
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大麻町商工会（法人番号 6480005003531） 

実施期間 平成 31年 4月～平成 36年 3月 

目標 

大麻町の基幹産業である観光関連産業及び陶磁器製造業や醸造業、農

産加工産業に従事する小規模事業者について、それぞれの「強み」を生

かしながら周辺の環境変化や市場動向、顧客ニーズに応じた持続的発展

を実現する。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地域の経済動向に大きく左右される小規模事業者の持続的発展を可

能にするため、管内の小規模事業者が事業計画の策定や見直しに際して

有益と思われる鳴門市及び徳島県の経済動向を把握する。 
２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展を実現するため、当該小規模事業者の財務

状況や強み、弱みなどの現状を分析し、当該小規模事業者の事業計画の

策定支援及び策定後の実施支援を適切に実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデル

を再構築するため、地域の経済動向や経営分析結果、需要動向調査の成

果を活用しつつ、需要を見据えた事業計画の策定支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 小規模事業者の持続的発展のためには、策定した事業計画に係る

PDCA サイクルを確立する必要があるところ、巡回指導や窓口相談を通

じて進捗管理に努め、当該小規模事業者の状況に応じて必要な支援を適

切に実施していく。 

５．需要動向調査に関すること 

事業計画の修正や適切な実施支援に資するため、当会が事業計画の策

定と実施を支援する小規模事業者を対象に需要動向調査を実施する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 当会が事業計画の策定と実施を支援する小規模事業者による地域資

源等を活用した商品やサービスの展開を促進するため、当該商品やサー

ビスが地域の内外において認知され流通するよう販路開拓支援を行う。 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

 鳴門市内はもとより近隣市町からの来場が見込まれるイベントに対

しては、交流人口の増加による大麻町の認知度アップとそれに伴う経済

効果への波及を図るため、豊富な地域資源を活用した体験プログラム等

特色ある観光周遊コースを設定しマップ化したものを配布する等、当会

としても積極的に参加する。 

連絡先 

大麻町商工会 

〒779-0302 徳島県鳴門市大麻町大谷字西台３番地 

Tel：088-689-0204 Fax：088-689-0213Mail：tsci1900@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 

Ⅰ．地域の現状と課題 

○大麻町の現状 

 大麻町は四国の玄関口鳴門市の南西部に位置し、

四国八十八ヶ所一番札所の霊山寺や二番札所の極

楽寺、阿波國一宮の大麻比古神社、第一次世界大戦

時にドイツ兵を収容した板東俘虜収容所の資料を

展示の中心とするドイツ館などのある大麻町西部

の板東地区、そして国の伝統的工芸品に認定されて

いる大谷焼や 100年以上の歴史を有する醸造業者の

ある大麻町東部の堀江地区によって形成されてい

る。 

 四国八十八か所のお遍路さんをはじめとする観

光客を対象とした飲食店、土産物店、宿泊施設など

の観光関連事業者と、大谷焼などの焼物、酒・醤油・

味醂などの製造関連事業者が多い産業構造となっ

ている。また、町南部には全国第２位の出荷量を誇

るレンコン畑が広がっている。 

 最近では「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界文化遺産化、「板東俘虜収容所」に関する資料

の世界記憶遺産化、2018 年の「第九」アジア初演 100 年記念コンサート、兵庫県豊岡市以外では

国内初のコウノトリの営巣地など、徳島県北部の文化・観光の拠点として注目を浴びている。 

 

〇大麻町の課題 

 地方の自治体の例に漏れず、当地も少子高齢化による過疎化が進んでいるが、過疎先進県徳島の

中にあっては、比較的緩やかに減少している。しかしながら、4 年後の平成 33 年には、高齢者が

全人口の 3分の 1を上回るとの推計がなされており、早急に若年勤労者の移入対策を講じる必要が

ある。 

    

出典：国勢調
査、第六次鳴
門市総合計画 

(26.7％) 

(61.2％) 

(12.1％) 

(31.4％) 

(57.4％) 

(11.2％) 

(34.6％) 

(55.4％) 

(10.0％) 
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管内の小規模事業者数は、近年ほぼ横這いで推移しており、景気の回復基調が当地においても事

業者数の横這いという形で顕在化しているということが推察される。しかし、建設業に従事する事

業者数だけは減少傾向にある。主たる要因としては、バブル崩壊以降の公共工事の減少による建設

業者の廃業が今日に至るも続いていることがあげられる。 
第三次産業に従事する事業者の増加が第二次産業に従事する事業者の減少分をカバーしている。

第三次産業の増加の要因としては、近年の四国遍路ブームによるものが考えられる。管内には第一

番札所霊山寺と第二番札所極楽寺が立地していることから、四国遍路ブームの恩恵を直接的に受け

るという利点があることによるものと考えられる。しかし、道路網の整備や交通機関の発達により、

当地が通過型の観光地となりつつあることから、宿泊者の減少、滞在時間の短縮が懸念されている

とともに、外国人観光客への対応等、四国遍路ブームの恩恵を逃すことなく最大化するための施策

が求められている。 

 

管内の製造業については、堀江地区を中心に展開しており、近隣にて産出される粘土質の土によ

る大谷焼や瓦の製造とともに、酒・醤油・味醂等の醸造業が古くから当地の経済を支えてきた。し

かし、産業構造の変化や安価な競合商品の誕生、消費者志向の変化や多様化によって、その生産額

は減少傾向にある。 

管内の小売業については、第一番札所霊山寺と第二番札所極楽寺も立地する県道鳴門池田線のロ

ードサイドを中心に発展してきたが、近年は、隣接する北島町や藍住町にバイパスが開通し、全国

チェーンのショッピングモールや量販店が開業したことから、地域購買力の流出が著しい状態とな

っている。 

さらに、古くから当地の経済を支えてきた事業者においては、事業主の高齢化や後継者不足など

も相まって、継続的な事業の運営が難しくなりつつある。 

Ⅱ．中長期的な振興のあり方 

当会としては、管内の事業者が抱える課題を真正面から受け止め、大麻町のもつ自然環境や歴

史・文化・伝統、そして、それぞれの事業者のもつ「強み」を活かして、新たな観光資源の活用や

体験型・滞在型観光への取組の推進を通じた交流人口の増加とともに、地場産品のブランド化の推

進や伝統産業の保護・育成を通じ、地域経済の持続的発展が行えるよう努める。 

290 
265 258 263 
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① 霊山寺や極楽寺、大麻比古神社、第一次世界大戦時にドイツ兵を収容した板東俘虜収容所の資

料を展示の中心とするドイツ館などのある板東地区においては、貴重な観光資源を最大限活か

しつつ、通過型の観光地から滞留型の観光地への脱却を図る。 

② 大谷焼や醸造業者のある堀江地区においては、既存の経営資源を最大限活かしつつ、また既存

の経営環境を最大限利用して製造業の再興を図る。 

③ 板東地区の観光資源と堀江地区の経営資源を有機的に結びつけ、事業者間の交流を推進するこ

とによって、ストーリー性の高い特産品の開発や伝統や文化の体感と体験を組み合わせたツア

ーの組成に取り組み、よって大麻町全体の観光地化を進め、観光客の町内での滞留性を高める。 

なお、平成 29年 3月に鳴門市が策定した「第六次鳴門市総合計画（2012－2021）」の後期基本計

画においても、大麻町板東地区が「豊かな自然環境や地域の歴史、伝統、文化を活かした観光拠点

のまち」と位置付けられ、堀江地区が「伝統産業や地域資源を活かした歴史文化がいきづくまち」

と位置付けられていることから、鳴門市との連携を強化することによって、当会の取り組む伴走型

支援との相乗効果が得られるよう務める。 

Ⅲ．経営発達支援計画の目標 

○経営発達支援計画の目標 

2018年の「第九」アジア初演 100周年記念諸事業、「板東俘虜収容所」資料の世界記憶遺産申請、

世界遺産登録に向けた活動が行われている四国遍路など、ここ数年で大きな環境変化が予想される

観光関連産業、そして、伝統継承と変わりゆく環境の中で挑戦を続ける醸造業や大谷焼などの伝統

産業について、中長期的な振興のあり方をふまえ、それぞれの「強み」を生かしながら周辺の環境

変化や市場動向、顧客ニーズに応じた持続的発展を実現するため、経営発達支援計画においては、

以下のとおりの数値目標を設定し、伴走型支援を行う。 

① 板東地区においては、観光関連小規模事業者等が新たな商品やサービスの開発といった攻めの

展開に徹することができるよう支援する。 

② 堀江地区においては、製造関連小規模事業者等が新たな商品の開発や新たな市場の開拓に取り

組むことができるよう支援する。 

③ 大谷焼や酒蔵等の伝統的な製造業に従事する小規模事業者が、様々な体験サービスや実演販売

等を行うことによって堀江地区の観光地化を進め、新たな人の流れを創り出して観光客の町内

での滞留性を高めることができるよう支援する。 

④ 管内の製造業に従事する小規模事業者の製造する商品の高品質化を進めることによってブラ

ンド品としての地位を確立し、単なるお土産品ではない大麻町の特産品として販路の開拓を進

めることができるよう支援する。 

⑤ 以上の取り組みを通じて、地域の小規模事業者に対する事業計画とその実施を支援することに

よって、本計画の実施期間である平成 31 年度から 35 年度の間に、年間 5 社、5 年間で 25 社

の売上高の対前年比 5%増と営業利益の対前年比 3%増を実現する。 

 

〇目標達成に向けた取り組み方針 

 目標を達成するためには、支援の対象となる小規模事業者及び創業希望者のモチベーションを高

いレベルで維持し続けることが必要であるところ、そのためには、当該小規模事業者及び創業希望

者の策定する事業計画及びその実施に対して、当会による支援をコミットメントするとともに、以

下の取り組みを通じて、効率的・効果的な PDCAサイクルを確立することが必要である。 

① 観光関連小規模事業者が新たな商品やサービスの開発といった攻めの展開に徹することができ
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るよう、当該小規模事業者との間で理念やビジョンを共有したうえで、経営分析を通じて当該小

規模事業者の強みと弱みを把握し、新たな商品やサービスを核とする事業計画の策定及びその実

施を支援する。策定した事業計画の実施を支援するにあたっては、攻めの展開に徹することがで

きるよう、販路の開拓についてマーケットのみならずターゲットについてもその動向についての

情報を提供するとともに、当該マーケットやターゲットに効率的効果的なアプローチができるよ

う支援する。 

② 製造関連小規模事業者等が新たな商品の開発や新たな市場の開拓に取り組むことができるよう、

当該小規模事業者との間で理念やビジョンを共有したうえで、経営分析を通じて当該小規模事業

者の強みと弱みを把握し、新たな商品の開発や新たな市場の開拓を核とする事業計画の策定及び

その実施を支援する。策定した事業計画の実施を支援するにあたっては、販路の開拓について、

マーケットのみならずターゲットについてもその動向についての情報を共有するとともに、当該

マーケットやターゲットに効率的効果的なアプローチができるよう支援する。 

③ 大谷焼や酒蔵等の伝統的な製造業に従事する小規模事業者が、様々な体験サービスや実演販売等

を行うことによって堀江地区の観光地化を進め、新たな人の流れを創り出して観光客の町内での

滞留性を高めることができるよう、豊富な地域資源を活用した体験プログラム等特色ある観光周

遊コースを設定する。 

④ 管内の製造業に従事する小規模事業者の製造する商品の高品質化を進めることによってブラン

ド品としての地位を確立し、単なるお土産でない大麻町の特産品として販路の開拓を進めること

ができるよう、当該事業者との間で理念やビジョンを共有したうえで、経営分析を通じて当該小

規模事業者の強みと弱みを把握し、商品の高品質化を進めることを核とする事業計画の策定及び

その実施を支援する。策定した事業計画の実施を支援するにあたっては、ブランド品としての地

位を確立し、単なるお土産ではない大麻町の特産品として販路の開拓を進めることができるよ

う、販路の開拓についてマーケットのみならずターゲットについてもその動向についての情報を

提供するとともに、当該マーケットやターゲットに効率的効果的なアプローチができるよう支援

する。 

 

 なお、目標達成に向けた以上の取り組みについては、国及び徳島県並びに鳴門市、近隣市町村と

も連携し、あらゆる政策手段を駆使して密度の濃い支援に務めるとともに、中小企業基盤整備機構

や日本政策金融公庫、とくしま産業振興機構、徳島県立工業技術センター、徳島県農林水産総合技

術支援センター、地域金融機関といった各種支援機関の支援制度を活用し、弁護士や税理士、中小

企業診断士、経営コンサルタント等の専門家の協力を得ることとする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月～平成 36年 3月） 

（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】 

（目的） 

小規模事業者の経営は、地域の経済動向に大きく左右されることから、小規模事業者の持続的発

展を可能にするためには、地域の経済動向を適時・適格に把握しておく必要がある。しかし、小規

模事業者が単独で地域の経済動向を把握することには限界があることから、管内の小規模事業者が

事業計画の策定や見直しに際して有益と思われる鳴門市及び徳島県の経済動向を把握するための

情報収集を行う。 

得られた情報については、専門家の協力を得ながら分析し、小規模事業者の持続的な発展に資す

る基礎的な情報として提供する。 

（事業内容） 

① 徳島県が毎月発行する「徳島県の経済情勢」を利用して、徳島県内の景気判断や個人消費、

観光地の入込客数の推移に関する情報を収集し、個々のデータの背景(要因)を分析すること

によって、管内小規模事業者をとりまく状況を明らかにする。 

② 徳島経済研究所が毎月発行する「徳島経済レポート」を利用して、徳島県内の鉱工業生産指

数、大型小売店・専門量販店販売額、本州四国連絡道路交通量に関する情報を収集し、個々

のデータの背景(要因)を分析することによって、管内小規模事業者をとりまく状況を明らか

にする。 

③ 徳島県商工会連合会が四半期毎に実施する「中小企業景況調査」を利用して、徳島県内事業

者における業種別、地域別の DI 値に関する情報を収集し、全県及び近隣市町村の DI値を比

較・分析することによって、管内小規模事業者をとりまく状況を明らかにする。 

（成果の活用） 

① 総括的情報については、当会ホームページに掲載する。 

② 業種・業態ごとの情報については、対象事業者向けにメールもしくは文書で提供する。 

③ 事業計画の作成や見直しに係る基礎資料として、該当する事業者に巡回指導や窓口相談を通

じて提供する。 

（目標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

情報提供 未実施 16 16 16 16 16 

※「徳島県の経済情勢」「徳島経済レポート」「四国地域の百貨店・スーパー販売状況」を月 1 回、

「中小企業景況調査」を四半期に１回の情報提供。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目的） 

小規模事業者の持続的発展を実現するためには、当該小規模事業者が事業計画を策定しその実施

に取り組むことが必要であるが、当会が当該小規模事業者の事業計画の策定支援及び策定後の実施

支援を適切に実施するため、当該小規模事業者の財務状況や強み、弱みを客観的に把握するための

視点と現状を深く知る必要がある。 

得られた情報については、専門家の協力を得ながら分析し、当該小規模事業者の基本戦略の構築

と具体的戦術の策定を行い、事業計画の策定支援及び策定後の実施支援を適切に実施する。 

（事業内容） 
① 小規模事業者の現状の資金繰り確認のため、債務償還年数、流動比率、在庫回転期間、売掛

債権回転期間について財務分析を行う。 

② 小規模事業者を取り巻く環境の現状分析のため、経営分析セミナーを開催するとともに中小

企業診断士や経営コンサルタント等の専門家の活用により、小規模事業者が自身と自身を取

り巻く環境を客観的に把握することができるよう支援する。 

＜経営分析セミナー＞ 

 目的：小規模事業者が自身と自身を取り巻く環境を客観的に把握することができる

ようにする。 

 内容：経営分析の種類(ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、ＡＢＣ分析等)と手法について 

 対象：事業計画策定に取り組もうとしている小規模事業者 

 回数：1回/年 

 成果：セミナーにより、分析項目に対する必要性と重要性への理解を深め、小規模

事業者が自身と自身を取り巻く環境を定量・定性的かつ客観的に把握することがで

きるようになる。 

＜専門家活用＞ 

 目的：経営課題を明らかにし、全体から部分の視点へと落とし込み、具体的な事業

計画へとつなげる。 

 内容：経営分析の種類(ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、ＡＢＣ分析等)ごとに、自身と自

身を取り巻く環境について分析する。 

 対象：経営分析セミナーを受講した小規模事業者 

 成果：専門家を活用した個別の事業所に対するフォローによって、小規模事業者が

自身と自身を取り巻く環境を定量・定性的かつ客観的に把握することができるよう

になる。 

＜分析項目＞ 

 SWOT分析で自社の内部環境と外部環境の分析を統合的に行う。 

【分析項目】内部環境の強みと弱み、外部環境の機会と脅威 

 3C分析で外部環境や競合の状況を分析し、事業の成功要因を導く。 

【分析項目】自社の評価・強みと弱み、競合他社の評価・強みと弱み、顧客のニーズ 

 ABC分析で収益性と顧客価値の分析を行い、重点対応による生産性の向上を図る。 

【分析項目】商品分析（売上･粗利･寿命･季節変動） 

顧客分析（売上･粗利･寿命･季節変動） 

（成果の活用） 

経営分析を行った結果は当該事業者にフィードバックする。 

① 分析結果を利用して事業計画の策定に取り組む小規模事業者に対しては、専門家の協力も得

ながら、全国商工会連合会の経営計画作成支援ツールを活用し、実現可能な事業計画の策定
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とともに、その実施にあたっては、進捗状況を把握し適時的確な見直しを行う。 

② 当会が事業計画の策定を支援した小規模事業者による当該事業計画の実施に際しては、当会

として適時適切な支援が行えるよう、当該小規模事業者に関する経営情報は、巡回指導を通

じて巡回時に確認し、半年おきに専門家派遣にてリバイスを行う。 

（目標） 

支 援 内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

基礎データ把握事業者数 30社 35社 35社 35社 35社 35社 

うちセミナー支援事業者数 未実施 5社 5社 5社 5社 5社 

経営分析セミナー開催件数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

経営状況分析件数 30件 35件 35件 35件 35件 35件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（目的） 

小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するためには、顧

客ニーズや自らの強み・弱みをふまえた事業計画に基づく経営を推進することが重要である。この

ため、地域の経済動向や経営分析結果、需要動向調査の成果を活用しつつ、需要を見据えた事業計

画の策定支援を実施する。 

   
（事業内容） 

 事業計画の作成支援にあたっては、小規模事業者が直面している問題・課題を捉え、今後の経営

方針・目標・具体的取り組み等事業計画策定の支援をするために、経営分析を行なった小規模事業

者を対象に全国商工会連合会の「経営計画作成支援ツール」を活用し、小規模事業者の事業計画策

定の必要性、重要性の理解と事業計画策定の手法を習得することを目的とした事業計画策定セミナ

ーを実施する。 

関係機関や専門家等の協力を得ながら実施することとし、当該小規模事業者との面談を実施する

などにより事業者の特性に合わせた実現可能な事業計画の策定のための支援を行う。 

＜事業計画策定セミナー＞ 

 目的：小規模事業者が、事業計画策定の必要性と重要性を理解し、事業計画策定の

手法を習得すること。 

 内容：全国商工会連合会の「経営計画作成支援ツール」活用方法 

 対象：事業計画策定に取り組もうとしている小規模事業者（5～10事業者） 

 回数：1回/年 

 成果：セミナーを通して、事業計画の策定の必要性・重要性を理解し、自分自身と

環境を客観的に把握できるようになることで、需要を見据えた事業計画の策定に結

び付ける。 

＜専門家活用＞ 

 目的：小規模事業者が、全国商工会連合会の「経営計画作成支援ツール」活用し、

事業計画策定の手法を習得し、小規模事業者自らが事業計画を策定すること。 

 内容：「経営計画作成支援ツール」活用し、自身の事業計画を策定するための実習。 

 対象：事業計画策定セミナーを受講した小規模事業者（5～10事業者） 

 成果：専門家を活用した個別の事業所に対するフォローによって、疑問点や矛盾点

を解消し、小規模事業者が自身の事業計画を策定することができるようになる。 



- 8 - 
 

① 経済動向調査ならびに経営分析結果を踏まえ、小規模事業者が直面している問題・課題を捉

え、今後の経営方針・目標・具体的取り組み等事業計画策定の支援をするために、経営分析

を行なった事業者を対象に全国商工会連合会の「経営計画作成支援ツール」を活用する。 

② 経営計画作成支援ツールを活用して、ヒアリングする項目は以下の３点、ヒアリング方法は、

経営指導員と専門家の２名体制で巡回指導時に行う。 

(ア) 商品・サービスについては、「商品・サービス」「調達・生産・原価」「課金モデル」

に分類し、「今」と「これからのこと」を巡回指導時に各々ヒアリングを行う。 

(イ) 販売については、「ターゲット」「販売窓口・販売ルート」「販売促進・営業活動」に

分類し、「今」と「これからのこと」を巡回指導時に各々ヒアリングを行う。 

(ウ) 実施体制については、「ヒト（経営者・従業員・管理）」「有形資産」「無形資産」に

分類し、「今」と「これからのこと」を巡回指導時に各々ヒアリングを行う。 

③ 上記①から②の経営分析の成果も活用し、PDCAサイクルを回す観点から毎年度、課題設定

と今後 3～5年程度のプランを策定し、経営方針と目標を明確にしたうえで、「何を」「いつ

までに」「どのように」といった具体的な計画策定の支援を行う。 

④ 作成支援に当たっては、計画の妥当性等の検証を行い、実効性のある計画を作成する。専門

家を同伴するにあたっては、当会及び当該専門家との間で、支援先小規模事業者の経営理念、

事業計画を共有する。 

⑤ 事業計画の実施支援を効率的・効果的に行うため、当該事業計画については経過を経営カル

テに記録するとともに、全国商工会連合会の経営計画作成支援ツール及び経営改善計画作成

システムを活用し、計画の進捗状況を経営指導員及び経営支援員間で共有する。 

（目標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定セミナー開催

回数 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画策定件数 2件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目的） 

 小規模事業者の持続的発展のためには、策定した事業計画を着実に実施する必要があるところ、

巡回指導や窓口相談を通じて進捗管理に努め、当該小規模事業者の状況に応じて必要な支援を適切

に実施していく必要がある。 

そのためには、PDCA サイクルの確立が欠かせないところ、その確立にあたっては、事業計画の

修正が求められることもあるため、専門家等の協力を得ながら事業計画の修正に努めるなど、効率

的・効果的実施支援を行う。 

（事業内容） 

① 四半期に 1度のペースで経営指導員もしくは経営支援員による当該小規模事業者に対する巡

回指導を実施し、事業計画実施の進捗状況を確認する。 

 収支：売上と営業利益が計画通りに推移しているか 

 生産：設備投資と生産量(稼働率)が計画通りに推移しているか 

 販売：商品・サービスごとに販売額と販売量が計画通りに推移しているか 

② 事業計画の実施支援に当たっては、進捗状況をふまえたうえで、収支、生産、販売に関して、

巡回(ヒアリング)の中で経営指導員がチェックを行う。A：達成度が 50％に満たない事業者

には、巡回指導を 1ヵ月に 1回、B:50％～70％の事業者には四半期 1回、C：70％以上の事業
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者には 1年に 2回の頻度で実施する。ただし、事業者からの申出等により、適宜対応するも

のとする。また、必要に応じて、専門家の派遣や助成金・制度融資等の利用促進など、効率

的・効果的な実施支援のための手段を講じる。 

 収支：キャッシュフロー健全化のための取り組み 

 生産：設備投資資金の確保、生産性向上のための取り組み 

 販売：商品力・ブランド力向上、販売機会確保のための取り組み 

③ 専門家の協力を得ながら、年に１回、フォローアップセミナーを開催し、全国商工会連合会

の「経営計画作成支援ツール」を用いて、商品・サービスについては、「商品・サービス」「調

達・生産・原価」「課金モデル」に分類し、販売については、「ターゲット」「販売窓口・販

売ルート」「販売促進・営業活動」に分類し、実施体制については、「ヒト（経営者・従業員・

管理）」「有形資産」「無形資産」に分類し、各々についてヒアリングを行い、「今」と「これ

から」といった今後の経営計画と現状について小規模事業者自らがチェックをできる機会を

設け、進捗状況とあわせて課題別及び課題の大小によって適宜対応を検討しながら支援を行

う。必要であれば専門家派遣等を活用し、計画の見直しを図る支援を行う。 

＜フォローアップセミナー＞ 

【目的】小規模事業者が、策定した事業計画を実施するために有効なノウハウを習得すること。 

【内容】PDCAサイクルの確立、全国商工会連合会の「経営計画作成支援ツール」活用方法 

【対象】事業計画を策定しその実施に取り組んでいる全ての小規模事業者（5事業所） 

【回数】1回/年 

【成果】今後の経営計画と現状について小規模事業者自らがチェック可能となること。 

④ 四半期に１度のペースで経営状況セルフチェックシートを活用し、小規模事業者自らがチェ

ックできる機会を設け、進捗状況とあわせて課題別及び課題の大小によって適宜対応を検討

しながら支援を行う。その際、財務的なセルフチェックを自ら行えるよう、自動で財務分析

等を行う機能を備えた全国商工会連合会のクラウド型財務システム「ネット de記帳」につい

ても、利用方法の指導等を通じて、積極的な利用を推進する。 

⑤ 以上の取り組みを通じて、当該小規模事業者の事業計画の実施に係る PDCA サイクルを確立

し、事業計画の修正を含めた適切な支援を行う。 

（目標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ対象事業

者数 
未実施 5社 5社 5社 5社 5社 

進捗状況確認（頻度） 

A:進捗 50%未満の場合 

（毎月）年 12回 

未実施 60回 60回 60回 60回 60回 

進捗状況確認（頻度） 

B:進捗 50%～70%の場合 

（四半期毎）年 4回 

未実施 20回 20回 20回 20回 20回 

進捗状況確認（頻度） 

C:進捗 70%以上の場合 

（半年毎）年 2回 

未実施 10回 10回 10回 10回 10回 

フォローアップセミナー

開催回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

セルフチェックシート 

活用事業者数 
未実施 5社 5社 5社 5社 5社 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（目的） 
小規模事業者にとっては、提供している商品やサービスが買い手のニーズを満たしているかどう

かや、開発しようとしている商品やサービスが買い手のニーズを満たすものかどうかを日頃の事業

活動の中で明らかにすることが難しいため、当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事

業者を対象に需要動向調査を実施し、事業計画の修正や適切な実施支援に資することとする。 

（事業内容） 

① 当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事業者のうち、例えば、観光関連小規模

事業者による新たなお土産物や陶磁器製造業、醸造業等に従事する製造関連小規模事業者に

よる新たな特産品について、全国的な商品やサービスに対するニーズを把握するため、全国

から巡礼者が訪れる霊山寺門前において、お遍路さんを対象に当該お遍路さんの属性ととも

に当該小規模事業者の商品やサービスに関する評価について、個々の商品やサービスごとに

ヒアリング調査を実施する。ヒアリングデータについては、当会において集計の後、専門家

等の協力を得ながら分析を行う。 
※ 調査項目 

お遍路さんの属性：住所(都道府県)、年齢、性別、職業等 
商品やサービスに関する評価：デザイン、ボリューム、触感、食感、価格等 

② 当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事業者のうち、例えば、観光関連小規模

事業者による新たなお土産物や陶磁器製造業、醸造業等に従事する製造関連小規模事業者に

よる新たな特産品について、関西を中心に商品やサービスに対するニーズを把握するため、

関西圏からも多くの来館者が訪れるドイツ館において、来館者を対象に当該来館者の属性と

ともに当該小規模事業者の商品やサービスに関する評価について、個々の商品やサービスご

とにヒアリング調査を実施する。ヒアリングデータについては、当会において集計の後、専

門家等の協力を得ながら分析を行う。 
※ 調査項目 

参拝者の属性：住所(都道府県)、年齢、性別、職業等 
商品やサービスに関する評価：デザイン、ボリューム、触感、食感、価格等 

③ 当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事業者のうち、例えば、観光関連小規模

事業者による新たなお土産物や陶磁器製造業、醸造業等に従事する製造関連小規模事業者に

よる新たな特産品について、鳴門市を含む近隣市町に対する商品やサービスに対するニーズ

を把握するため、徳島県東北部から参拝者が訪れる大麻比古神社の門前において、参拝者を

対象に当該参拝者の属性とともに当該小規模事業者の商品やサービスに関する評価につい

て、個々の商品やサービスごとにヒアリング調査を実施する。ヒアリングデータについては、

当会において集計の後、専門家等の協力を得ながら分析を行う。 
※ 調査項目 

参拝者の属性：住所(市町村)、年齢、性別、職業等 
商品やサービスに関する評価：デザイン、ボリューム、触感、食感、価格等 

（成果の活用） 

① 霊山寺を訪れるお遍路さんは全国からの来訪者であることから、そのヒアリング調査結果に

ついては、全国レベルの観光客向けの商品やサービスの開発や改修、販路の開拓のための基

礎資料として、調査対象商品・サービスごとに当該小規模事業者に提供する。 
② ドイツ館を訪れる見学者の多くが関西圏からの来訪者であることから、そのヒアリング調査

結果については、関西圏向けの商品やサービスの開発や改修、販路の開拓のための基礎資料

として、調査対象商品・サービスごとに当該小規模事業者に提供する。 
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③ 大麻比古神社を訪れる参拝者の多くが鳴門市を含む近隣市町からの来訪者であることから、

そのヒアリング調査結果については、近隣市町向けの商品やサービスの開発や改修、販路の

開拓のための基礎資料として、調査対象商品・サービスごとに当該小規模事業者に提供する。 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

霊山寺、ドイツ館、

大麻比古神社におけ

るヒアリング調査対

象事業者数 

0社 5社 5社 5社 5社 5社 

霊山寺、ドイツ館、

大麻比古神社におけ

るヒアリング調査対

象者数 

0人 

100人×3

箇所＝

300人 

100人×3

箇所＝

300人 

100人×3

箇所＝

300人 

100人×3

箇所＝

300人 

100人×3

箇所＝

300人 

 

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】 

（目的） 

 当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事業者による地域資源等を活用した商品や

サービスの展開を促進するため、当該商品やサービスが地域内外において認知され流通するよう販

路開拓を支援する。また、商品が人を呼び寄せる需要開拓を行うことにより、観光関連小規模事業

者をはじめとする地域経済への波及効果を図る。 

(事業内容) 

① 県内での BtoC への取り組みとして、毎年 11 月に大谷焼陶業協会が主催し、当会が後援す

る「大谷焼窯まつり」は、徳島・香川両県のみならず兵庫県や大阪府等からも来場者がある

ところ、当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事業者の商品やサービスに対す

る PR と販路拡大のため、メイン会場に当会の特設ブースを設置し、当該小規模事業者の商

品やサービスの展示販売を行う。 

出展事業者に対しては、専門家の協力を得て事前セミナー（募集方法：事業計画策定事業者

を中心に募集、回数：1 回、カリキュラム：出展計画作成、参加者数：5 事業所）を開催し、

デザインやパッケージング、値決め等のノウハウを出展事業者ごとに指導する。出展中は、

経営指導員が出展者の立ち位置やセールストークを観察する。出展後は、事前セミナーで作

成した出展計画の検証を中心としたフォローアップセミナーを開催し、出展中の言動につい

ても出展者同士が具体的な改善点を指摘し合いセールス力の向上に繋げる。 

なお、展示販売にあたっては、シェア 8 割を誇る徳島新聞に展示販売を告知する折込広告を

入れるとともに、当日は当該商品やサービスを紹介するチラシを制作し配布する。 
「大谷焼窯まつり」 

【概要】 

大谷焼の陶祖が祀られる「東林院」の境内において、盛大に行われている陶器市は、作品展

やロクロ体験、大谷焼絵付け教室、獅子舞など伝統的なイベントも多数開催される。 

来場者数：1,000 人 

参加事業者数：5社 

② 県外での BtoC への取り組みとして、当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う陶磁器製

造業に従事する小規模事業者の販路開拓を支援するため、「伝統工芸･青山スクエア」におい

て企画展を開催する。企画展の開催にあたっては、出店者のパンフレットを制作し来場者に
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配布することによって、当該小規模事業者の商品情報のみならず、当該小規模事業者自身や

工房に関する情報、そして大谷焼の歴史に至るまでを紹介し、来場者に大麻町の工房に行っ

てみたいと思わせる。 

出展事業者に対しては、専門家の協力を得て事前セミナー（募集方法：事業計画策定事業者

を中心に募集、回数：1 回、カリキュラム：出展計画作成、参加者数：5 事業所）を開催し、

デザインやパッケージングとともに、展示方法についてのノウハウを指導する。出展中は、

経営指導員が出展者の立ち位置やプレゼントークを観察するとともに、来場者の動きや発言

をチェックする。出展後は、事前セミナーで作成した出展計画の検証を中心としたフォロー

アップセミナーを開催し、出展中の言動について出展者同士が具体的な改善点を指摘し合い

セールス力の向上に繋げる。 
「伝統工芸･青山スクエア」 

【概要】 

消費者に対して伝統工芸品の理解と愛着をはかり、経済産業大臣指定伝統的工芸品産地から

の参加事業所を通じて、工芸品や産地の PR 及び展示販売を行う。 

来場者数：2,000 人 

参加事業者数：5社 

③ BtoB への取り組みとして、当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う陶磁器製造業に従

事する小規模事業者の販路開拓を支援するため、「テーブルウェア・フェスティバル」に出

展し商談会を行う。 

出展事業者に対しては、専門家の協力を得て事前セミナー（募集方法：事業計画策定事業者

を中心に募集、回数：1 回、カリキュラム：出展計画作成、参加者数：5 事業所）を開催し、

展示ブースの設営方法についてのノウハウを指導する。出展中は、経営指導員が出展者の立

ち位置やプレゼントークを観察するとともに、来場者の動きや発言をチェックする。出展後

は、出展中にコンタクトを取った来場者のリストの作成とフォローアップ営業について、経

営指導員が進捗状況をチェックする等の支援を行い、成約に結びつける。 
「テーブルウェア・フェスティバル」 

【概要】 

個性ある 250 以上の販売ブースが出展し、海外ブランドの新作や提案商品、足を運ばないと

なかなか出会えない国内産地の窯元の作品などを直接購入することができる。 

来場者数：25万人 

参加事業者数：5社 

④ 上記の展示会及び企画展、展示会出展後には、事前セミナーで作成した出展計画の検証を中

心としたフォローアップセミナーを開催し、専門家等も活用し、案件のタマゴを商談に育て、

地域住民、観光客、趣味人、バイヤー等のイベント・展示会によって異なる来場者の個別の

属性と、小規模事業者の営業体制とを照らし合わせ、受注へと無理なく移行していく勝ちパ

ターンを作り上げる支援を行う。また、展示会及び企画展、展示会出展を当会ホームページ

で告知するとともに、事前セミナーの開催時に専門家によるプレスリリース発信の支援(雛

形を利用して事業者の作成したリリース文を参加者全員が評価し専門家がブラッシュアッ

プする)を行う。 

⑤ 日常的な販路開拓として、ホームページや IT を活用した販路開拓支援を行う。また、IT は

変化と進歩が急速であるため年 1 回 IT に関する販路開拓のセミナー（募集方法：事業計画

策定事業者を中心に募集、回数：1 回、カリキュラム：IT 活用による販売計画作成、参加

者数：5 事業所）を開催する。IT を活用した売上が伸び悩んでいる場合には、専門家等を

活用し、売上の柱となるよう支援する。 
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（目標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

大谷焼窯祭り出展者数 5社 5社 5社 5社 5社 5社 

大谷焼窯祭り出展者の売上増

加率（11月） 
－ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

伝統工芸・青山スクエア出展者

数 
0社 5社 5社 5社 5社 5社 

伝統工芸・青山スクエア出展者

の売上増加率（開催月） 
－ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

テーブルウェア･フェスティバ

ル出展者数 
0社 5社 5社 5社 5社 5社 

テーブルウェア･フェスティバ

ル出展者の商談件数（総数） 
0件 15件 15件 15件 15件 15件 

テーブルウェア･フェスティバ

ル出展者の成約件数（総数） 
0件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（目的） 

大麻町には、四国八十八ヶ所一番札所の霊山寺や二番札所の極楽寺、阿波國一宮の大麻比古神社、

第一次世界大戦時にドイツ兵を収容した板東俘虜収容所の資料を展示の中心とするドイツ館、そし

て国の伝統的工芸品に認定されている大谷焼や 100年以上の歴史を有する醸造業者等、歴史と文化

に溢れる地域であるが、各施設等が点として存在し、線としての繋がりや面としての広がりに欠け

ているため、相乗効果による地域経済全体の底上げに力強さがないと言われている。 

大麻地域の歴史や文化をふまえ、周辺観光施設と連携を深め、これらの資源に対する地域住民の認

識を図るとともに新しい資源の発掘や地域外の人々の視点を加えた新しい取組を創出し、また、観

光客への対応に向けた情報収集と将来展望を検討することにより、大麻地域の活性化を目指す。 

（事業内容） 

鳴門市商工政策課、鳴門うずしお観光協会、堀江地区自治振興会、板東地区自治振興会、鳴門市地

域おこし協力隊、当会青年部・女性部で構成する大麻地域活性化推進協議会を年２回開催し、多様

な機関との連携によって、点を線で結ぶための取り組みを加速化し、小規模事業者の機動力と対応

力を活かすための環境を作っていく。 

また、鳴門市経済局、商工政策課、観光振興課、農林水産課、鳴門うずしお観光協会、鳴門商工会

議所、当会で構成する経済連絡会を月に２回開催することによって、地域全体でのアメーバ的合従

連衡が可能となるような機会の創出に取り組み、小規模事業者の事業の拡大・展開・転換等が容易

になるような環境を作っていく。 

① 鳴門市うずしお観光協会、ドイツ館や霊山寺、大谷焼陶業協会と連携した伝統的催しや、自治振
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興会と連携した歴史的史跡を通じた「観光集客」への取組を行う。 

② 豊富な地域資源を活用した体験プログラム等特色ある観光周遊コースを設定することによって、

交流人口の増加による大麻町の認知度アップとそれに伴う経済効果への波及を図る。 

③ 鳴門市内はもとより、近隣市町からの来場が見込まれる鳴門市や鳴門市うずしお観光協会が中心

となって管内で実施しているイベント等に対しては、当会としても積極的に参加する 

④ 大谷焼陶業協会が主催し当会が共催及び事務局を担当する「大谷焼の里スプリングフェスタ」、

「大谷焼窯まつり」の開催にあたっては、会場に当会の特設ブースを設け、豊富な地域資源を活

用した体験プログラム等特色ある観光周遊コースの PR を行うとともに、当会が事業計画の策定

と実施を支援し当該観光周遊マップに掲載された小規模事業者の商品やサービスの展示販売を

通じて、当該小規模事業者の商品やサービスの認知度向上と販売促進を図る。 

 

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み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

① 金融連絡協議会 

 日本政策金融公庫徳島支店、阿波銀行板東支店、徳島銀行大麻支店、鳴門市商工政策課、

経営コンサルタントからなる「金融連絡協議会」を半期に 1度の割合で開催し、小規模事業

者の事業運営において最も重要な金融支援について、現下の金融情勢と小規模事業者の資金

需要の動向、そして今後の経済見通し等に関する情報交換を行うとともに、各機関の保有す

る支援ノウハウについて情報を共有することによって、経営発達支援計画支援事業の円滑な

実施に努める。 

② 鳴門・板野地区商工会経営指導員当連絡協議会 

 鳴門市商工会議所、大麻町商工会、松茂町商工会、北島町商工会、藍住町商工会、板野町

商工会、上板町商工会からなる「鳴門・板野地区商工会経営指導員当連絡協議会」を 2ヶ月

に 1度開催し、各地域での指導案件についてその個別具体的な経営支援活動のプロセス及び

結果と改善点等の情報交換を行うとともに、各地域における小規模事業者の動向や需要の動

向についての情報交換を行うことによって、指導員の支援能力の向上を図るとともに、新た

な需要を開拓するための端緒として活用する。 

③ 商工 3団体合同研修会 

 徳島県下の商工会議所、徳島県商工会連合会、徳島県下の商工会、そして徳島県中小企業

団体中央会からなる「商工 3団体合同研修会」を年 3 回開催し、各地域の小規模事業者の動

向や需給の動向についての情報を共有するとともに、各経営指導員が積み上げてきた個別具

体的な支援内容と支援ノウハウを持ち寄って情報として共有することによって、適時・的確

な支援が県内で普遍的に実施可能となるよう支援能力の向上と平準化を図る。 

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等

を行い資質向上を図る。 

② 独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部アドバイザー、中小企業診断士等の専門家が事

業者を個別指導する時に、経営指導員が同行し、専門家が持つ支援ノウハウを取得する。 

（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 とくしま産業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や農商工連
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携・６次産業化セミナー、Ｗｅｂマーケティング・セミナー等の開催情報を収集し、経営指

導員等が参加、資質向上を図る。 

③ 板野地区商工会における経営指導員等の連絡協議会(原則２カ月に一回開催)に出席し、情報

収集やノウハウの蓄積に努める。また、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 研修会等で得た知識を、復命書或いは口頭での情報交換を行い職員間のレベルアップを図る

と共に経営支援に活用する。 

② 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、事業者の個別フ

ァイルや口頭等での情報交換にて共有し、効果的な支援に活用する。 

③ 実施した支援内容や個別事業者の情報については、商工会基幹システムに登録を行い継続的

な事業者支援に活用する。 

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、本事業に記載の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 大麻町商工会理事・監事からの選出者や、外部からの徳島県商工労働部商工政策課担当者、

鳴門市商工政策課担当者、中小企業診断士等の有識者による経営発達支援委員会を年 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 大麻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・見直しの結果を大麻町商工会のホームページ上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 30年 11月現在） 

（１）組織体制 
 

 

 

                    
[事業の成果・評価・見直しの結果報告] 

 

 

 

 

 
                   [事業の評価・見直しの方針報告] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
〒779-0302 徳島県鳴門市大麻町大谷字西台３番地 

☎  088-689-0204  Fax 088-689-0213   

URL     www.shokokai.or.jp/ooasa/ 
E-mail   tsci1900@tsci.or.jp 

[大麻町商工会総会] 
(事業の成果・評価・見直しの承認) 

[大麻町商工会理事会] 
(事業の成果・評価・見直しの方針決定) 

[経営発達支援委員会] 
(年１回開催) 

大麻町商工会理事・監事からの選出者 
鳴門市商工政策課担当者 
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 
中小企業診断士等 

[経営発達支援事業] 
事務局体制 

(担当) 経営指導員 1 名 
(支援) 経営支援員 1 名 
    
[事業成果・評価・見直し結果公表] 
HP: www.shokokai.or.jp/ooasa/ 
大麻町商工会事務所閲覧 

大麻町内 
[小規模事業

者] 

[関係機関・団体] 
徳島県 
鳴門市 
日本政策金融公庫徳

島支店 
一般社団法人鳴門市

うずしお観光協会 
各種団体等 

[事業報告] [事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示] 

連
携 

相
談 

支
援 

mailto:tsci2300@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） 

 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 

1．地域経済動向調

査事業 
2．経営状況分析事

業 
3．事業計画策定支

援事業 
4．事業計画策定後

の実施支援事業 
5．需要動向調査事

業 
6．新たな需要の開

拓に寄与する事

業 
7．地域経済活性化

事業 
8．他の支援機関と

の連携を通じた

支援ノウハウ等

の情報交換事業 
9．経営指導員等の

資質向上等事業 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

（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 

【補助金】：国、徳島県、鳴門市 

【受託費】：事業受託費 

【自己財源】：会費、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４－１） 

 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．経営発達支援計画支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

管内の小規模事業者が事業計画の策定や見直しに際して有益と思われる鳴門市及び徳島県の

経済動向を把握するための情報の収集・分析を行うにあたって、専門家の協力を得ながら分析し、

小規模事業者の持続的な発展に資する基礎的な情報として提供する。 

2．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の事業計画の策定支援及び策定後の実施支援を適切に実施するため、当該企業の

財務状況や強み、弱みなど現状を深く知る必要があるところ、得られた情報について、専門家の

協力を得ながら分析し、当該小規模事業者の事業計画の策定支援及び策定後の実施支援を適切に

実施する。 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 策定した事業計画を着実に実施するためには、PDCA サイクルの確立が欠かせないところ、そ

の確立にあたっては、事業計画の修正が求められることもあるため、専門家等の協力を得ながら

事業計画の修正に努めるなど、効率的・効果的実施支援を行う。 

5．需要動向調査に関すること【指針③】 

当地における観光業及び各種製造業の需要動向について、当会が事業計画の策定支援と実施支

援を行う小規模事業者を対象に、専門家の協力を得ながら調査・分析を行い、事業計画の修正や

適切な実施支援に資する。 

連携者及びその役割 

 下表の専門家の協力を得て、地域の経済動向調査に係る専門的見地からの分析を行う。 

連 携 先 
連携内容 

番号 所属・代表者 連絡先 

1 

経営コンサルタント 
株式会社玫瑰 
代表取締役 
大久保圭二 

〒771-2501 
徳島県三好郡東みよし町昼間
936-1 
TEL＆FAX：0883-87-8778 

専門的見地からの地域の

経済動向調査に係る分析

及び経営状況の分析、事

業計画策定支援、需要動

向に係る分析 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 4． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 5． 需要動向調査に関すること 

[連携先] 

経営コンサルタ

ント 

 

大麻町商工会 

小規模事業者 
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（別表４－３） 

 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．経営発達支援計画支援事業の内容 

3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

地域の経済動向や経営分析結果、需要動向調査の成果を活用しつつ、需要を見据えた事業計画

の策定支援を実施するにあたっては、関係機関や専門家等の協力を得ながら実施し、当該小規模

事業者の特性に合わせた実現可能な事業計画の策定のための支援を行う。 

連携者及びその役割 

 下表の専門家等の協力を得て、事業計画策定に係る専門的見地からの支援を行う。 

連 携 先 
連携内容 

番号 所属・代表者 連絡先 

1 
とくしま産業振興機構 
理事長 
笹川 晧一 

〒770-0865 
徳島県徳島市南末広町 5-8-8 
TEL：088-654-0101（代表） 
FAX：088-653-7910 

専門家の派遣 

2 

経営コンサルタント 
株式会社玫瑰 
代表取締役 
大久保圭二 

〒771-2501 
徳島県三好郡東みよし町昼間
936-1 
TEL＆FAX：0883-87-8778 

専門的見地からの事業計

画策定支援 

 
 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．３．事業計画策定支援に関すること 

[連携先] 
 
とくしま産業振興

機構 
経営コンサルタン

ト 

 
 
大麻町商工会 

小規模事業者 
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（別表４－３） 

 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．経営発達支援計画支援事業の内容 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

当会が事業計画の策定支援と実施支援を行う小規模事業者による地域資源等を活用した商品

やサービスの展開を促進するため、イベント等の場において当該イベントの主催者と連携し、当

該商品やサービスが地域内外において認知され流通するよう販路開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

鳴門市内はもとより、近隣市町からの来場が見込まれる鳴門市や鳴門市うずしお観光協会が中

心となって管内で実施しているイベント等に対しては、当会としても積極的に参加することと

し、豊富な地域資源を活用した体験プログラム等特色ある観光周遊コースを設定することによっ

て、交流人口の増加による大麻町の認知度アップとそれに伴う経済効果への波及を図る。 

連携者及びその役割 

 下表の専門家等の協力を得て、事業計画策定に係る専門的見地からの支援を行う。 

連 携 先 
連携内容 

番号 所属・代表者 連絡先 

1 
鳴門市 
市長 
泉 理彦 

〒772-8501 
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜
170 
TEL：088-684-1111（代表） 

大麻地域活性化推進協議

会 

鳴門市経済連絡会議 

2 

一般社団法人鳴門市うず

しお観光協会 

理事長 
勘川 一三 

〒772-0003 
鳴門市撫養町南浜字東浜 165-10 
TEL：088-684-1731 
FAX：088-684-1732 

大麻地域活性化推進協議

会 
鳴門市経済連絡会議 

  
連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

[連携先] 

鳴門市 
鳴門市うずしお観

光協会 

 

大麻町商工会 

小規模事業者 
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（別表４－６） 

 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 

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み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

① 金融連絡協議会 

 日本政策金融公庫徳島支店、阿波銀行板東支店、徳島銀行大麻支店、鳴門市商工政策課、

経営コンサルタントからなる「金融連絡協議会」を半期に 1 度の割合で開催し、各機関の保

有する情報や支援ノウハウについて情報を共有することによって、経営発達支援計画支援事

業の円滑な実施に努める。 

連携者及びその役割 

 下表の専門家の協力を得て、地域の経済動向調査に係る専門的見地からの分析を行う。 

連 携 先 
連携内容 

番号 所属・代表者 連絡先 

1 日本政策金融公庫徳島支店 

事業統括 藤田 博史 

〒770-0856 
徳島県徳島市中洲町 1-58 
TEL：088-622-7271（代表） 
FAX：088-653-3208 

金融連絡協議会委員 

2 阿波銀行板東支店 

支店長 勝田 裕二 

〒779-0230 
徳島県鳴門市大麻町板東字北条
34-4 
TEL：088-689-1231 

金融連絡協議会委員 

3 徳島銀行大麻支店 

支店長 友成 庸洋 

〒779-0302 
徳島県鳴門市大麻町大谷字道の
上 33-4 
TEL：088-689-3511 

金融連絡協議会委員 

4 鳴門市商工政策課 

課長 阿部 聡 

〒772-8501  
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜
170番地 
TEL：088-684-1111（代表） 

金融連絡協議会委員 

5 
経営コンサルタント 
株式会社玫瑰 
代表取締役 大久保圭二 

〒771-2501 
徳島県三好郡東みよし町昼間
936-1 
TEL＆FAX：0883-87-8778 

金融連絡協議会委員 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．1．① 金融連絡協議会 

[連携先] 
 
日本政策金融公庫 
阿波銀行 
徳島銀行 
鳴門市 
経営コンサルタント 

 
 
大麻町商工会 

小規模事業者 
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