
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

「美馬市商工会（法人番号 5480005005826）」 

実施期間 平成３１年４月１日 ～ 平成３６年３月３１日（５年間） 

目標 

経営発達支援事業の目標  
 管内の小規模事業者が、美馬市の産業の柱である「観光」及び「美と健康」に関連

する事業に積極的に関わることによって、小規模事業者・商工会・行政の三位一体の

取り組みを実現し、よって経営体質の強化や円滑な事業承継、創業などの果実が得ら

れるよう小規模事業者の持つ課題に応じた支援を継続的に実施する。 

①当該小規模事業者の営業利益を年 3％以上増加させる。 

②承継による次世代への事業の継続を進めるとともに、創業者の拡大を推進するこ

とにより毎年事業承継及び創業を 1社ずつ実現する。 

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 

地域の経済動向について、定期的に調査・分析を行い、得られた情報を管内小規

模事業者へ提供及び指導資料として経営計画策定等の基礎資料として活用につ

なげる。 

２．経営状況の分析に関すること 

持続的経営に向け、事業計画を策定し着実に実施する為自社の経営状況を正し

く理解する必要がある。そのために財務分析～経営分析を行い、支援対象小規模

事業者の戦略立案への取り組みを支援する。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

事業計画策定セミナーや個別相談会の開催を通じ、事業計画策定を目指す小規

模事業者の掘り起こしを行い、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえたうえ

で、需要を見据えた事業計画を策定するための伴走型支援を行う。 

４．事業策定後の実施支援に関すること 

  支援対象事業者の事業計画の計画実施に向けて、経営指導員等の担当配置による

巡回指導や専門家の活用また各支援機関との連携により、PDCA サイクルの確立

に必要な支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

支援対象事業者がマーケットインの視点を持ち、需要の動向を的確に把握し臨

機応変に対応できるよう、地域内と地域外に分けて需要動向調査を実施し、その

調査結果を分析し、結果をフィードバックさせ小規模事業者の支援に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

多様な顧客ニーズにマッチした商品・サービスを提供・発信する機会を増大させ

るためイベントや展示会等への出店に積極的に取り組む。またホームページ、ソ

ーシャルメディア等の ITの活用を通じた需要の開拓を支援する。 

Ⅱ.地域活性化に資する取り組み 
①観光資源を活かしたにぎわい創出事業の開催及び協力により交流人口の増加と

町外客の流入促進及び資金循環の促進を図る。このことにより域内商品・サービ

スの情報発信機会の増大と新たな特色ある商品・サービスの創造醸造を図る。 

②域内観光客の増加による小規模事業者の収益向上を図るため、特産品・観光関連

商品のブラッシュアップ及び飲食・施設等の改善改良を支援する。 

連絡先 

美馬市商工会 本所 

〒779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町字北島 1265-1 

  TEL 0883-53-7393 / FAX0883-53-7514 

    E-mail：tsci3300@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 

１.地域の現状

美馬市は、県庁所在地の徳島市から約40kmに位置し、北は阿讃山脈、南は剣山を有する四国

山脈に囲まれ、市のほぼ中央を東西に四国三郎「吉野川」が流れる自然ゆたかな地域である。

また平成17年3月1日に旧美馬郡内の脇町、美馬町、穴吹町、木屋平村が合併してできた人口約3

万人の市である。 

市内における主な観光資源として、脇町には昭和63年12月に国の重要伝統的建造物群保存地

区に選定された「うだつの町並み」をはじめ、周辺には山田洋二監督の「虹をつかむ男」のロ

ケ舞台となったことがきっかけで平成11年に修復され、芝居公演や映画上映が行われている

「オデオン座」、各種洋ランの見学と直売所を兼ねた「あんみつ館」などがある。

また美馬町には、堂々たる山門、伽藍をもつ寺がいくつも立ち並び、静寂につつまれた「寺

町」がある。 

穴吹町には、日本一と呼ばれる清流「穴吹川」があり、市外から遊びにくる人が多く、夏に

は「穴吹川筏下り」が開催される。 

木屋平には、日本百名山の一つ「剣山」や世界選手権や国内大会も開催されている「中尾山

高原グラススキー場（※グラススキーとはスキー競技の一つで芝の上を滑る競技。 用具に

はキャタピラ状の専用用具を用い、スキー板の代わりにスキーブーツに装着して芝の上を

滑走する。（ウィキペディアより抜粋）」がある。 

さらに、平成30年3月には、美馬市を含む徳島県西部の2市2町で営まれている傾斜地農耕シス

テムが、世界農業遺産に認定された。このように数々の観光スポットが存在している。

また農業も盛んで、米・なす・ピーマン・ニンジン・レタス・ブロッコリー・ぶどう・ゆ

ず・ブルーベリーなど農産物出荷額は県内有数であり、その農産物を活かした様々な加工品が

生まれている。 

美馬市 
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２.地域の課題 

（1）全体 

美馬市における業種別事業者数推移は、以下の通りである。 

 地域住民に買い物場所を提供している小売業、卸売業が減少（-18％）しており、将来的

な買い物不便が懸念される状態にある。 

 多くの従業員を持ち雇用の重要な役割を持つ建設業も減少（-15％）傾向にある。 

 宿泊業、飲食サービス業は行政が合併し、観光にも力を入れた事もあり、平成 21年度ぐ

らいまで増加したが、その後、減少傾向が続いている。 

 医療、福祉・教育、学習支援などのサービス業が増加している背景には、本市には県西

部でも有名な公立進学校があるのと地域内少子高齢化の問題がある。 

美馬市における業種別事業者数推移（出展：経済センサス） 

（2）商業 

本市は大規模店舗の増加や複合型商業施設、飲食チェーン店の進出、消費者の購買活動の

広域化、コンビニエンスストアの急増等により、既存の商店街、個人商店の廃業が増加して

いる。また、経営者の高齢化、後継者不在などから、集客対策や新規開拓、他業種との連携

による事業展開が難しくなってきており、小規模事業所を取り巻く環境は一層厳しさを増し

ていることから、商業活性化策としての個店支援、事業承継、若手後継者の育成支援等が喫

緊の課題となっている。 

（3）工業 

 本市の工業は、事業所全体の約６割が従業者数10人未満の小規模零細企業であり、厳しい

  

平成 18年 平成 21年 平成 26年 

事業者数 

（件） 
占有率 

（％） 

事業者数 

（件） 
占有率 

（％） 
事業者数 

（件） 
占有率 

（％）  
18 年比 
（％） 

農林漁業 7 0.4 22 1.4 19  1.3 271.0 

鉱業・採石業 1 0.1 3 0.2 3 0.2  300.0 

建設業 197 12.6 191 12.4 168 11.7  85.3 

製造業 104 6.7 103 6.7 107 7.5  102.9 

電気・ガス・熱供給 4 0.3 2 0.1 2 0.1  50.0 

情報通信業・運送業・郵便

業 
31 2.0 39 2.5 31 2.2  100.0 

卸売業・小売業 512 32.8 480 31.1 417 29.1  81.4 

金融・保険業 18 1.2 26 1.7 29 2.0  161.1 

不動産業 32 2.1 53 3.4 48 3.4  150.0 

学術研究 40 2.6 39 2.5 40 2.8  100.0 

宿泊業・飲食サービス業 139 8.9 152 9.9 145 10.1  104.3 

生活関連サービス業 160 10.3 158 10.2 152 10.6  95.0 

医療・福祉・教育・学習支

援 
130 8.3 123 8.0 136 9.5  104.6 

複合サービス 29 1.8 18 1.2 13 0.9  44.8 

サービス業 156 10.0 132 8.6 121 8.5  77.6 

合計 1,560 100 1,541 100 1,431 100   
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経済状況が続く中で、事業所数、従業員数、製造品出荷額とも減少傾向にある。工業は、地

域の雇用の要でもあり、工業の衰退は、生産年齢人口の流出による少子高齢化に一層拍車を

かけることになる。 

本市の経済発展に欠くことのできない工業振興をまちづくりの重要課題と捉え、市内事業

所への支援や新産業の創出などが求められている。 

企業誘致に係る状況については、市の熱心な誘致活動により大塚製薬工場の進出が決定す

るなど成果を見せている。しかしながら都道府県も合わせた市町村間の誘致活動の競争激化

は激しく、地方への企業誘致は非常に厳しい状況が続いていることから、既存事業者の商品

力・企画力の向上や技術伝承など、事業所個々のレベルアップが課題となっている。 

（4）小規模事業者 

 本市において小規模事業者の存在は、金融保険業、運送業を除く全ての業種おいて90％前

後かそれ以上の割合となっており、小規模事業者の活動が本市の経済活動の大半を担ってい

るということができる。 

小規模事業者数（平成29年12月31日現在） 

業種 事業者数 うち、小規模事業者数（割合） 

建設業 202 197（97.5％） 

製造業(鉱業・電力を含む) 108 96（88.9％） 

卸売業 53 52（98.1％） 

小売業 305 287（94.1％） 

飲食・宿泊業 109 108（99.1％） 

サービス業 316 307（97.2％） 

金融保険業 10 6（60.0％） 

運送業 15 11（73.3％） 

その他 57 54（94.7％） 

合計 1,175 1,118（95.1％） 

美馬市商工会調べ  

（5）美馬市商工会 

平成20年の美馬市商工会合併当時に940名であった会員も、現在では220名減(23.4％減)の

720名となっており、事業所の減少が止まらない現状を真摯に受け止める必要がある。 

美馬市商工会会員数推移（定款会員除く） 

 H20fy H23fy H26fy H28fy H20fy比減少率 

建 設 業 161 135 133 128 20.5％ 

製 造 業 96 80 69 65 32.3％ 

卸 売 業 48 45 43 42 12.5％ 

小 売 業 310 278 246 231 25.5％ 

飲食・宿泊業 95 80 67 64 32.6％ 

サ ー ビ ス 業 160 138 137 140 12.5％ 

そ の 他 70 61 55 50 28.6％ 

 合   計 940 817 750 720 23.4％ 

※商工会事業の実態より 
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減少の理由を本会脱退時の脱退理由でみてみると、高齢化と業績悪化によるものが多く、

地域経済の衰退による影響(業績悪化と業績悪化による後継者難)が大きな要因となってい

る。 

美馬市商工会会員脱退理由 

年度 H27fy H28fy H29fy 

脱退会員数 25 31 37 

脱

退

理

由 

廃業 18 21 22 

 

高齢 6 10 11 

業績悪化 8 8 7 

病気療養・死亡 2 1 2 

その他 2 2 2 

任意 4 8 11 

その他（統合・合併・移転） 3 2 4 

美馬市商工会調べ   

※ 廃業理由は複数であり、合計数は廃業数と一致しない。 

 

３．中長期的振興のあり方 

（1）美馬市における取り組み 

「美馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略」によれば、基本目標の第一として「本市にし

ごとをつくり、雇用の創出や所得の増加を実現する」を掲げ、実現のための具体的な施策と

して「工場立地推進等による雇用創出」「市民が起業・創業しやすい環境整備」「農・林業

における付加価値の向上と販路拡大」「｢儲かる｣観光の追求」の4項目に取り組むこととし

ている。 

 また、美馬市では、平成30年度中に「美馬市産業振興ビジョン」を策定することとしてお

り、地域資源と産業面の強みを生かしたまちづくりのために「美と健康」を掲げ、関連企業

の立地・集積という産業面での「強み」と「機会」を生かし、清流穴吹川や剣山、うだつの

町並みなどの地域資源と組み合わせて、賑わいづくりや地域のブランド化を図ることとして

いる。 

① 地域資源：にし阿波～剣山・吉野川観光圏(国交省認定)、食と農の景勝地(にし阿波・桃

源郷、農水省認定)、日本農業遺産(にし阿波の傾斜地農業農耕システム、農水省認定)、

世界農業遺産(にし阿波の傾斜地農業農耕システム、国連食糧農業機関認定)、重要伝統的

建造物群保存地区(うだつの町並み、文化庁認定)、四国三郎吉野川(日本三大暴れ川)、清

流穴吹川(水質日本一)、霊峰剣山(西日本第二の高峰)、寺町(美馬町の寺院群)等 

② 産業面の強み：洋ラン(河野メリクロン)、阿波尾鶏(貞光食料)、医療機器(パナソニック

ヘルスケア)、ヘアケア製品(ナプラ、ファインケミコス、サプロス)、医薬品(大塚製薬)

等 

③ 市の施策：ブランド化企画支援、研究開発支援、新製品の実証フィールド提供、「美と健

康」関係企業が市内で製造した商品の積極活用、「美と健康」関係企業が提供するプログ

ラムの積極活用等 
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（2）美馬市商工会における取り組み 

小規模事業者支援機関として、今後10年程度の中長期にわたる小規模事業者の振興のあり

方について、美馬市が産業振興の柱として掲げる「観光」及び「美と健康」をキーワード

に、小規模事業者・商工会・行政による三位一体の取り組みを通じて地域経済の発展を実現

する。 

① 小規模事業者が、地域固有の資源の利用を通じて、自身の持つ特性や強みを活かすための

取組に対する支援を実施する。 

② 地域固有の資源の利用を通じて事業承継や創業に取り組む事業承継小規模事業者や創業者

に対する支援の実施を通じて、地域経済の源泉ともいえる小規模事業者の基盤を強化し、

将来にわたっての地域経済の活力を維持させる。 

４．経営発達支援計画の目標 

本会は、地域の小規模事業者支援機関としての役割をふまえ、地域内における小規模事業者の

中長期的な振興のあり方をふまえたうえで、以下のとおりの目標を設定する。 

① 小規模事業者が、自社を取り巻く内外の環境に適応しながら、美馬市の産業振興策の柱で

ある「観光」及び「美と健康」に積極的に関わることによって、経営力を向上させ、利益

を確保し、持続的な発展を実現させるための支援を通じて、当該小規模事業者の営業利益

率を年3％以上増加させる。 

② 承継による次世代への事業の継続を進めるとともに、創業者の拡大を推進することによ

り、毎年、事業承継及び創業を1社ずつ実現する。 

５．目標達成に向けた取組方針 

本会では、管内の小規模事業者が、美馬市の産業振興策の柱である「観光」及び「美と健康」

に関連する事業に積極的に関わることによって、小規模事業者・商工会・行政の三位一体の取り

組みを実現し、よって経営体質の強化や円滑な事業承継、創業などの果実が得られるよう、個々

の小規模事業者の持つ課題に応じた支援を継続的に実施する。 

美馬市を取り巻く商工業の課題に対して国、徳島県、美馬市、徳島県商工会連合会、とくしま

産業振興機構等との連携の上、経営発達支援計画に基づき管内の小規模事業者の抱える問題点と

需要の動向を把握するとともに、経営指導員・経営支援員による巡回指導や適時的確な専門家の

招聘を通じて小規模事業者の持続的発展を支援する。 

① 小規模事業者に対する伴走型支援 

 小規模事業者が、自社の内外の状況を正しく理解したうえでポジショニングを明確化

し、「誰に、何を、どのように売るのか」という経営方針を打ち出した事業計画の策

定に対する伴走型支援の実施。 

 当該小規模事業者が、策定した事業計画の実施を確実なものにするため、各種情報収

集や需要開拓に対する伴走型支援の実施。 

 小規模事業者に密接な繋がりのある地域経済の活性化に繋がる支援の実施。 

② 事業承継小規模事業者や創業者に対する伴走型支援 

 後継者へのスムーズな事業承継を実現するため、事業承継計画の策定とその着実な実
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施による伴走型支援の実施。 

 美馬市と連携し、「美馬市起業創業促進事業補助金」制度の利用に向けた創業計画の

策定とその着実な実施による伴走型支援の実施。 

 法的課題や専門的課題については、専門家を活用することによって、事業承継や創業

のファーストステージで起こる様々な課題解決に取り組む。 

小規模事業者や事業承継小規模事業者、創業者に対する伴走型支援を通じて、美馬市における

「観光」及び「美と健康」関連産業の発展と地域経済の活性化を図るため、身近な支援機関とし

ての商工会が、常に使命感を持って継続した伴走型支援を行うことによって、「規模が小さくて

も輝きを持ち、魅力があふれ、消費者や取引先から支持され、利益の出せる店（事業所）」として

小規模事業者の持続的な発展を達成させる。 
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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 1日～平成 36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】 

■ 事業の目的 

小規模事業者の多くにとって、事業計画を策定することが困難であることの理由に、自身を

取り巻く経済動向を客観的に把握できていないことがある。 

地域の経済動向について、定期的に調査・分析を行い、業種毎に経営状況等を把握し地域の

小規模事業者を取り巻く経済状況としてまとめ、当該調査結果を小規模事業者に提供すること

によって、当該小規模事業者の事業計画策定支援に利用する。 

■ 事業の内容 

（1）中小企業景況調査 

① 地域の経済動向を適時的確に把握し日常の指導・相談業務に活かすため、全国商工会連合

会が実施する中小企業景況調査より、「売上」「受注」「収益」「資金繰り」「雇用」「経営上

の問題点」に関する現状と見込みに関する判断を収集し、管内及び県内の経済動向を調査・

分析する。 

中小企業景況調査は、全国の商工会において四半期ごとに実施しているもので、経営指導

員が調査対象事業者に対して調査票を配布・回収したものを県の商工会連合会が県単位で

取りまとめ、全国商工会連合会が全国版を取りまとめている。 

製造業、建設業、小売業、サービス業の 15社から回収したデータを本会において取りまと

め、徳島県の取りまとめ結果と比較するために、業種ごと、期間ごとに専門家の協力を得

て分析する。 

美馬市商工会管内の調査対象事業者数 

業  種 企業数 内  訳 

製 造 業 3社 縫製、製材業、木工所 

建 設 業 2社 建築、建設 

小 売 業 4社 燃料小売、ガソリンスタンド、食料品雑貨、農業用機械器具 

サービス業 6社 美容室３、自動車整備１、飲食１、宿泊１ 

合  計 15社  

② 調査結果については、小規模事業者が見やすい形でレポートにまとめ、本会のホームペー

ジに掲載し広く周知することによって、管内の小規模事業者の経営判断に資することとす

る。 

（2）外部機関が実施する各種調査 

徳島県下の経済動向を適時的確に把握し日常の指導・相談業務に活かすため、徳島経済研

究所や日本銀行高松支店が公表する以下の各種情報を経営指導員が収集・整理したうえで、
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専門家の協力を得て分析し、支援対象小規模事業者の事業計画策定のための基礎資料として、

巡回指導・窓口相談を通じて提供する。なお、調査結果の概要については本会のホームページ

に掲載する。 

① 徳島経済研究所が毎月発表している「徳島経済レポート」を利用して、県内の「鉱工業生

産指数」「大型小売店・専門量販店販売額」「旅行需要」「乗用車販売台数」「ホテル・旅館宿

泊者数」「本州四国連絡道路交通量」「住宅投資件数」「公共工事請負金額」「非居住用建築

着工床面積」「生コン出荷量」「求人」「勤労統計」「消費者物価指数」「企業倒産指数」「金

融指数」に関する情報。 

② 日本銀行高松支店徳島事務所が毎月発表している「徳島県金融経済概況」を利用して、「最

終需要の動向」「企業の生産動向」「主要観光地の入込客数」「雇用・所得情勢」「消費者物

価」「民間金融機関の貸出」「預金」「倒産状況」に関する情報。 

③ 徳島経済研究所が四半期ごとに実施している「企業経営動向調査」を利用して、全産業・

製造業・非製造業別の「業況判断」と「設備投資動向」に関する情報。 

④ 日本銀行高松支店徳島事務所が四半期ごとに発表している「全国企業短期経済観測調査結

果」を利用して、全産業・製造業・非製造業別の「業況判断 D.I.」「売上高」「経常利益」

「設備投資額」「製品需給判断 D.I.」「製品在庫判断 D.I.」「仕入価格判断 D.I.」「販売価格

判断 D.I.」「雇用人員判断 D.I.」「資金繰り判断 D.I.」「金融機関の貸出態度判断 D.I.」「借

入金利水準判断 D.I.」に関する情報。 

■ 事業の目標  

 支援対象の小規模事業者が、持続的な発展を遂げるために必要な事業計画を策定するため、

地域の経済状況を支援対象小規模事業者ごとに適時的確に分析し提供する。 

 項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

中小企業景況調査結果取り

まとめ公表回数 
4回 4回 4回 4回 4回 4 回 

徳島経済レポート取りまと

め公表回数 
0回 12回 12回 12回 12回 12 回 

徳島県金融経済概況取りま

とめ公表回数 
0回 12回 12回 12回 12回 12 回 

企業経営動向調査取りまと

め公表回数 
0回 4回 4回 4回 4回 4 回 

全国企業短期経済観測調査

取りまとめ公表回数 
0回 4回 4回 4回 4回 4 回 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

■ 事業の目的 

人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた持続的な経営に向け、限られた経営

資源を集中するためには、事業計画を策定し着実に実施することが求められるが、各事業者に

相応しい事業計画を策定するためには、その前提として各小規模事業者が自社の経営状況を正

しく理解しておくことが必要不可欠である。 

過去 3 期の財務諸表を分析したうえで、当該小規模事業者へのヒアリングを通じて経営状況

を分析することによって、当該小規模事業者の財務や生産、販売、雇用状況等をしっかりと把
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握し、支援対象小規模事業者との間で共有するととともに、戦略を立案し、当該小規模事業者

の事業計画の策定支援に利用する。 

■ 事業の内容 

（1）財務分析 

 巡回指導や窓口相談を通じて「観光」及び「美と健康」に関する新たな取組を目指す小売・

サービス業を中心とする小規模事業者を抽出したうえで、3 期分の財務諸表の提供を受け、

全国の商工会で導入されているネット de 記帳をはじめとする各種会計ソフトや中小企業基

盤整備機構の提供する経営自己診断システムを活用して財務分析を行う。 

財務分析にあたっては、支援対象小規模事業者ごとに「収益性」「安全性」「生産性」「成長

性」の各項目について、専門家の協力を得て分析を行い、その結果を当該支援対象小規模事

業者に提供することによって、当該支援対象小規模事業者の経営分析への取り組みを支援す

る。 

（2）経営分析 

 本会が財務分析を行った小規模事業者を対象に、財務分析結果をもとに個別ヒアリングを

行ったうえで経営分析を実施する。 

経営分析にあたっては、支援対象小規模事業者ごとに「ABC分析」「PPM 分析」「SWOT分析」

の各分析手法について、専門家の協力を得て分析を行い、その結果を当該支援対象小規模事

業者に提供することによって、当該支援対象小規模事業者の戦略立案への取り組みを支援す

る。 

 ABC分析： 重点分析とも呼ばれ、管理する商品や顧客をその特性に応じてABCの3つ

のランク別に分類し、管理の重点のかけ方を決める。 

 PPM分析：  Product Portfolio Managementの略。管理する商品や顧客を市場の成長

率と相対的なマーケットシェアから「スター」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4つ

の類型別に分類し、それぞれに見合った事業展開を検討する。 

 SWOT 分析：外部環境と内部環境の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会

(Opportunities)、脅威(Threats)の 4 つのカテゴリーで要因分析し、経営資源の最適

活用を図る。 

なお、地域経済動向調査で収集・分析した情報を、支援対象小規模事業者ごとに必要なデ

ータを抽出し、当該小規模事業者の事業計画策定のための基礎資料として、巡回指導・窓口

相談を通じて提供する。 

経営分析は、事業計画策定のベースとなるものであることから、戦略を立案するために必

要な「BSC 分析」を行う。支援対象小規模事業者ごとに専門家の協力を得て個別にヒアリン

グを行ったうえで「BSC 分析」を行い、その結果を当該支援対象小規模事業者に提供するこ

とによって、当該支援対象小規模事業者の事業計画策定への取り組みを支援する。 

 BSC分析： Balance Score Cardの略。戦略やビジョンを4つの視点(財務の視点、顧客

の視点、業務プロセスの視点、成長と学習の視点)で分類することによって事業者のパ

フォーマンスを評価し、戦略的方向性を明確にする。 
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■ 事業の目標  

項 目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

財務分析実施小規模事業者数 0者 10者 10者 10者 10者 10者 

経営分析実施小規模事業者数 0者 5者 5者 5者 5者 5者 

戦略立案実施小規模事業者数 0者 5者 5者 5者 5者 5 者 

３. 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

■ 事業の目的 

小規模事業者が、今後も持続的な発展を維持するためには、地域の経済動向調査、経営状況

の分析、需要動向調査の結果を踏まえ、これを基礎とした事業計画を策定し、実施することが

必要不可欠である。 

小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえたう

えで、需要を見据えた事業計画を策定するための伴走型支援を行う。なお、事業計画の策定に

あたっては、「地域の経済動向調査」「経営状況の分析」「需要動向調査」の結果を踏まえる。 

■ 事業の内容 

（1）事業計画策定セミナーの開催 

事業計画を策定し、経営を見える化することによって、月次で PDCA サイクルを回すこと

が可能となり、最小のリスクで最大のメリットを手にすることが可能となることについて、

広く管内の小規模事業者に理解してもらうため、専門家を講師として招聘し、事業計画策定

セミナーと個別相談会を開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 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、事業計画策定の動機

付けを行う。 

 内容： セミナーでは、事業計画策定のメリットについて、「経営の見える化」「PDCAサイ

クルの確立」をキーワードに説明する。 

  個別相談会では、当該小規模事業者に対する事業計画策定への動機付けを行う。 

 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 

 参加事業者数： 20者 

 開催時期： 8月 

 回数： セミナー及び個別相談会をそれぞれ 1回/年 

 募集方法： 会報およびホームページによる告知 

 講師： 中小企業診断士等 

 成果： 受講者が、実際に事業計画の策定に取り組む。 

（2）事業計画策定支援 

本会の支援によって財務分析、経営分析、戦略立案に取り組んだ小規模事業者を対象に、

ヒアリングを通じて当該小規模事業者個々のシーンやステージを把握し、専門家の協力を得

て、当該支援対象小規模事業者の将来にわたる目標・ビジョンに沿った事業計画の策定支援

に取り組む。 

（3）事業承継計画、創業計画の策定支援 

 本会が事業計画の策定を支援する小規模事業者のうち、事業承継計画の策定を目指す小規
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模事業者に対しては、後継者の育成やリクルート、さらには M&Aといった事業承継手段につ

いて、ヒアリングを通じてその実現可能性を検証したうえで、専門家の協力を得て事業承継

計画を策定する。 

 本会が事業計画の策定を支援する小規模事業者のうち、創業計画の策定を目指す小規模事

業者に対しては、資金調達や設備投資といった創業手段について、ヒアリングを通じてその

実現可能性を検証したうえで、専門家の協力を得て創業計画を策定する。 

■ 事業の目標 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー・相談会開催回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定件数 0件 5件 5件 5件 5件 5件 

事業承継計画策定件数 0件 1件 1件 1件 1件 1件 

創業計画策定件数 0件 1件 1件 1件 1件 1件 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

■ 事業の目的 

 限られた経営資源しか持たない小規模事業者には、策定した事業計画書を自社の経営の指針

として活用し、それに沿った事業を遂行してゆくことが不可欠である。 

 本会が事業計画、事業承継計画、創業計画の策定支援を行った小規模事業者(以下、「支援対

象事業者」という。)に対しては、その計画実施に向けて、商工会が常に伴走型支援を行うこと

によって PDCAの確立を実現し、営業利益の年間増加率 3％以上を実現する。 

■ 事業の内容 

（1）経営指導員による担当制（通年） 

 支援対象小規模事業者別に経営指導員等、担当者を配置する。担当者は、四半期に一度以

上の頻度で巡回指導を実施し、事業計画の実施状況を把握したうえで、PDCAサイクル確立に

必要な支援を実施する。 

＜実施状況把握のためのポイント＞ 

 事業計画策定事業者： 収支（売上、営業利益） 

 事業承継計画策定事業者： 後継者の育成・リクルート・M&A 

 創業計画策定事業者： 資金調達、設備投資 

担当者は、自らが実施した支援について、指導カルテに記録し本会内で共有する。 

（2）専門家の活用 

 支援対象小規模事業者に対する巡回指導に際しては、必要に応じて専門家を同伴すること

とし、PDCAサイクルの確立のための支援とともに、事業実施に障害がある場合には、その原

因を分析したうえで事業計画の見直しも含めて指導・助言を行う。 

（3）各支援機関との連携 

 事業計画の実施において、設備資金等の資金調達が必要な支援対象小規模事業者に対して

は、日本政策金融公庫徳島支店と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「マル経

融資」を積極的に活用するほか、その他の金融機関の制度資金等も有効に活用し、計画の実
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現を後押しする。 

事業計画策定後において、計画見直しや新たな課題等の発生等、高度な支援を要する小規

模事業者に対しては、「ミラサポ」や「徳島県よろず支援拠点」等と連携し、それぞれの課題

にあった専門家を積極的に活用して、多面的な支援を実施する。 

■ 事業の目標 

項  目 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 0者 7者 7者 7者 7者 7者 

フォローアップ延べ回数 0回 28回 28回 28回 28回 28回 

 うち、事業承継 0回 4回 4回 4回 4回 4回 

 うち、創業 0回 4回 4回 4回 4回 4回 

専門家の活用延べ回数 0回 7回 7回 7回 7回 7回 

 うち、事業承継 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

 うち、創業 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

■ 事業の目的 

支援対象小規模事業者が、事業計画を着実に実施し PDCA サイクルを確立していくためには、

当該小規模事業者自身がマーケットインの視点を持ち、需要の動向を的確に把握し臨機応変に

対応する必要がある。 

支援対象小規模事業者の持続的発展を実現するためには、本会においても当該支援対象小規

模事業者の商品やサービスに対する需要の動向を的確に把握し、分析した調査結果を当該支援

対象小規模事業者に提供するとともに、必要に応じて事業計画を見直すこととする。 

■ 事業の内容 

 支援対象小規模事業者の需要を地域内の需要と地域外の需要に分けて把握することとし、

当該小規模事業者がそれぞれの需要に対応できるよう、本会において調査結果を分析し当該

小規模事業者の支援に利用する。 

（1）地域内における需要動向調査 

 美馬市が産業振興の柱として掲げる「観光」振興に相応しいイベントである「美馬市花火

大会」に本会のブースを設け、支援対象小規模事業者の商品について、帰省客や域外からの

来場者(以下、「観光客」という。)100 人に対してヒアリング調査を実施する。 

 調査結果については、外部の専門家の協力を得て、改善点を中心に整理・分析したものを

個社別に取りまとめ、巡回指導や窓口相談等通じて当該小規模事業者に提供する。 

＜想定される被調査対象＞ 

 支援対象小規模事業者の提供する商品の内、美馬市の地域資源や産業面の強みを活か

したもので、特産品やお土産としての購入が期待される商品（各社 1品ずつ、計 7品、

最大数） 

＜想定される調査項目(案)＞ 

 食 品： 見た目、ボリューム、食感、食味、喉ごし、価格、自家用・お土産用・贈

答用の別、従来品との比較等 

 非 食 品： 見た目、重量、質感、触感、使い勝手、価格、自家用・お土産用・贈答用
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の別、従来品との比較等 

（2）地域外における需要動向調査 

 美馬市が産業振興の柱として掲げる「美と健康」に関する展示会として、国内最大の健康

産業ビジネストレードショーである「健康博覧会」に出展し、支援対象小規模事業者の商品

やサービスについて、来場者であるバイヤー100人に対してヒアリング調査を実施する。 

 調査結果については、外部の専門家の協力を得て、改善点を中心に整理・分析したものを

個社別に取りまとめ、巡回指導や窓口相談等通じて当該小規模事業者に提供する。 

＜想定される被調査対象＞ 

 支援対象小規模事業者の提供する商品やサービスの内、美馬市の地域資源や産業面の

強みを活かしたもので、美容や健康に資するものとしての購入が期待される商品やサ

ービス（各社 1品ずつ、計 7品、最大数） 

＜想定される調査項目(案)＞ 

 商品力、ブランド力、想定されるターゲット、想定される販路、パッケージング、プライ

シング、既存の商品やサービスとの比較等に関する評価と改善点等 

■ 成果の活用 

（1）地域内における需要動向調査 

「美馬市花火大会」で支援対象小規模事業者の商品やサービスごとに実施したヒアリング

調査の結果を整理・分析した情報は、地域を訪れた観光客に特化した情報として、巡回指導

や窓口相談等を通じて当該小規模事業者に、商品の改良や新たな商品開発、価格設定等をフ

ィードバックするとともに、専門家の協力を得ながら当該小規模事業者の事業計画策定に利

用することによって、PDCA サイクルのより着実な実施を図る。 

（2）地域外における需要動向調査 

「健康博覧会」で支援対象小規模事業者の商品やサービスごとに実施したヒアリング調査

の結果を整理・分析した情報は、ヘルスケアに特化した情報として、巡回指導や窓口相談等

を通じて当該小規模事業者に、PRの内容・手法、ターゲットの選定、商品の開発・改良等を

フィードバックするとともに、専門家の協力を得ながら当該小規模事業者の事業計画策定に

利用することによって、PDCAサイクルのより着実な実施を図る。 

■ 事業の目標 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

「美馬市花火大会」で実施す

るヒアリング調査の対象小規

模事業者数と商品数 

0者 

0品 

7者 

7品 

7者 

7品 

7者 

7品 

7者 

7品 

7者 

7品 

「健康博覧会」で実施するヒ

アリング調査の対象小規模事

業者数と商品数 

0者 

0品 

7者 

7品 

7者 

7品 

7者 

7品 

7者 

7品 

7者 

7品 

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】 

■ 事業の目的 

 小規模事業者が行う経営戦略において一番頭の痛いところの新たな需要の開拓について、小
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規模事業者の商品・サービスが多様な消費者等のニーズにマッチした商品・サービスを提供・

発信する機会を増大させるため、イベントや展示会等への出店に積極的に取り組むとともに、

ホームページ、ソーシャルメディア等の IT の活用を通じた需要の開拓を支援する。 

 以上の取り組みを通じて、支援対象小規模事業者の営業利益の年間増加率 3％以上を実現す

る。 

■ 事業の内容 

（1）「美馬市花火大会」における新たな需要の開拓 

支援対象小規模事業者の提供する商品やサービスを取りまとめ、帰省客や観光客が大勢集

まる「美馬市花火大会」に本会のブースを設けて展示販売を行い、当該小規模事業者の商品

やサービスの BtoC向けに PRし、需要の開拓を行う。 

＜美馬市花火大会の概要＞ 

 開催時期：8月 

 来場者数：約 35,000人 

＜美馬市花火大会における展示販売の概要＞ 

 出展事業者：支援対象小規模事業者 7者 

 出展商品・サービス：支援対象小規模事業者の提供する商品やサービスの内、美馬市

の地域資源や産業面の強みを活かしたもので、お土産や特産品としての購入が期待さ

れる商品（20品程度） 

出展にあたっては、パッケージングやプライシング、販売トーク等に関する事前勉強会を開催

し、経営指導員が指導・助言を行うとともに、支援対象小規模事業者及び当該小規模事業者の

商品を紹介するチラシを作成し、世帯シェアが 70％を超える徳島新聞の折込広告 11 千枚を

配布して周知を図る。 

出展中は、経営指導員及び経営支援員が出展者のモニタリングを行い、気になったことに

ついてはその場で指導・助言を行う。 

出展後は、ヒアリング調査の分析結果と合わせて、商品力向上や販売力強化のための改善

点に関する反省会を開催し、経営指導員が指導・助言を通じて PDCAサイクルの確立を支援す

る。 

（2）「健康博覧会」における新たな需要の開拓 

支援対象小規模事業者の提供する商品やサービスを取りまとめ、国内最大の健康産業ビジ

ネストレードショーである「健康博覧会」に出展し、当該事業者の商品やサービスを広く全

国の関連事業者等(BtoB向け)への周知を図り、需要開拓を行う。 

＜健康博覧会の概要＞ 

 開催時期：1月 

 来場者数：約 4万人 

＜健康博覧会における展示販売の概要＞ 

 出展事業者：支援対象小規模事業者 7者 

 出展商品・サービス：支援対象小規模事業者の提供する商品やサービスの内、美馬市

の地域資源や産業面の強みを活かしたもので、美容や健康に資するものとしての購入

が期待される商品やサービス（20品程度） 
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出展にあたっては、パッケージングやプライシング、展示方法、プレゼントーク等に関する

事前勉強会を開催し、経営指導員が指導・助言を行うとともに、支援対象小規模事業者及び当

該小規模事業者の商品やサービスを紹介するパンフレット 1千部を作成し、バイヤー等に配

布する。その作成にあたっては専門家の協力を得るなど本会が積極的に支援する。 

出展中は、経営指導員及び経営支援員が出展者のモニタリングを行い、気になったことに

ついてはその場で指導・助言を行う。 

出展後は、ヒアリング調査の分析結果と合わせて、商品力向上やブランド力向上、プレゼ

ン能力向上のための改善点に関する反省会を開催し、経営指導員が指導・助言を通じて PDCA

サイクルの確立を支援する。また、展示会場での商談等が成約に至ることができるよう、フ

ォローアップリストの作成やクロージングのためのノウハウ提供について、巡回指導や窓口

相談を通じてフォローアップに務める。 

（3）ITを利用した新たな需要の開拓 

全国商工会連合会が提供する小規模事業者のインターネットを活用した支援システム

SHIFT のホームページ作成機能を利用して、支援対象小規模事業者の住所、電話番号、取扱

商品・サービス、営業時間、休日などを紹介したうえで、当該小規模事業者が自身のホーム

ページを開設している場合は SHIFT上のホームページにリンクを張ることによって、ネット

上の露出機会を増やし、アクセスの向上(需要の開拓)を図る。併せて、経営指導員とともに

専門家を派遣して個別にフェイスブックページの作成支援を行うことによって、当該小規模

事業者によるソーシャルネットワークの利用を促進する。 

本会のホームページと支援対象小規模事業者のホームページ、そして当該小規模事業者の

SNS を連動させることによって、当該小規模事業者の情報発信量を飛躍的に増加させるとと

もに、閲覧者や購読者に親近感を抱いてもらえるような情報発信を行うことによって、購買

に結びつける。 

（4）営業利益の増加 

 以上の取り組みを着実にこなしていくことを通じて、支援対象小規模事業者が、自社を取

り巻く内外の環境に適応しながら、美馬市の産業振興策の柱である「観光」及び「美と健康」

に積極的に関わり、経営力を向上させ、利益の確保と持続的な発展を実現し、当該小規模事

業者の営業利益率を年 3％以上増加させる。 

■ 事業の目標 

（1）「美馬市花火大会」における新たな需要の開拓 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

支援対象小規模事業者数 0者 7者 7者 7者 7者 7者 

1者当たり売上増加割合（8 月） － 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

（2）「健康博覧会」における新たな需要の開拓 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

支援対象小規模事業者数 0者 7者 7者 7者 7者 7者 

1者当たり成約件数 0件 1件 1件 1件 1件 1件 
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（3）ITを利用した新たな需要の開拓 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

支援対象小規模事業者数 0者 7者 7者 7者 7者 7者 

1者当たり売上増加割合（導入後） － 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 

（4）営業利益の増加 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

1者当たり対前期営業利益増加率 － 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

 

Ⅱ.地域経済活性化に資する取り組み 

■ 現状と課題 

地場産業が衰退し、少子高齢化による人口減少が進む状況下の中で、美馬市では「人が集い、

交流する事で新しい文化が生まれ、文化の厚みが増す事によって魅力が高まり、より多くの人

が集い、さらなる文化が生まれる」といった文化と観光の相乗効果をねらったまちづくりが進

められている。 

■ 取り組み内容 

   商工会としては、美馬市、美馬市観光ビューロー、徳島県西部総合県民局（にし阿波・地域

連携ビジネス創出支援事業運営協議会）、美馬地区商工会広域連携協議会等と交流人口の増加

を目指し地域振興及び経済発展を図るという共通認識を持ち、地域経済活性化を図るため連

携し協力する。美馬市歴史文化、自然、食、交流をキーワードに地域の特性を活かして全国へ

美馬市をアピールし、域内における交流人口の増加と資金循環を促進することで、小規模事業

者の持続的発展が可能となるような環境を整える。 

・課題の共有化・・・交流人口の増加、資金循環の促進 

・商工会の役割・・・行政等の機関が実施する観光促進策に連動し、地域産品を使用した特

産品の製造・販売や伝統工芸品また宿泊サービスなど美馬市観光の顔となる個社の取り

組みを向上させる。 

① 市内に存在する多くの観光資源（自然、歴史等）を活かしたイベント日本一の清流穴吹川

をメインに行う「穴吹川筏下り大会」、うだつの町並みを背景に「阿波踊り・花火大会」「う

だつまつり」などを美馬市、美馬観光ビューローと連携し実施し、賑わいの創出を図り、

歴史文化・自然・食を域外に発信することで交流人口の増大と町外客の流入を促進する。

このことにより域内小規模事業者の商品やサービスの発信の機会増大を図り、また新たな

特色ある商品・サービスの創造を醸造させる。  

② 美馬市等が実施する各種観光に対する調査（観光客のニーズや動向）の結果を特産品開発

事業者・観光関連事業者等へフィードバックさせることで、マーケットインの視点を踏ま

えた商品のブラッシュアップ及び飲食・施設等の改善・改良を支援する。このことにより、

観光地としての魅力度アップに寄与し、情報発信することで観光客の増加につなげ、小規

模事業者の収益向上を図る。 

■ 取り組みの成果と目標 

  地域内の関係団体と意識共有、共同しながら進めることで、相乗的な効果が期待でき、結果交
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流人口の増加及び所得向上に寄与する。  

目 標 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

関係連絡会議開催数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

ブラッシュアップ等

支援事業者 
0者 5者 5者 5者 5者 5者 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること 

（1）美馬・三好ブロック広域商工会での連携及び支援ノウハウ等の情報交換 

① 本会、つるぎ町商工会、東みよし町商工会、三好市商工会の４団体による美馬三好ブロッ

ク広域商工会経営指導員等研修会（年４回）・経営支援員研修会（年１回）を開催。小規模

事業者支援において必要な知識・情報のテーマに沿って専門家を招聘し、支援ノウハウの

向上を図る。 

＜必要な知識・情報＞ 

 国や地方自治体の小規模事業者支援制度に関するもの 

 小規模事業者向け制度融資、民間融資に関するもの 

 財務分析や経営分析の手法に関するもの 

 経営革新計画等、国の認定制度に係るものも含めた事業計画策定の手法に関するもの 

 商品力やブランド力の向上に資するもの 

 提案力や販売力の向上に資するもの 

② 上記①の研修に合わせて、美馬三好地区の情報の共有や意見交換を行う（年４回開催）。管

内経済動向、にし阿波観光園事業、広域連携事業、共同物産展等について商工会の持つ支

援ノウハウ、支援の現状、広域地区について情報の交換及び共有を行い、小規模事業者支

援に反映させる。 

（2）専門家派遣機関との連携 

   小規模事業者の維持的発展のため売上増加と利益確保に努めるため、より高度で専門的な

課題を持つ事業者に対してはとくしま産業機構「よろず支援拠点」、中小企業庁「ミラサポ」

との連携により、具体的なかつ有効な支援を行うことができる。 

 よろず支援拠点：地域の事業環境等を踏まえた支援が可能な専門家が多く、地域の経

済動向調査や経営状況の分析、事業計画の策定に関する支援への専門家の派遣を想定。 

 ミラサポ：全国レベルでの支援が可能な専門家が多く、事業計画策定後の実施支援、

需要動向調査に関する支援への専門家の派遣を想定。 

 その他（弁護士、税理士等）：業法上の専門的な支援が可能であり、必要に応じて適宜

派遣することを想定。 

   また、職員が専門家と共に小規模事業者支援に取り組むことで、研修では身につけにくい高

度・専門的な知識・ノウハウを習得することによる支援能力向上を図る。 

２．経営指導員の資質向上に関すること 

   小規模事業者の売り上げや利益の確保を重視した支援能力の向上を図るため、徳島県商工
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会連合会などが主催する研修会をベースとして定期的に参加し、支援ノウハウの習得で資質向

上を図り、経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等を

組織内で共有するための勉強会などを通じて職員等の支援力や資質の向上を図る。 

（1）資質向上 

① 徳島県商工会連合会・徳島県商工会議所連合会・徳島県中小企業団体中央会が主催する研修

会をベースとして、定期的に最新の情報や小規模事業者への支援ノウハウを習得し巡回、窓

口相談等の支援時に活用する。 

② 中小企業基盤整備機構が主催する中小支援担当者向け研修に年１回以上参加することで、小

規模事業者の売り上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

③ 全国商工会連合会が開催する「実務型コンテンツ」経営指導員資質向上 WEB研修を受講し、

事例や実践を踏まえたノウハウ取得や確認テスト等による反復学習で小規模事業者の支援

に必要な個別支援能力や税務・金融・経営・労働・経営革新などの個別相談への支援力向上

を図る。 

④ 外部講師の招聘（中小企業診断士等）による、最新の支援ノウハウや事例などによる情報の

収集で支援ノウハウを習得し支援能力の向上を図る。 

（2）ノウハウの共有方法 

① 職員会議を定期的に開催し、ノウハウの活用方法や事例について情報交換し支援ノウハウを

共有する。 

② 商工会標準版システムを活用した事業所データや経営分析、支援内容を職員間で共有し小規

模事業者に対する支援ノウハウの習得や職員間の支援の質の均一化を図り、支援手法を標準

化することで職員間の資質向上やノウハウの共有を図る。 

(3)目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

研修会等への参加回数 15回 20回 21回 21回 22回 22回 

Web 研修の受講回数 0回 3回 3回 4回 4回 4回 

職員会議 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

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 

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

価・検証を行う。  

① 外部専門家（中小企業診断士等）の有識者で構成するメンバーにより、前年度の実施状況、

成果の評価・見直しの提示を行う。（毎年２回開催） 

② 本会総務委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

③ 評価・見直しの結果については、本会理事会への報告、承認を受ける。 

④ 評価・見直しの結果については、商工会ホームページ並びに会報誌で計画期間中に公表する。 
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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 10月現在） 

（１）組織体制 
 

（1） 組織体制 

美馬市商工会 

本所 美馬支所 穴吹支所 木屋平支所 

  

脇町支部 美馬支部 穴吹支部 木屋平支部 

 

会員（698 事業所：平成 30年 10月現在） 

            

総代会（総代総数：120名） 

 

                         監事会  

 

               理事会（26名）   

             （会長、副会長、理事） 

              

 

 事務局（事務局長含め 9名体制） 

 

                            

 部会（商業部、工業部）   青年部・女性部             委 員 会  

                                 ◉総務委員会 

                                    ◉事業企画委員会 

                                   ◉商工振興委員会 

 

（2） 事務局体制 

            事務局長  井上淳一   

 

               事務局次長 原田道治    

 

 

        振興課             指導課            総務課  

 課     長 中山  元奈 課     長 原田 道治 課    長 後藤田哲人   

 補     佐 豊原 克年  補     佐 豊原 克年  補    佐 豊原 克年 

 経営支援員  小畠 恵子  経営支援員  小畠 恵子  経営支援員 小畠 恵子                

             槙山久美子            槙山久美子             槙山久美子 

川野 陽子             川野 陽子              川野 陽子 

             川西 美紀         川西 美紀             川西 美紀 
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（3） 職員配置体制 
 

支部名 事務局長 経営指導員 経営指導員 経営支援員 

脇町 井上 淳一 後藤田哲人 豊原 克年 小畠 恵子 槙山久美子 

美馬 (井上 淳一) 原田 道治  川西 美紀  

穴吹 (井上 淳一) 中山 元奈  川野 陽子  

木屋平 (井上 淳一)     

 

（4） 連絡先     

 

（脇町本所） 〒779-3310 徳島県美馬市脇町大字脇町字北島 1265-1 

       TEL 0883-53-7393  FAX0883-53-7514 

         URL:// www.shokokai.or.jp/mima/  

         Ｅ-ｍａｉｌ：tsci3300@tsci.or.jp 

（美馬支所） 〒771-2106 徳島県美馬市美馬町字天神 120-1 

       TEL 0883-63-2161  FAX0883-63-4029 

         Ｅ-ｍａｉｌ：tsci3400@tsci.or.jp 

（穴吹支所） 〒777-0005 徳島県美馬市穴吹町穴吹字岡の下 2-10 

       TEL 0883-52-3393  FAX0883-52-3293 

         Ｅ-ｍａｉｌ：tsci3800@tsci.or.jp 

（木屋平支所）〒777-0302 徳島県美馬市木屋平字川井 224 

       TEL 0883-68-2451   

         Ｅ-ｍａｉｌ：tsci3800@tsci.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsci3300@tsci.or.jp
mailto:tsci3400@tsci.or.jp
mailto:tsci3800@tsci.or.jp
mailto:tsci3800@tsci.or.jp


２１ 

 

（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 

(平成 31年

4月以降) 

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 

500 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

500 

 

0 

 

 

 

500 

500 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

500 

 

0 

 

 

 

500 

500 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

500 

 

0 

 

 

 

500 

500 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

500 

 

0 

 

 

 

500 

500 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

500 

 

0 

 

 

 

500 

 

（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 

 

国庫補助金、全国商工会連合会補助金・県補助金・市補助金・委託費収入・手数料収入 

 

 

（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 

・国の小規模政策に係る支援を有効に活用するため、行政、徳島県商工会連合会、金融 

 機関、その他支援機関との連携を図り、スムーズ且つきめ細やかな支援を実施します。 

 ①地域経済動向の調査 

 ②経営状況の分析に関すること 

 ③事業策定支援に関すること 

 ④事業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 

 ⑥新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 

連携者及びその役割 

名称：徳島県 

代表者：知事 飯泉嘉門 

住所：770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

電話：088-621-2115 

・各種調査データの提供・施策情報の提供・小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

名称：美馬市 

代表者：市長 藤田元治 

住所：777-8577 徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地 

電話：0883-52-5610 

・各種調査データの提供・施策情報の提供、ＰＲ周知・小規模事業者販路開拓支援機会

の提供 

名称：770-0865 徳島県商工会連合会 

代表者：会長 岡本富治 

住所：徳島県徳島市南末広町５番８－８ 経済産業会館２階 

電話：088-623-2014 

・高度専門的な経営支援について相談対応・専門家情報・経営支援スキルアップ研究会 

 支援向上のための研修会の提供、展示会などの小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

・情報システムの提供についての相談対応・専門家情報の提供 

名称：公益財団法人とくしま産業振興機構 

代表者：理事長 熊谷幸三 

場所：770-0865 徳島県徳島市南末広町５番 8-8 経済産業会館２階  

電話：088-654-0103 

・創業セミナーなどの研修プログラム、ミラサポ等の提供 

名称：徳島県よろず支援拠点  

代表者：チーフコーディネーター 久住武司 

住所：770-0865 徳島県徳島市南末広町５番 8-8 経済産業会館２階 

電話：088-676-4625 
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・高度専門的な経営支援についての相談対応・専門家情報の提供 

名称：中小企業基盤整備機構 四国本部 

代表者：本部長 福本 功 

住所：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７階 

電話：087-811-3330 

・先進事例や高度な経営支援ノウハウの提供 

名称：日本政策金融公庫徳島支店（国民生活事業） 

代表者：事業統括 藤田博史 

場所：770-0856 徳島県徳島市中州町１丁目５８万番地 

電話：088-622-7271 

・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援、創業計画の指導及び助言、金融制度支援 

 情報提供、助言 金融情勢の提供、助言 

名称：一般社団法人 美馬観光ビューロー 

代表者：会長 西川 弘祐 

住所：〒779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町９２ 

電話番号 : 0883-53-8599 

・地域経済活性化事業の取り組む情報提供、助言等 

名称：公益財団法人徳島経済研究所 

代表者：理事長 西宮映二 

住所：〒770-0901 徳島県徳島市西船場 ２丁目１２番地（阿波銀行第二別館４階） 

電話番号 : 088-652-7181 

・地域経済動向の情報提供、助言・分析支援等 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 
         ネットワーク           ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 
ネットワーク                                 

                                  ネットワーク 

                              

                            

 

 

 

           

 

 

            経営相談       経営発達支援事業 
                       ・各機関と連携した多面的支援 

                       ・商工会を窓口としたワンストップ支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   連 携  
 

 

美馬市 

商工会 

 
 

行政 

 

 
金融機関 

 
商工会関係 

 
その他 

支援機関 

 
 

 

美馬市内＜小規模事業者＞＜創業予定者＞ 

 
 

地域団体 
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