遣 

事業所数 

5 5 6 7 8 9

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が個々の経営課題を解決するため、事業計画策定支援を行った全ての対象事業

者に対し、定期的に（四半期毎に 1回以上）巡回指導、及びフォローアップをするなど、きめ

細かく丁寧な伴走型支援を実施する。 

さらに、策定した事業計画における進捗状況を確認し、支援対象である全ての小規模事業者の

状況に応じて、必要な支援を伴走型により実施していくこととする。 

 

（事業内容） 

①日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援融資事業の活用を推奨し、事業計画策定、及

 び事業計画策定後のフォローアップについて、資金面から支援する。 

②事業計画策定後のフォローアップを効果的に実施するため、商工会基幹システムを活用し、

全ての小規模事業所のデータを整備する。 

③事業計画策定支援を行った全ての小規模事業者に対し、きめ細かく丁寧な伴走型支援を実施

するため、四半期毎に 1回以上、経営指導員等が巡回指導を行い、策定した事業計画におけ

る進捗状況を確認し、計画の見直しや実施支援を行う。 

実施支援により、計画の見直しや専門家の意見が必要な場合は、「徳島県よろず支援拠点」、

「ミラサポ」等の専門家派遣事業を活用することにより、事業計画の再構築を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

フォローアップ 

実施事業所数 

－ 5 11 18 26 35
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 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  地域と小規模事業者の現状、及び地域の課題の「見える化」を図るため、地域の消費者や小

規模事業者の経済動向実態を把握し、現状分析と課題の抽出を行うための基礎として、各種調

査を活用することにより、地域の需要動向に関する情報の収集・整理・分析及び提供を行う。

本調査は、個社支援を行う小規模事業者の販売する商品または役務を調査対象として実施する

ものとし、新たな販路の開拓や新商品の開発に活かせるような消費者や買い手のニーズ、市場

動向等を把握、提供し、事業計画の策定や、新たな需要の開拓に寄与する事業を効果的に実施

するために活用可能な内容とする。 
また、小規模事業者の「売れる商品づくり」のため、商品の企画開発や生産において、消費者

のニーズを重視する方法を取り入れ、小規模事業者が販売する商品や提供する役務の課題や改

良点、マーケティングの方向性等について、専門家を招聘して分析することにより、事業計画

の策定等に活用する。 
 
（事業内容） 

①半田手延べそうめんの消費動向調査の実施 

 〔手段・手法〕 

半田手延べそうめん協同組合（平成 16 年 4 月設立・めん類製造業の組合員数 25）と連携

し、徳島県から地域産業資源として特定されている「半田手延べそうめん」について、半田

手延べそうめん協同組合から購入されたお客様を対象として、以下の要領で、「半田手延べ

そうめんの消費動向調査」を実施する。 

  調査方法については、半田手延べそうめん協同組合の販売窓口において、お客様用アンケー

トやヒアリング調査を実施することにより情報収集し、分析を行う。 

  この、「半田手延べそうめんの消費動向調査」の分析結果については、経営指導員等の巡回

指導時や窓口相談対応時に、個社の小規模事業者が利用できるように情報提供する。 

  ・調査を実施する時期：毎年夏頃 

  ・調査を実施する頻度：毎年 1回 

  ・配布及び回収の予定数：半田手延べそうめん協同組合での購入者 200 人程度 

・調査を実施する方法：調査対象は半田手延べそうめん協同組合で商品を購入した消費者、

回収方法はアルバイト調査員等とする。 

・調査をする項目：住所、性別、年代、職業、購入先、購入した商品名、購入金額、購入理

由、購入頻度、商品の満足度、商品の不満点、要望等 

  〔成果の活用〕 

調査項目を収集・整理・分析し、個社のめん類製造及び販売関連事業者に対して、経営指

導員等の巡回指導時や窓口相談対応時に情報提供することにより、個社の今後の販売、仕入、

商品構成、店舗運営に関する問題点、改善点等を整理し、ブラッシュアップに活用する。 

  また、個社の事業計画の策定支援や、個社の新たな需要の開拓に寄与する事業を効果的に実

施していくために活用する。 

②観光客の需要動向調査の実施 

 〔手段・手法〕 

   つるぎ町商工観光課と連携し、徳島県から地域産業資源として特定されている「うだつの

町並み」等を見学されたお客様を対象に、入込観光客の観光旅行の指向と実態、町内におけ

る消費者ニーズ、消費動向等を把握するため、以下の要領で、「観光客の需要動向調査」を

実施する。 

  調査方法については、町と連携して実施するイベント開催時に、観光客の消費ニーズについ

て、お客様用アンケートやヒアリング調査を実施することにより情報収集し、分析を行う。
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この、「観光客の需要動向調査」の分析結果については、経営指導員等の巡回指導時や窓口

相談対応時に、個社の小規模事業者が利用できるように情報提供する。 

・調査を実施する時期：毎年秋頃 

  ・調査を実施する頻度：毎年 1回 

  ・配布及び回収の予定数：うだつの町並みの観光客 200 人程度 

・調査を実施する方法：調査対象は、つるぎ町貞光地区の観光地 2ヶ所（国の有形登録文化

財である「織本屋」、「旧永井家庄屋屋敷」）の観光客、回収方法は

アルバイト調査員等とする。 

・調査をする項目：観光目的、同伴者の有無、観光の動機やきっかけ、交通手段、訪問先、

観光地の魅力度・不満点・要望、宿泊の有無、購入するお土産の条件、

観光の予算等（交通費、宿泊費、飲食費、お土産代等） 

〔成果の活用〕 

調査項目を収集・整理・分析し、個社の観光及び特産品開発関連事業者に対して、経営指

導員等の巡回指導時や窓口相談対応時に情報提供することにより、個社の今後の観光客への

サービス（宿泊、飲食、お土産品等）の販売、仕入、商品構成、店舗運営に関する問題点、

改善点等を整理し、ブラッシュアップに活用する。 

  また、個社の事業計画の策定支援や、個社の新たな需要の開拓に寄与する事業を効果的に実

施していくために活用する。 

③消費者の商業ニーズ調査の実施 
〔手段・手法〕 
 つるぎ町商工観光課と連携し、商店街及び個店に対する消費者の商業ニーズ等について、

以下の要領で、本町独自の「需要動向調査」を実施する。 

この調査により、消費者の購買行動や商店街、及び個店に対する評価、課題、改善点等を収

集・分析し、小規模事業者の持続的な発展のための販売計画（顧客層、客単価、売れ筋商品

等）、仕入計画（支払条件、資金繰り、売れ筋商品等）、在庫計画（在庫数、不良在庫の有無

等）、販促計画（立地条件、販促方法等）等の事業計画策定や、新たな需要の開拓のための

「売れる商品づくり」において活用を図る。 

この、「需要動向調査」の分析結果については、経営指導員等の巡回指導時や窓口相談対応

時に、個社の小規模事業者が利用できるように情報提供する。 

・調査を実施する時期：毎年秋頃 

  ・調査を実施する頻度：毎年 1回 

  ・配布及び回収の予定数：個店への買い物客 300 人程度 

・調査を実施する方法：調査対象は一般の消費者、回収方法はアルバイト調査員等とする。

・調査をする項目：購買商品、購買先、購買理由、購買頻度等 

         地元の小規模事業者（小売業、サービス業）の評価、課題、改善点等 

         地元で不足している（地元で要望する）業態、商品、サービス等 

         消費者の意識、普段の生活パターン、今後の消費動向の見通し等 

〔成果の活用〕 

調査項目を収集・整理・分析し、個社の小売及びサービス関連事業者に対して、経営指導

員等が巡回指導時や窓口相談対応時に情報提供することにより、個社の今後の販売、仕入、

商品構成、店舗運営に関する問題点、改善点等を整理し、ブラッシュアップに活用する。 
  また、個社の事業計画の策定支援や、個社の新たな需要の開拓に寄与する事業を効果的に実

施していくために活用する。 
  なお、公表することが一部可能な分析結果については、各小規模事業者が活用できるように

本会のホームページ上に掲載する。 
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（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

半田そうめん 

の消費動向 

調査数 

－ 200 200 200 200 200

観光客の需要 

動向調査数 

－ 200 200 200 200 

 

200

消費者の商業 

ニーズ調査数 

－ 300 300 300 300 300

個社支援数 

 

－ 10 10 10 10 10

 

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】 

前述の地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業計画策定支援、需要動向調査をもとに、

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

ズに合った商品、サービスを提供し、発信する機会を増大させるため、販路開拓支援を行う。

当商工会では、支援に対する考え方として、小規模事業者が抱えるこれらの課題を克服するた

め、需要の開拓や掘り起こしに対して、顧客の多様なニーズにマッチした商品、サービス、技

術の提供や情報発信の機会を増大させる事業を実施する。 

支援に対する方法については、物産展・商談会、アンテナショップ等への出展、及びインター

ネット販売等、IT の活用を軸として、各事業所の経営戦略に応じた需要開拓を実施支援する。

さらに、域内の小規模事業者の新たな需要の開拓のため、個別相談会や商談会を開催し、小規

模事業者の売上の増加や利益の確保を図る。 

 

（事業内容） 

①物産展・商談会、アンテナショップ等を通じた支援 

全国商工会連合会、徳島県商工会連合会、その他関係機関等が開催する物産展・商談会、

  アンテナショップ等の情報提供を行い、積極的な出展を促すことで、新たな販路開拓の機会

を提供する。 

特に、物産展・商談会等においては、商品の開発や販路拡大を促進するうえで重要なポイン

トとなる、商品企画力、マーケティング力、プレゼンテーション力等を向上させるため、出

店希望者を対象に、商品の PR シート作成方法、適切なプロモーション活動や商談の方法、

展示のポイント等に関して、実践形式によるセミナー開催、個別相談等による支援を行う。

物産展・商談会、アンテナショップへの主たる出展例については、全国商工会連合会主催の

「ニッポン全国物産展［※10］」、社団法人徳島ニュービジネス協議会主催の「徳島ビジネス

チャレンジメッセ［※11］」、徳島県西部総合県民局主催の「にし阿波」の観光土産品マッチ

ング商談会［※12］、徳島県商工会連合会主催のアンテナショップ「ええもんあるでぇ徳島

［※13］」、販路開拓支援拠点「むらからまちから館［※14］」等がある。 

②インターネット販売等、IT の活用を通じた支援 

   インターネット販売を目的とする小規模事業者に対して、全国商工会連合会が提供してい

る事業者支援システムである「SHIFT（シフト）［※15］」を活用し、ホームページの作成支

援を行い、企業情報の発信力を高めることにより、販路開拓に繋がる支援を行う。 

また、商工会ホームページの定期的な更新や各事業所のホームページの充実を図り、小規模

事業者の商品 PR、及び販売促進を促す。 
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（支援内容等） 

物産展・商談会等の開催目的等 支援対象 訴求対象 

［※10］ニッポン全国物産展 

全国商工会連合会が中小・小規模事業者の商品展開力、販売力

向上を図り、市場・販路開拓の実現と地域経済の活性化を図る

ことを目的に毎年 11 月に開催されており、東京都の池袋サンシ

ャインシティにて、全国から中小事業者の約 350 社が出展する。

製造業・小売 

業等の小規模

事業者 

全ての個人

消費者 

［※11］徳島ビジネスチャレンジメッセ 

社団法人徳島ニュービジネス協議会の主催で、出展者の実取引

の機会をより多く提供することを目的に、会場内で商談会を実

施することから、大手メーカーや商社等、多彩な業種の取引先

との商談が可能となる。 

また、新製品開発、新技術開発に繋がるセミナーやビジネス拡

大のヒントとなる講演会も実施している。 

全ての小規模 

事業者 

全ての個人

消費者及び

全ての企業

［※12］「にし阿波」の観光土産品マッチング商談会 

にし阿波地域（美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）の観

光関連事業者等と、地域の特産品生産者や商工業者等による観

光土産品に係るマッチング商談会を実施することにより、地域

ならではの魅力ある土産品の開発、販路拡大を図り、来訪者の

満足度の向上、さらなる「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」の

魅力アップを推進することを目的として開催されている。 

製造業・小売 

業等の小規模

事業者 

全ての個人

消費者及び

全ての企業

 

アンテナショップ等の目的等 支援対象 訴求対象 

［※13］アンテナショップ「ええもんあるでぇ徳島」 

徳島県商工会連合会が運営している首都圏での徳島県産品の情

報発信拠点として、地域の魅力ある隠れた県産品を多方面に紹

介、販売し、中小企業、小規模事業者の販路開拓及び商品開発

力、販売力の向上等を図ることを目的に設置・運営されている。

製造業・小売 

業等の小規模

事業者 

全ての個人

消費者 

［※14］販路開拓支援拠点「むらからまちから館」 

全国の中小企業の地域特産品を扱うことを目的としたアンテナ

ショップで、日本唯一の公設地域総合専門館である。 
広い店内には、全国各地の特産品を取り扱うだけではなく、イ

ートインスペースも併設されている。 
東京に居ながら、全国各地を訪問しているかのような楽しさが

味わえる貴重なショップである。 

製造業・小売 

業等の小規模

事業者 

全ての個人

消費者 

［※15］SHIFT（シフト） 

全国商工会連合会が提供している簡易ホームページ作成ツール

である。 

簡単な操作手順を覚えれば、ホームページ作成の知識がなくて

も手軽にホームページ作成ができることを目的としており、自

社の新着情報を、商工会、県、全国のページに表示させること

が可能になるため、自社の情報を見てもらえる窓口が広がる。

また、商品販売や宿泊予約等がオンラインで行えることから、

顧客ルートの拡大や売上の増加が期待される。 

全ての小規模 

事業者 

全ての個人

消費者及び

全ての企業
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（目標） 

［物産展・商談会等の出展件数］ 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

ニッポン全国 

物産展 

 

1 1 1 1 1 1

徳島ビジネス

チャレンジ 

メッセ 

－ 1 1 1 1 1

にし阿波 

観光土産品 

商談会 

3 3 3 3 3 3

 

［物産展・商談会等の商談件数または成約件数］ 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

ニッポン全国 

物産展 

 

－ 1 1 1 1 1

徳島ビジネス

チャレンジ 

メッセ 

－ 1 1 1 1 1

にし阿波 

観光土産品 

商談会 

－ 1 1 1 1 1

 

 

［アンテナショップ等の出展件数または登録件数］ 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

県連アンテナ 

ショップ 

3 3 4 4 5 5

全国連アンテ

ナショップ 

－ 1 1 1 1 1

SHIFT（シフト） 

 

10 10 11 11 12 12

 

［アンテナショップ等の売上増加件数］ 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

県連アンテナ 

ショップ 

－ 1 1 1 1 1

全国連アンテ

ナショップ 

－ 1 1 1 1 1

SHIFT（シフト） 

 

－ 2 2 2 2 2
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

つるぎ地域の調和の取れたまちづくりと地域の一体化を促進していくため、徳島県、つるぎ町

が実施する各種事業や各種団体などが開催するイベント、お祭りへの協力とともに企画、実施を

支援することにより、交流人口の拡大や地域の結束を図る。 

さらに、地域イベントの主催者である、「於安（おやす）パーク桜フェスティバル実行委員会」、

「会音の和（あいねのわ）実行委員会」、「つるぎ町夏まつり実行委員会」、「一宇ふるさとまつり

実行委員会」等が企画、参加し、今後の地域の方向性を関係者間（つるぎ町商工観光課、半田手

延べそうめん協同組合、貞光特産品加工組合、つるぎの干し柿部会、半田あたご柿・柿酢の会等）

で共有した上で、地域の魅力の特性を踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの

創出を促進することで、地域を活性化し、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好

な環境を整備する。 

上記のことをもって、地域における関係者間で共通した意識の共有が図られる仕組みを構築す

る。 

 

（事業内容） 

①つるぎ町商工観光課との連携による魅力あふれる地域活性化イベントである「於安（おやす）

 パーク桜フェスティバル」、「うだつの町のひな祭り・桃花遊々（とうかゆうゆう）」、「一宇ふ

るさとまつり」、「つるぎ町夏まつり（花火大会、阿波踊り大会）」、「うだつの町の菊の節句・

月花遊々（げっかゆうゆう）」等を開催する。 

各イベントによる来町者、観光客の増加に伴う地域商品やサービスの提供、地域の食材を使っ

たご当地グルメを提供、発信することで、にぎわいを創出し、地域の魅力の特性を踏まえた事

業を実施し、小規模事業者の利益確保や地域経済の活性化に資する。 

②つるぎ町が提唱している「巨樹王国」や、「いにしえの農業文化」を継承し、世界的に重要な

農業システムを国連食糧農業機構が認定する仕組みである、「世界農業遺産（GIAHS）」への登

録を目指すことにより、特色ある地域ブランドや観光資源を確立させるため、つるぎ町商工観

光課に事務局を置く「徳島剣山世界農業遺産推進協議会」に協力する。 

③つるぎ町商工観光課、つるぎ町教育委員会、つるぎ町社会福祉協議会、その他地域内の各種団

体と連携し、つるぎ町内に札所があり、「四国八十八ヶ所霊場」のミニチュア版として知られ

ている「端四国（はばしこく）八十八ヶ所」を地域外に PR することにより、交流人口の増加

を図り、地域の活性化に繋げていく。 

 

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 

つるぎ町商工観光課と情報交換会を定期的（年 2回）に開催し、つるぎ町の施策状況や景況

状況などの情報共有を行う。 

また、美馬・三好地区の 4商工会（美馬市商工会、つるぎ町商工会、東みよし町商工会、三好

市商工会）における職員研修会を定期的（年 4回または年 1回）に開催し、職員の支援能力を

向上させる。 

 

（事業内容） 

①つるぎ町商工観光課と情報交換会の開催回数については年 2回、開催場所はつるぎ町役場、

またはつるぎ町商工会により実施する。 

実施の目的として、管内の経済動向をはじめとする情報交換、情報の共有化を行うことに

より、行政と商工会が協働し、相乗効果のある施策を実施するための効果が期待できる。
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②美馬・三好地区の 4商工会における経営指導員等研修会の開催方法は、年 4回（2月：東み

 よし町、6月：つるぎ町、9月：三好市、12 月：美馬市）、開催場所は担当商工会の持ち回

 りにより実施する。 

実施の目的として、管内経済動向、広域連携事業、共同物産展の実施、にし阿波観光圏事業

の情報交換等を行い、支援スキルの向上に努める。 

③美馬・三好地区の 4商工会における経営支援員等研修会の開催方法は、年 1回（開催月は

不定期）、開催場所は担当商工会の持ち回りにより実施する。 

実施の目的として、記帳指導スキルアップ研修（グループワーク等）、労働保険に関する 

知識習得等を行い、支援スキルの向上に努める。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）ＯＪＴ 

①定期的に経営指導員、経営支援員共に巡回訪問や窓口相談に同行し、支援ノウハウの

交換などを行い、資質向上を図る。 

②中小企業診断士等の専門家が事業者を個別相談する時に、経営指導員等が同行し、専

門家が持つ支援ノウハウを習得する。 

（２）ＯＦＦ-ＪＴ 

①経済三団体主催の経営指導員等研修会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。 

②公益財団法人とくしま産業振興機構や、地元金融機関等が主催する経営革新や創業支

援セミナー等の開催情報を収集して、経営指導員等が積極的に参加し、資質向上を図

る。 

③美馬・三好地区商工会における経営指導員等の連絡協議会（年 4回開催）に出席し、

情報収集やノウハウの蓄積に努める。 

また、小規模事業者に提案するため、個別事業者の問題を共有し、課題解決について

共同で研究する。 

（３）ノウハウの共有方法 

①研修会で得た知識、日々の巡回訪問等で得た小規模事業者に関する諸問題や個別情報

について、正副会長を交えた打ち合わせ会で共有し、効果的な支援に活用する。 

 

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、本事業に記載されている事業の実施状況及び成果について、以下の方法により、評

価・検証を行う。 

 

①つるぎ町商工会理事・監事からの選出者や、外部からの徳島県商工労働観光部商工政策課担

 当者、徳島県商工会連合会担当者、つるぎ町商工観光課担当者、中小企業診断士等の有識者

による、つるぎ町商工会事業評価委員会（仮称）を年 1回開催し、経営発達支援事業の実施

状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

②つるぎ町商工会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会通常総会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を、つるぎ町商工会のホームページで計画期間中公表する。

（http://www.shokokai.or.jp/tsurugi/） 

また、つるぎ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、

地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態とする。 
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経営発達支援計画のＰＤＣＡサイクル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 
【計画】 
総会で承認 

Check 
【評価】 

外部有識者委員会 

Do 
【実行】 
事務局 

Action 
【改善】 
事務局 
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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 

【つるぎ町商工会通常総会】 

（事業の成果・評価・見直し・承認） 

会員数：331 

                       【事業の成果・評価・見直しの結果報告】 

【つるぎ町商工会理事会】 

（事業の成果・評価・見直し・承認） 

会 長 1 人：阿佐哲也 

副会長 2 人：廣澤誠治 青山秀敏 

理 事 30 人    監 事 2 人 

                       【事業の成果・評価・見直しの結果報告】 

 

【つるぎ町商工会 事業評価委員会】 

（事業の成果・評価・見直し・承認） 

 

 

                【事業の成果・評価・見直しの結果報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

つるぎ町内 
【小規模事業者】 

 
 

【経営発達支援事業】7人 
事務局体制 

総括 事務局長 1人  村雲妙子 
担当 経営指導員 1人 西田和博 
担当 経営指導員 1人 真鍋慎也 
支援 経営支援員1人 村上三千代
支援 経営支援員1人 槙山久美子
支援 経営支援員 1人 松浦佳代 
支援 経営支援員1人 福田小百合

【関係機関・団体】 
徳島県 
つるぎ町 
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

とくしま産業振興機構

日本政策金融公庫 
各種団体等 

相談 

支援 

連携
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（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の連絡先） 

所在地：〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字宮下 61 

商工会名：つるぎ町商工会 

電話番号：0883-62-2222 

ファクシミリ：0883-62-3103 

ホームページ：http://www.shokokai.or.jp/tsurugi/ 

メールアドレス：tsci3600@tsci.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） 

 平成 29 年度 

(29 年 4 月 

以降) 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

 

指導事業費 

総合振興費 

商業振興費 

工業振興費 

700 

800 

200 

200 

700

800

200

200

700

800

200

200

700 

800 

200 

200 

700

800

200

200

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

国補助金 

県補助金 

町補助金 

会費収入 

受託料収入 

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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［連携先］ 
 
 
 

徳島県 

 
 
 
 
つるぎ町商工会 

（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．１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

Ⅲ．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 

連携者及びその役割 

［連携者］ 代表者      所在地          電話番号 

 

徳島県  知事 飯泉嘉門  徳島県徳島市万代町 1-1  商工政策課：088-621-2315 

 

［役割］ 

地域経済動向の情報提供 

事業計画策定支援における各種施策提供 

需要動向情報の提供 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

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 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．１．地域の経済動向調査に関すること 

  ２．経営状況の分析に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に 

関すること 

Ⅲ．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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小規模事業者 

 



- 22 - 
 

［連携先］ 
 
 
 

つるぎ町 

 
 
 
 
つるぎ町商工会 

 
連携する内容 

Ⅰ．１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

Ⅲ．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 

  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 

連携者及びその役割 

［連携者］ 代表者    所在地               電話番号 

 

つるぎ町 町長 兼西茂 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦 1-3 商工観光課：0883-67-3114

 

［役割］ 

地域経済動向の情報提供 

町発注情報の提供 

各種観光イベント情報提供 

支援ノウハウや施策・事業所情報の交換 

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 

連携体制図等 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．１．地域の経済動向調査に関すること 

  ５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に 

関すること 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
Ⅲ．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 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小規模事業者 
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［連携先］ 
 
 
 
とくしま産業 
振興機構 

 
 
 
 
つるぎ町商工会 

 
連携する内容 

Ⅰ．２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

Ⅲ．２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携者及びその役割 

［連携者］        代表者       所在地           電話番号 

 

公益社団法人 

 とくしま産業振興機構  理事長 福田哲也  徳島県徳島市南末広町 5-8-8 088-654-0101

 

［役割］ 

 経営状況の分析 

事業計画策定支援 

事業計画策定後の実施支援 

経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関する 

こと 

Ⅲ．２．経営指導員等の資質向上等に関する 

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小規模事業者 
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［連携先］ 
 
 
 
日本政策金融公庫

徳島支店 
国民生活事業 

 
 
 
 
つるぎ町商工会 

 
連携する内容 

Ⅰ．４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

Ⅲ．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 

  ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

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

 

［役割］ 

金融情報に関する情報提供に関すること 

各種研修会・セミナー開催の情報提供に関すること 

業界情報・金融情報などの情報提供に関すること 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

事業名 

Ⅰ．４．事業計画策定後の実施支援に関する 

こと 

Ⅲ．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 

  ２．経営指導員等の資質向上等に関する 

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小規模事業者 

 


