
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 羽ノ浦町商工会（法人番号 2480005004293） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

 

行政等関係機関と連携を密にし、魅力ある商品、店舗づくりにより、町

外への購買力流出阻止、及び流入人口増による購買力流入を促進するこ

とで地域経済の発展と活力に満ちた地域づくりをする。 

 

事業内容 

 

 

１ 経営発達支援事業 

 

Ⅰ・地域経済動向調査 

 巡回による地区内経済動向調査の実施 

Ⅱ・経営分析 

巡回、窓口相談、セミナ―等による経営分析 

Ⅲ・事業計画策定 

 事業計画書の必要性の啓蒙 

事業計画書策定のための巡回、個社指導セミナ―の開催に 

よる伴走型支援の実施 

Ⅳ・事業計画策定後の実施支援 

 巡回及び個社指導セミナ―による実施支援 

 計画見直し、修正のフォロ―アップなどの伴走型支援の実施 

Ⅴ・需要動向調査 

展示販売会等での需要動向調査の実施 

県内タウン誌担当者からの情報収集 

Ⅵ・新たな需要の開拓に寄与する事業 

   新商品、名産品開発と開発後のブラッシュアップ 

展示販売会等の開催、出展による販路開拓事業 

「南阿波グルメ」他看板商品のブランド化と広報、情報発信 

 

２ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 

地域経済活性化事業‥‥納涼祭の開催、阿南市、徳島県の実施する

             各イベントへの協力、出展 

 

連絡先 

 

羽ノ浦町商工会 

     ℡ 0884－44－4858  fax 0884－44－5322 
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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，現状 

本町は平成の大合併により、平成

18 年 3 月に、東隣の那賀川町と南隣に

位置する阿南市に吸収されるかたちで

合併した街であり、羽ノ浦町と旧阿南

市の境を流れる、一級河川「那賀川」

の下流北岸に位置している。 

（右地図参照、緑が本町、真下が阿南

市、合併前の地図）  

 徳島県の東側海岸より中央部に位置

し、東西に 6,7km、南北に 3,4km の小

じんまりした町ではあるが、26 年度現

在人口 13,264 人、世帯数 5,105 で県南

においても、唯一人口増のまちである。  

これは、徳島市へ車で 30 分、阿南市中心市街地へも 15 分、LED 発光ダイオ―ドで有

名な日亜化学工業㈱本社、各工場にも 10 分に位置する立地の良さに加え、ＪＲ牟岐線

の羽ノ浦駅は、特急の停車駅にもなっており、病院、金融機関、コンビニも充実、高校

もありその利便性から、完全にベッドタウン化がすすんでいる。 

 ほとんどがサラリ―マン家庭で、日中は徳島市内、阿南市中心部、日亜化学工業㈱

等に勤めに出ている世帯が多いと思われ、若年夫婦やその子供といった年令層が増えて

いるのが、本町の強みでもある。 

 また、徳島県南といわれる阿南市、海部郡、那賀郡の玄関口に位置し、この県南へは

お遍路、マリンスポ―ツ等による観光客の入込も多い。 

羽ノ浦町の産業は、20 世紀中頃には、483 件の小規模事業者があり、「那賀川」の恩

恵により、肥えた土地での農業と那賀川上流域からの筏による材木輸送により製材業が

栄えた町であったが、農家の高齢化、外材に押され製材業の廃業により、平成 17 年に

は、369 件の小規模事業者数が、平成 21 年には 358 件、平成 24 年には 340 件と減少を

続け、平成 27 年現在は、小規模事業者数 329 件となっており、卸・小売、飲食・サ―

ビス業などの商業が、全体の 8割弱を占め、商業化が進み、周辺地域へのＦＣ店、大手

チェ―ン店の出店などにより、一層の競争が激化してくるなど、産業構造の転換が進ん

でいる地域である。 

 

（羽ノ浦町小規模事業者数） 

業 種 建設 製造 卸売 小売 飲食 サ―ビス その他 合計

事業所数 31 40 5 116 34 83 20 329 

割合 % 9.4 12.2 1.5 35.3 10.3 25.2 6.1 100 

                        （平成 27 年商工会実態調査より）

 



しかし、本町商業者の殆どが小規模事業者で本町で増加する若者等サラリ―マン家庭

に対して、店舗、商品の認知度が低く、各店の強みも発信できておらず、若者のニ―ズ

の把握も進んでいないのが現状で、人口増加という本町のメリットを活かせておらず、

町内サラリ―マン家庭の購買力の流出阻止と、県南への観光通過客の本町への購買力流

入が大きな課題である。 

 これらの課題を受けて、本商工会では、県補助金や全国商工会連合会の補助金などを

利用して、２年程前から新商品開発による購買力流入を目指し、小規模事業者を中心に

「南阿波グルメ」を開発し、阿南市主催のイベントや近隣商工会主催のイベントへの出

品による販路開拓を支援してきた。 

商品開発時、イベント時には、新聞社、タウン誌各社への記事掲載、ＴＶ局による放

送、本会 Facebook での商品紹介などの情報発信により、売上を伸ばす事業所も出てき

ている。 

今後は、実施した需要アンケ―ト調査による商品のブラッシュアップや、商品開発と

ともに市場開拓、顧客開拓を計画的に実施するため、経営分析、需要調査を踏まえた販

売計画等の事業計画書作成が必要となっている。 

※「南阿波グルメ」とは、県南の一次産品を食材とした料理、加工品をいう。 

 現在、本町では飲食業者、小売業者による丼や、柑橘類、いちご、金時、栗などを使

用した、洋菓子、和菓子、パンなどがある。 

 

Ⅱ・課題・弱み 

① 人口増という羽ノ浦町の強みを、町内小規模事業者が活かしきれてない。 
② 県南、阿南市には観光入込客が多いが、ほとんどが本町通過客で、購買に結びつ
いていない。 

③ 情報発信力が弱いため自社の強み、新商品を広く、魅力的に PR できず各事業者
の認知度が低い。 

④ 情報収集力が乏しく、商品開発力がない事業者が大半で、そのため魅力的な町外
商品に購買力が流出している。 

⑤ 飲食業者、小売業者の大半に、看板メニュ―がないため町外から集客できない。
 

Ⅲ・本会の役割と中長期的な展開 

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、地域を結ぶパイプ役とし

て、更には、会員事業者や地域の身近な相談窓口としての役割が期待されている。 

本会としては、羽ノ浦町の小規模事業者全般を対象に経営発達支援計画を実施する

が、当初5年～10年をめどに主力産業である商業を中心に経営発達支援計画を実施する。

平成 23 年阿南市は「第５次阿南市総合計画」を策定し、「個性的、多様な商業・サ―

ビス業の振興」を掲げ「グルメ商品、特産品開発とブランド化」の推進による観光客等

の購買力の流入を目指している。 

阿南市総合計画中にも記載がある「山の幸、海の幸を活用したグルメ商品、特産品開

発とブランド化」「道の駅における物産展開催と各種機会での販促活動」の推進事業と

連携して飲食業者による「皿鉢、丼」などのグルメ商品、小売業者による「パン、洋菓

子、和菓子、ジュレ、ジャム等の加工品」の特産品開発とその販路開拓を中長期的に支

援する。 



また、上記弱み、課題を克服するため 行政や各支援機関、専門家との連携をさらに

強化し、事業計画の策定、実施、フォロ―アップ、需要開拓を実施、 

① 当初 5年間で、事業計画策定により各事業所の目標を明確化させる 
② 策定した事業計画書の実現に向け、商品開発、市場開拓を支援し事業所の持続的
発展のため伴走支援する。 

③ 6 年から 10 年後の長期的視野に立ち、地域ブランドの育成、商品開発力・情報発
信力強化、地域住民、若年層に支持される商品、商店の育成、地域資源を活用し

た地域活性化を目指す。 

 

Ⅳ・目標 

本経営発達支援計画の実施により、各事業所への支援体制を整備し、小規模事業者の

経営の近代化、経営資源の合理的活用を支援する。 

本会としても、前述した「第５次阿南市総合計画」を踏まえた、個性的な商品開発、

多様な市場開拓による販売計画を含む事業計画書を、中長期的視野で 5 年後には 30 件

以上、10 年後には述べ 80 件以上の作成を実施し、その実行を伴走支援する。 

また、小売業者、飲食・サ―ビス業者においては、「グルメ商品、特産品開発とブラ

ンド化」を目指し、5年後には年 1回以上、10 年後には年 2回以上の新商品、新メニュ

―開発を目標とする。 

その継続の中で、看板商品を育成することで、ブランド化し集客を図り、町内若年層

にも消費場所の上位に位置づけてもらえるように、また、本町通過客の流入を促進し、

売上増加、収益改善を図り、小売業者、飲食・サ―ビス業者を中心に商業者の経営基盤

を強化することで、本町経済全体の活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

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 28 年 4 月 1 日～ 平成 33 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】 

本町は、町の面積は 8.52 ㎢で、県下で 1,2 を争うくらい狭いため、店舗が密集してい

るが同一業種でも業態、客層、タ―ゲットが異なり一般的な統計調査では、個々の事業

所が必要な情報提供が難しい。 よって、企業規模、業態、商圏、客層などからみた個

店の方向性を考慮したうえで情報提供する必要がある。 

 そのため、今まで不定期だった景気動向調査を四半期ごとに実施し、巡回で「景況、

業況、売上額、客単価、客数、仕入単価、採算、経営課題」などに新たに「客層、商圏」

を聞き取り調査するとともに、経営分析、事業計画書の必要性を提唱する。 



更に、中小企業基盤整備機構の「景況リポ―ト」やとくしま産業振興機構の「県内企

業の景況調査」をふまえ、情報収集し経営環境、経営計数、経営問題ごとに整理、分析

した情報から得られるビジネスチャンスを小規模事業者に巡回指導時に調査報告書と

して提案し、経営分析、計画書策定の資料として活用してもらう。 

また、調査結果等を本会発行の広報誌などに掲載し地域内小規模事業者に周知すると

ともに、聞き取り調査したデ―タは事業所カルテとして保管、経営分析時の経営支援に

活用する。 

 

（事業内容） 

① 本会独自の景気動向調査を「景況感、業況、採算、売上、客単価、客数、客層、仕
入額」等の項目で四半期ごとに、巡回により情報収集、調査し、「経営環境」「経営

計数」「経営問題」の各項目を整理、分析した上で、四半期ごとに結果を小規模事

業者に巡回により提供する。【指針③】 

② 事業所経営カルテの整備、充実 
景気動向調査、需要動向調査をふまえて事業所カルテを整備する。

「業種」「商品・サ―ビスの内容」「売上高、客単価、客数」「従業員数、人件費」

「機械設備、什器」「借入金内容」「店舗面積」「主な売上先、仕入先」「取引先へ

の支払条件」「現在の課題、問題点」「今後の目標」などの項目でカルテを整備し、

指導、助言時の資料として活用する。 また巡回時には、必ずカルテを携帯し、 

変更点については、随時変更し手を加えていく。【指針③】 

③ 全国商工会連合会、徳島県商工会連合会の実施する「中小企業景況調査」、とくし
ま産業振興機構の「県内企業の景況調査」、中小企業基盤整備機構の「景況リポ―

ト」と上記①の調査結果を総合的に整理、分析、デ―タ化し各四半期ごとに、巡回

により事業所に提供するとともに、本会ホ―ムペ―ジで閲覧可能としておく。 

また、以降の経営分析、計画書策定の資料として活用する。【指針③】 

 

（目標） 

本経営発達支援計画事業において、小規模事業者の持続的な経営力強化を図るため、

事業計画書作成と定期的な見直しへと事業所を伴走支援するにあたり、前段階として

経営分析を行うが、分析資料として景況調査や関係機関の経済動向調査を情報整理し

タイムリ―に情報提供することでビジネスチャンス獲得の機会を提供する。 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

景況調査回数 0 4 4 4 4 4 

調査結果報告件数 0 20 24 28 32 36 

カルテ作成、見直数 0 20 24 28 32 36 

 

※平成 28 年度より経営指導員数 1 名減となり指導員 1 名、支援員 2 名の 3 名体制とな

る。 

 

２・経営状況の分析に関すること【指針①】 

  現在、法人企業の一部で経営分析を実施しているが、経営課題の気づきを与えるた



め、また、事業計画書作成のステップ、小規模事業者の持続的発展のためには必要

不可欠であるため、個人企業を中心とした小規模事業所の経営分析を推進する。  

まず、巡回指導により「経営ノウハウ、財務内容、従業員等経営資源内容、及び自

社商品の強み、弱み、売上、利益率、顧客層、タ―ゲット、課題」などの項目を聞

き取りによりシ―トに記入、本会で簡易診断を実施する。 

次に、より詳細、専門的な分析が必要な場合は、中小基盤整備機構専門家派遣、と

くしま産業振興機構のよろず拠点コ―ディネ―タ―や全国商工会連合会の専門家派

遣事業などを活用し、日本政策金融公庫をはじめとする、地元金融機関などと連携

し、専門家を交えての個社指導会の開催により、現状把握、問題点を認識してもら

い、以後巡回指導により経営課題、問題解決に上記専門家とともに伴走支援する。

  また、聞き取りシ―トは、常設のカルテとともに分析時に資料として活用、事業計

画書作成時のための資料とする。 

 

（事業内容） 

① 巡回訪問【指針①】 
日頃の巡回指導で小規模事業者に、経営分析の必要性を認識させ、まず景況調査実

施事業者や持続化補助金希望事業者などを優先的に「経営ノウハウ、財務内容、従

業員等経営資源内容、及び自社商品の強み、弱み、売上、利益率、顧客層、タ―ゲ

ット、課題」などの聞き取りを行い、事業所カルテも参考にして、経営状況等を把

握、分析し、専門的な案件に関しては、とくしま産業振興機構等の専門家、地元金

融機関と連携し、個別指導し経営課題、問題点の解決にむけて伴走支援する。 

 

② セミナ―、個社指導会の開催【指針①】 
消費税転嫁対策や事業承継などのセミナ―他、阿南商工会議所、那賀川町商工会と

の合同のセミナ―、個社指導会の開催により、経営状況他、上記項目などの経営分

析をすることで「気づき」を発見し経営課題を抽出、解決策を模索し、早期解決に

向け指導する。 

また、需要動向調査と連動させ、新商品開発や販売戦略などの事業計画にもつなげ

ていきます。 

 

（目標） 

 巡回指導、個社指導会により、経営分析の必要性を認識してもらい、各小規模事業者

の現状、経営課題を認識してもらうとともに、定期的にフォロ―アップを行い、事業計

画書作成へのステップにする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回件数 240 ※220 230 240 250 270

個社指導会指導件数 0 1 2 3 3 4

経営分析件数 2 4 7 10 12 14

 

※平成 28 年度より経営指導員２名体制から１名減員となるため。 

 



３・事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 今までの事業計画書策定への取り組みは、経営革新、持続化補助金、ものづくり補助

金申請時に偏っていたが、今事業を機に、全ての小規模事業者を対象に、経営課題を認

識、解決し経営の発展を実現するため、経営分析、需要調査結果を基に、需要を見据え

た販路開拓、経営改善を目指す事業計画書策定を、産業振興機構、中小企業診断士とと

もに、セミナ―、個社指導会により支援する。 

 計画書策定は、経営指導員が事業所とともに行うが、専門的案件を伴う場合は、専門

家と連携して実施する。 

 

（事業内容） 

① 全ての小規模事業者を対象に、巡回訪問、窓口相談、経営分析時に、事業者からの
相談を受けるとともに、事業計画策定セミナ―により計画策定を目指す小規模事業

者の掘り起こしを行う。【指針②】 

② 掘り起こしをした事業所には、経営指導員が巡回訪問により事業計画策定を伴走支
援。 また、専門的見地の必要な事業計画書策定には、「ミラサポ」等による専門家

を交えた個社指導会において策定支援する。【指針②】 

③ 新商品開発、販路開拓を図りたい事業所には、需要調査などを参考に、販路先、顧
客タ―ゲットを考慮に入れた販売計画などの、事業計画策定を中小機構の「販路開

拓コ―ディネ―ト事業」などと連携して支援する。【指針②】 

④ 販路開拓を目指し、事業計画書作成に取り組む事業者には、持続化補助金、ものづ
くり補助金などを広報し、興味を示す事業所には、補助事業の計画書作成を、とく

しま産業振興機構の専門家派遣などにより支援する。 

【指針②】 

⑤ 地元金融機関と近隣商工会との合同による「創業セミナ―（仮称）」により、創業予
定者を発掘し、事業計画の必要性を認識してもらい、セミナ―により創業計画書作

成を金融機関、産業振興機構とともに支援していく。【指針②】 

⑥ 金融相談事業者に、経営計画書作成を奨め、「小規模事業者経営発達支援融資制度」
の活用を推奨し、事業計画書、資金計画書策定を巡回訪問、商工会窓口相談により

支援する。 

【指針②】 

 

（目標） 

小規模事業者に経営分析、経営資源、需要動向調査等をふまえた計画書作成の必要性を

認識してもらい、売上アップ、収益改善等経営改善を目指す事業計画書策定を、巡回訪

問、セミナ―、個社指導会により支援することで、経営意識の向上と、経営改善、事業

活動の継続的発展を確かなものとしていくことを目標とする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回訪問、窓口相談件数 434 ※250 265 280 290 300
セミナ―、個社指導会指導件数 3 5 7 8 9 10

事業計画書策定数 5 4 6 7 8 9

経営改善事業所数 3 3 5 6 7 8



※平成 28 年度より経営指導員 2名から 1名減員となる。 

 

４・事業計画の策定後の実施支援【指針②】 

今まで不定期だった、事業計画書作成後のフォロ―アップを、事業計画書の効果的な

実施、見直しのため、また、経営環境の変化に対応するため、事業計画書策定事業者に

対し、専門家と連携して巡回訪問、個社指導会により支援する。 

 

（事業内容） 

① 経営指導員が、３ヶ月ごとに策定事業者を巡回し進捗状況を確認し、経営環境の変

化等により計画書の見直しが必要な場合は、軽微な見直しは経営指導員が、専門的

な見直しについては、「よろず支援拠点」「ミラサポ」等の専門家派遣事業を活用

し、専門家と連携しフォロ―アップを個社相談会にて実施する。【指針②】 

② 事業計画書策定後に、計画書実施のための、国、県、市などの行う支援策、セミナ
―等の周知を巡回により、行うことでフォロ―アップをする。【指針②】 

③ 事業計画書策定後、小規模事業者持続化補助金などに興味を持つ事業者には、補助
事業用の計画書作成、見直しをとくしま産業振興機構の専門家派遣事業により、専

門家とともに、個社相談会によりフォロ―アップを行う。【指針②】 

④ 事業計画書策定後に、新商品開発、名産品開発した事業所には、展示販売会等に出
品を促し、需要動向調査、商品アンケ―トをもとに、事業計画書の見直し、フォロ

―アップを中小機構の「販路開拓コ―ディネ―ト事業」と連携して巡回、窓口相談

を行う。【指針②、④】 

⑤ 事業計画書実施に対し資金面の支援が必要な事業所に対しては、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」の活用を推奨し資金面から支援する。 

【指針②】 

 

（目標） 

事業計画書作成後、四半期毎の定期的見直し、フォロ―アップをすることで、経営環

境の変化にも対応し、計画書のＰＤＣＡサイクルを確立することで、持続的経営発達 

の支援を目指す。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回件数（フォロ―アップ） 2 ※18 27 31 35 40

個社相談会による指導件数 0 1 3 5 7 9

周知によるフォロ―アップ数 2 3 5 7 10 12

※平成 28 年度から経営指導員２名体制から１名減の体制になる。 

 

５・需要動向調査に関すること【指針③】 

 国、県補助金事業実施時に需要調査を行ってきたが、本事業の実施を機に、小規模事

業者の販売、提供する商品について、新商品開発や事業計画作成のための資料にするた

め、「購入者属性（性別、年齢、地域）、顧客ニ―ズ（容量、価格など）、購入動機、食

材、試作品感想及び改良点」等を阿南市及び近隣で開催される展示販売会等で、職員及

び出展者で、聞き取り調査し結果を整理、分析する。 



分析した調査内容を、事業所カルテに加えるとともに、事業者に巡回時に報告書とし

て、半期に一度は情報提供する。 また、新商品、名産品開発の提案、助言の資料とし

て活用するとともに、事業計画書作成時、見直し時の資料としても活用する。 

 

（事業内容） 

① 関係機関等の展示販売会、マルシェ等で、商品に対する需要動向調査（項目上記）
を行う。 

また、徳島市内の「阿波踊り会館(物産館)」や「阿南光のまちステ―ションプラザ」

「道の駅」等での売れ筋等の聞き取り調査もふまえ、分析し、結果をカルテに加筆

しておき、事業計画書作成時の資料として活用する。 また、「南阿波グルメ開発委

員会」に報告し、商品開発の資料としても活用する。【指針②、③、④】 

② 県内タウン誌各社から、食情報、トレンドなどの情報収集し、「南阿波グルメ開発委
員会」に報告、時には講師として招聘、情報提供し事業計画書作成時の資料とし、

新商品開発のヒントにしてもらう。【指針②、③、④】 

③ 平成 26 年度実施の「地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業」でのアンケ―
ト調査結果を、飲食・サ―ビス業者、製造小売業者に報告書として情報提供し、 

新商品開発やイベント企画の資料として活用してもらう。【指針③】 

④ 観光庁の需要動向調査や、徳島県の各種調査を総合的にまとめ、需要動向を分析し 
事業計画作成時、新商品開発時の資料として活用。【指針②・③・④】 

 

（目標） 

商品開発、販路開拓を考える上で、需要動向調査は極めて重要で、事業計画書作成、

及び商品開発後の計画見直し時にも必要となってくるため、毎年各イベント、展示

販売会などで、地域性、イベント来場者層などを考慮して年 3回は調査を実施する 

内  容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

調査回数 1 3 3 3 3 3 

報告件数 4 7 10 10 10 10 

 

需要動向調査実施イベント 

種  別 イベント名称 主  催 出店者数 

市イベント 活竹祭 阿南市 １０件 

展示、販売会 四国の右下マルシェ（年 3回） 四国の右下推進会議 ６件 

物産展 四国の右下物産展 徳島県 ３件 

 

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】 

小規模事業者の経営基盤を強化を図るための、新規顧客、新市場等の需要開拓を支援

するための機会の提供、情報収集、情報発信を支援する。 

需要開拓の考え方として、新商品開発、新市場開拓を軸に、各事業所の経営戦略に応

じた需要開拓を実施支援する。 

本会では、２年ほど前から徳島県を巻き込んでの、県南食材（野菜、果物）を使用し

た「南阿波グルメ」の開発推進に飲食業者、小売業者とともに取り組んでいる。 



今後も「南阿波グルメ」のブラッシュアップも含め、町内全ての小規模事業者の新商

品、新メニュ―の開発を支援し、既存の商品とともに、販路拡大、需要開拓のため、「道

の駅」等県内物産販売所、県商工会連合会等関係機関の実施する展示販売会に出品をし、

出品後の販促手法等の支援も実施する。 

市場開拓、新規顧客開拓を目指す事業所には、ＥＣサイトによる市場開拓や６次産業

化、農商工連携による商品開発を関係機関と連携して、新規顧客開拓を支援する。 

また、広報力、情報発信力向上のための、セミナ―や、新商品開発のための研究会を

専門家、支援機関と連携し開催し、情報発信、広報力の強化による新市場開拓、商品開

発力強化による新規顧客開拓を支援する。 

個々の事業については、以下の通り。 

※「南阿波グルメ」とは、徳島県南産の食材を使用した料理、加工品の総称。 

 現在、本町ではスダチ、いちご、栗、金時などを使った洋菓子、和菓子、パンなどが

ある。 

 

（事業内容） 

① 情報発信力の強化 
全ての小規模事業所を対象に、ホ―ムペ―ジ、Facebook 等による商品、商店の魅

せ方等購買意欲を刺激する情報発信手法について、メディア等専門講師を招聘して

のセミナ―開催により、情報発信を支援する。【指針④】 

② 新市場開拓支援 
新市場の開拓を目指す事業者を対象にＥＣサイトによる販路開拓のセミナ―を、中

小機構の「販路開拓コ―ディネ―ト事業」等と連携し開催し、合わせて全国商工会

連合会の主催する「ニッボンセレクト」へ出品し、全国的な市場開拓を支援する。

【指針④】 

③ 新商品開発と開発力向上 
新商品開発を目指す事業者、特に飲食業者、小売業者を中心に、地元信用金庫の実

施する「地方創生事業」と連携して、料理研究家、野菜ソムリエ、パティシエなど

の専門家による商品開発研究会を開催し、地元食材を利用した、新商品、新メニュ

―、看板商品開発を支援する。【指針④】 

④ 新商品の広報、情報発信 
新商品開発した事業者の新商品を、TV 局、タウン誌各社、新聞社に本会より広報

依頼し情報発信を支援。 特に本町は若年層の住民が多いため商品によって若者向

けのタウン誌等に重点的に広報依頼をするなど、ターゲットによってメディアを使

い分ける。 

また、セミナ―開催によりホ―ムペ―ジ、Facebook での情報発信を支援する。 

【指針④】 

⑤ 展示販売会、物産展等への出品、市観光協会会員登録【指針④】 
小規模事業者の既存商品や、開発した新商品を、徳島県、阿南市と連携して、県内

「道の駅」やマルシェに出品を支援。 また県連や各商工会の主催する展示商談会、

阿南市の管理する「光のまちステ―ションプラザ」などへの出品、販促手法を支援

しする。 

また、阿南市観光協会会員登録を本会が推進し、阿南市の参加する県内外の展示販



売会への出品、委託販売を可能にし、需要開拓の機会を拡大支援する。【指針④】

⑥ 新商品、既存商品のブラッシュアップ 
「羽ノ浦ブランド開発委員会」を立ち上げ、各展示販売会終了後に、委員会を開催

し、需要動向調査を踏まえ、タウン誌編集部や、テレビ局情報担当者などの外部有

識者（専門講師）には、トレンド情報、流行、動向、ニ―ズなどの情報提供をいた

だき、新商品、既存商品や既存の「南阿波グルメ」の評価、見直しを行い、展示販

売会参加者や、商品開発予定者らにブラッシュアップすることでブランド化を支援

する。 

更に、ブラッシュアップした商品での、事業計画書の見直しを支援し、経営改善、

経営発達を目指す。【指針②・④】 

 

（目標） 

 上記事業を実施することで、小規模事業者の商品開発力、情報発信力を強化し、市場

開拓、顧客開拓を支援することで購買力の町外流出阻止、町内流入促進を目指す。 

項  目 現状 28年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

展示会、商談会開催回数 1 ※2 2 3 3 3

展示会参加店舗数 4 6 8 9 10 11
研究会、セミナ―による指導件数 4 7 10 11 12 13
ＥＣサイト等新市場への出品数 0 1 1 2 2 3

新商品、新メニュ―等開発数 2 6 9 12 16 20

ブラッシュアップ件数 2 3 5 7 9 10

開発委員会開催回数 0 2 2 3 3 3

メディア紹介件数 1 2 2 3 3 3

※平成 28 年度から経営指導員 2名体制から 1名減となる。 

 

Ⅱ・地域経済の活性化に資する取組 

１・地域経済活性化事業 

 羽ノ浦町の調和のとれた、活気のあるまちづくりを推進していくため、交流人口増、

流入人口増を目指し、阿南市、観光協会、地元ケ―ブル TV、広告代理店などにも参画

してもらう「地域づくり委員会」で協議、検討を軸に徳島県、阿南市、県南自治体・

各種経済団体で構成される「四国の右下推進会議」らが実施するイベント、祭りへの

協力、支援、参加することにより、にぎわいの創出を図り、交流人口の拡大や地域間

の結束を図る。 

 また、地域内外の各種イベントへは、小規模事業者にも積極的な出店を促し、新商

品、名産品などの発表の機会としてもらい、地域内外の来場者に紹介、販売すること

で、地域、商品のブランド化や販路拡大に資する。 

 

（主な事業） 

① 「地域づくり委員会」を中心とした諸会議を開催し、地域経済の活性化について
検討する。 特に、羽ノ浦納涼祭を主催する羽ノ浦商店街連盟が高齢化及び会員

の減少に歯止めがきかず、納涼祭自体の存続が危ういため、地域振興、各種イベ



ント、まちづくりの将来の方向性、納涼祭のありかたについても検討する。 

② 羽ノ浦商店街連盟の主催する、「羽ノ浦納涼祭」の企画、実施協力と阿南市が推進
する LED の普及、PR のため「光のまちづくり推進協議会」の協力を得て、電飾モ

ニュメントの制作。 

③ 「四国の右下推進会議」の主催する「四国の右下ロ―ドライド」への協力。 
④ 阿南市の主催する、「活竹祭」の企画、運営、出展協力や、阿南市の「野球のまち
阿南」としての支援する、四国アイランドリ―グ公式戦への出店協力を通じて、

羽ノ浦町の名産品をＰＲする。 

 

（目標） 地域経済活性化事業 

 関係機関と連携した、「地域づくり委員会」において、町内開催のイベントの方向性

を検討、また空き店舗や空き地、施設などの利用についても意見交換し、行政への陳情

もふまえて、羽ノ浦町への流入人口、交流人口の増加に向けて協議するとともに、名産

品、新商品開発も合わせて、地域ブランドをアピ―ルし、地域経済を活性化していきま

す。 

項  目 現状 28年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地域づくり委員会開催数 1 2 2 2 3 3

羽ノ浦納涼祭等集客数 5,000 5,200 5,300 5,400 5,500 5,500
関係団体イベントへの出店回数 2 ※2 2 3 3 3

※平成 28 年度より経営指導員 2名体制から 1名減となる。 

 

（イベント・祭り）  26 年度実績 

イベント名 開催時期 出店者数 来場者数 

まけまけマルシェ 四半期ごと 6 店舗 1,000

羽ノ浦納涼祭 7 月 31 日 6 店舗 2,000

活竹祭 11 月 29 日,30 日 10 店舗 7,000

四国アイランドリーグ公式戦 5 月～8月 2 店舗 200

徳島ヴォルティス公式戦 5 月～11 月 2 店舗 1,000

 

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情報交換に関すること 

  生活圏が同一である阿南市内の本商工会、那賀川町商工会、阿南商工会議所と阿南

市の商圏範囲内である、徳島県南部ブロックを構成する他の 4つの商工会（美波町

商工会、牟岐町商工会、海陽町商工会、那賀町商工会）が合同で、定期的に経営指

導研修、意見交換会等を開催し支援事例の発表や支援ノウハウ、商圏内での需要動

向の情報交換を行い、需要開拓、販路拡大等の情報、ノウハウの共有を行い、支援

能力の向上、資質向上に努め、持ち帰った情報、ノウハウを全職員に「支援力向上

勉強会」（仮称）に報告、意見交換しファイル化し共有する。 

  さらに、上記商工会と各行政との連携による「四国の右下推進会議」により、圏域

内での「南阿波グルメ」他による新たな需要開発をし、開拓すべく意見交換する。



  また、地元金融機関の阿南信用金庫羽ノ浦支店と日々の巡回活動、営業活動で得た

  情報を交換し、信金の顧問診断士とともに支援ノウハウの情報交換、意見交換を年

1～2回行う。 

 

 （目標） 

 全職員の支援力向上のため、各研修、意見交換会後には、勉強会にて報告、意見交換

し、情報、ノウハウを共有する。 また、カルテ化し閲覧可能にしておく。 

 

実施内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

阿南市内合同研修 1 2 2 2 2 2 

県南合同研修 0 1 1 1 1 1 

四国の右下推進会議 2 3 3 3 3 3 

阿南信金情報交換会 0 1 1 2 2 2 

 

 ２・経営指導員の資質向上に関すること 

  徳島県、全国商工会連合会、徳島県商工会連合会、徳島県商工会職員協議会が主催

する従来の記帳、税務等の研修会への積極的な参加に加え、とくしま産業振興機構、

中小企業基盤整備機構等が主催する、売上アップ、販売戦略、商品開発を目指す実

践的な研修会に参加し、それらで習得した内容、情報を四半期ごとの、全職員によ

る勉強会で共有し、年 1回の県南部ブロックの職員研修会で発表することで、指導

能力、提案力、プレゼン能力の向上を図る。 

また、経営発達支援計画実施の中での需要動向調査、事業計画書策定、実施支援

時等に専門家から習得したノウハウ等を、定期的に全職員に対し「支援力向上勉強

会」（仮称）にて金融機関等専門家を交えて報告、意見交換し、内容をファイル化し

全職員がいつでも閲覧可能にし支援事例を共有する。 

 

（目標） 

参加内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
各種研修会参加 3 ※3 3 4 4 4
四国ブロック研修会参加 1 1 1 1 1 1
商工会内勉強会 0 2 4 4 4 4
県南部ブロック研修参加 1 1 1 1 1 2

 

※平成 28 年度より経営指導員 2名体制から 1名減となる。 

 

 ３・事業の評価、見直しをするための仕組みに関すること 

  毎年度、本計画記載の事業の実施状況、成果について、以下の方法で評価、検証を

  行う。 

① 支援対象業種の専門家又は有識者により、事業の実施状況、成果、見直し案の提
示を行う。 

② 本会三役会、又は理事会で評価、見直し方針を決定する。 



③ 事業の成果、評価、見直しの結果については理事会へ報告し、承認を受ける 
④ 事業の成果、評価、見直し結果を、羽ノ浦町商工会ホ―ムペ―ジで計画期間中 
公表する。 （http://www.tsci.or.jp/hanoura/） 

 

 

【経営発達支援計画】ＰＤＣＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

（目標） 

事業内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営発達委員会開催 2 2 2 2 2

広報誌の発刊 2 2 2 2 2

 

 

Ｐｌａｎ 
【計画】 
総会で承認 

Ｄｏ 
【実行】

事務局 

Ｃｈｅｃｋ 
【 評  価 】

経営発達委員会 

Ａｃｔｉｏｎ，

【改 善】 
事務局へ 



（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 1 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  〒７７９－１１０２ 

   徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内７８－４ 

   羽ノ浦町商工会 経営発達支援事業担当課 

   ＴＥＬ：０８８４－４４－４８５８・ＦＡＸ：０８８４－４４－５３２２ 

   ＷＥＢ：http://www.tsci.or.jp/hanoura/ 

   Ｅ－ｍａｉｌ：tsci0700@tsci.or.jp 

 
【経営発達支援事業】 

事務局体制 
 

 
（担当）経営指導員：樫原 誠治（主任） 
（担当）経営指導員：大西 弘志 
（支援）経営支援員：鶴熊 敦子 
    経営支援員：鳴川 裕子 

 
【関係機関・団体】 
・徳島県 
・阿南市 
・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

・商工会 
・商工会議所 
・金融機関 
・各種団体 等 

【羽ノ浦町商工会理事会】 
（事業の成果・評価・見直しの方針決定）

会 長：吉岡 誠 
副会長：関口重敏・岩崎寛和 
理 事：15名

【羽ノ浦町商工会総会】 
（事業の成果・評価・見直しの報告） 

会員数：198名 

【経営発達支援事業推進委員会】 
（年 2～3回） 

羽ノ浦町商工会理事からの選出者 
羽ノ浦町商工会各部会長から選出 
阿南市商工観光労政課担当者 
徳島県商工会連合会担当者 
中小企業診断士など 8～10名体制 
 
【南阿波グルメ開発委員会】 

飲食業者、製菓小売業者らで構成 
 随時開催 

【地域づくり委員会】 
理事、部会長、阿南市担当者らで構成 
     随時開催 

 
羽ノ浦町圏内 
【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 



 

（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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 3,200 3,400 3,500 3,500 3,550

 小規模企業対策事業

費 

動向調査費 

経営分析費 

セミナ―開催費 

事業計画策定費 

需要開拓支援費 

支援力向上費 

地域活性化事業費 

推進委員会開催費 
（外部委員報酬、旅費） 

200

200

300

300

900

100

1,100

100

200

250

350

400

900

100

1,100

100

200

250

350

400

900

200

1,100

100

 

 

200 

250 

350 

400 

900 

200 

1,100 

100 

200

250

350

400

950

200

1,100

100

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託料 

 特に販路開拓支援に関しては、国の補助金を充当予定 

 

（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。 

 



 

 

（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・地域経済動向調査‥‥中小企業基盤整備機構、とくしま産業振興機構の実施する 

   景況調査等の調査結果の情報提供。 阿南市とは地域内経済動向の情報提供を 

   いただく。   

（阿南市、中小企業基盤整備機構、とくしま産業振興機構）         

 

Ⅱ・経営状況の分析‥‥セミナ―、個社指導会の開催する際の講師紹介、専門家派遣 

   金融機関とは、巡回時に連携して帯同することもある。 

（中小企業基盤整備機構、とくしま産業振興機構、金融機関） 

 

Ⅲ・事業計画策定支援‥‥計画策定の個社指導セミナ―への講師紹介、専門家派遣、 

   金融機関とは、巡回時に連携して帯同することもある。 

（中小企業基盤整備機構、とくしま産業振興機構、金融機関） 

 

Ⅳ・事業計画策定後の実施支援‥‥計画策定後のフォロ―のための個社相談会時の講師

   紹介、専門家派遣。 金融機関とは、巡回時に連携することもある。 

（中小企業基盤整備機構、とくしま産業振興機構、金融機関） 

 

Ⅴ・需要動向調査‥‥産業振興機構、金融機関からは需要動向、顧客ニ―ズなどの情報

提供。 徳島県、阿南市とは需要調査を実施する展示販売会等の情報提供。 

（徳島県、阿南市、とくしま産業振興機構、金融機関） 

 

Ⅵ・新たな需要の開拓に寄与する事業‥‥徳島県、阿南市、四国の右下推進会議は展示

会、販売会に関する情報提供。 ブランド化と情報発信はワイヤ―オレンジ他県内

タウン誌、ＴＶ局などを利用して意見交換会、商品のブラッシュアップを行う。 

（徳島県、阿南市、㈱ワイヤ―オレンジ、四国の右下推進会議、他） 

 

２・地域経済の活性化に資する取り組み‥‥地域経済活性化事業 

   阿南市からは、地域づくり委員会への委員として参加してもらい意見交換する。

   四国の右下推進会議とは、県南イベントの交流人口増への取組を協力支援。 

   光のまちづくり推進協議会とは、「羽ノ浦納涼祭」の企画、実施について光のまち

阿南の視点からＬＥＤ電飾を利用したイベント企画運営を協力を頂く。 

  （阿南市、四国の右下推進会議、光のまち推進協議会他、） 

 

３・経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組み‥‥他の支援機関の実

   施する研修への参加。 及び金融機関とは巡回、営業活動で得た情報の交換。 

   近隣商工会等との支援ノウハウ等の情報交換及び経営指導員の資質向上 

  （とくしま産業振興機構、中小企業基盤整備機構、阿南信用金庫羽ノ浦支店） 



 

 

連携者及びその役割 

 

徳島県 知事 飯泉嘉門 

 住所 徳島県徳島市万代町 1丁目 1番地     ℡ 088-621-2322 

  経営発達計画実施全般の指導、助言、情報提供、補助金関係指導他 

  各種情報提供、補助金に関する指導 

 

とくしま産業振興機構 理事長 福田哲也   

 住所 徳島県徳島市南末広町 5番 8-8 号 徳島経済産業会館 2階 ℡ 088-654-0103

  調査、分析、計画策定の指導、情報提供、講師紹介等 

  よろず支援拠点などによる講師派遣、申請、計画書等のチェック機能をはたす。 

 

中小企業基盤整備機構 四国本部 本部長 中島龍三郎 

 住所 香川県高松市サンポ―ト２―１ 高松シンボルタワ―タワ―棟７Ｆ 

  ℡ 087-823-3220 

  調査、分析、計画策定指導、情報提供、講師紹介等、 

  申請、計画書等のチェック機能を果たす。 

 

阿南市 市長 岩浅嘉仁 

 住所 徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3       ℡ 0884-22-1111 

  調査等の情報提供、補助金に関する指導、販路開拓に関するアドバイス。 

  展示販売会の紹介、地域づくり委員会へ参画。 

 

四国の右下推進会議  会長 横尾 政明   

 住所 徳島県阿南市富岡町今福寺 34-4     ℡ 0884-22-2301 

  県南部各市町村及び徳島県南部総合県民局、商工会、農協、漁協等各種団体で構成、

  県南部観光圏への交流人口の増加を目指し、「食」に関するご当地グルメの開発、PR

  や誘客促進のイベント、観光ツア―などを企画、実施している団体。 

  「マルシェ」等展示販売会を年間 5～6回開催しており、新商品、名産品等の出店 

  当会場で需要動向調査の実施や、新商品の発表、試食などを実施する。 

 

阿南信用金庫羽ノ浦支店   支店長 尾崎 正典 

 住所 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄上ナカレ 21-1    ℡ 0884-44-3618 

  各種調査、分析、経営計画作成等の情報交換、実施フォロ―等 

  巡回時に同行することもあり。 情報交換会の開催。 

 

㈱ワイヤ―オレンジ   代表取締役 原田 剛 

 住所 徳島県徳島市北沖洲 1-14-24     ℡ 088-664-0250 

  新商品、名産品等の広報、展示会ＰＲ 

  トレンド、イベント情報などの意見交換 

 



 

 

連携体制図等 

 

Ⅰ．地域経済動向調査関する事業 

 

１・景気動向調査 

 
調査結果から課題抽出          景況調査結果、分析提供 

           
  

                      

  
分析結果提供            調査資料の収集 

                     
 

Ⅱ．経営状況の分析に関する事業 

 

１・巡回、個社指導セミナ―開催 

 
 

           分析結果による課題抽出 専門家派遣、情報提供 

 

 

 

 

 

  

分析の啓蒙、               講師依頼、専門家派遣依頼 

             分析結果 提供 

 

 

Ⅲ．事業計画の策定に関する事業 

 

  １．個社指導セミナーなどの開催 

    ①事業計画書の必要性の啓蒙 

    ②各種補助金申請、金融支援、新商品開発時などの事業計画書作成支援 

 
             計画・実施相談               専門家・支援策派遣 

 

 

 

 

 

 

             計画書必要性の啓蒙 

             講師・専門家派遣 専門家・支援策依頼 

 

Ⅳ．事業計画策定後の実施支援に関する事業 

   

１・ 巡回、個社指導会による実施、見直しのフォロ―アップ 

 

小規模事業者 
経済動向、景況 

の把握 

羽ノ浦町商工会 
景況調査実施・ 
分析、整理 
巡回による調査 

 

・中小機構四国 

景況リポ―ト 

・産業振興機構 

 県内企業の景況調査 

 
連携 

 
支援 

小規模事業者 
経営分析 
個社指導会参

加 

羽ノ浦町商工会 
中小企業景況調査実

施・分析・整理 

 

・中小機構四国 

 専門家、コーディネ

―タ 

・産業振興機構 

 よろず支援拠点 

 専門家 

 
支援 

 
連携 

小規模事業者 
各種セミナー

個社指導会へ

の参加 

 

羽ノ浦町商工会

事業計画策定・個社

指導会の開催 
 
支援 

・中小機構四国 

 専門家・コーディネー

ター・支援策 

・とくしま産業振興機構

 創業・ものづくり 

 
連携 



 

 

 

 修正、見直し相談 講師、専門家派遣 

 

 

 

 

 

 

            個社指導会開催、専門家            講師、専門家派遣依頼 

            との巡回による指導 

 

 

Ⅴ・需要動向調査に関する事業 

 

 １・各展示販売会での需要動向調査と集計、分析と情報提供 

 ２・各種需要動向調査の集計、分析と情報提供 

 
            販売会への参加                販売会の紹介 

  情報提供 

 

 

 

 

 

 

            集計結果の情報提供              講師、情報提供依頼 

        

 

Ⅵ・新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事業 

  

 １・「南阿波グルメ」の商品開発、販路開拓、ブランド化と情報発信 

 

 
            販売会、研究会へ参加              販売会の紹介 

  情報提供 

 

 

 

 

 

 

            出店要請                   販売会の出店依頼 

            認知度の向上                 広報依頼 

                                   意見交換会の実施 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

小規模事業者 
計画書の実施 
見直し、修正 
 

羽ノ浦町商工会

計画書見直しの

ためのフォロ―

アップ 

とくしま産業振興機構 

 専門家派遣、 

 アドバイス 

中小機構四国 

 専門家派遣 

 アドバイス 
 

 
支援 

 
連携 

小規模事業者 
調査結果の資

料としての活

用 
 

羽ノ浦町商工会 
各販売会での 
調査、各種需要調査

の集計、分析 

阿南市 

 販売会、販売場所斡旋 

徳島県 

 各種調査の情報提供 

タウン誌各社 

 情報提供、意見交換 

 
支援 

 
連携 

小規模事業者 
販売会での商

品 PR、認知
度向上 
 

羽ノ浦町商工会 
南阿波グルメ開発

委員会によるブラ

ンド化と情報発信 
 

徳島県、阿南市 

 販売会、販売場所斡旋 

 

タウン誌各社、新聞社 

 情報発信 

 

料理専門学校 

 

 
支援 

 
連携 



 

 

２．地域の活性化に資する取り組みに関する事業 

   

１．地域づくり委員会での活性化策の協議 

  ２．各種団体と連携しての賑わいの創出 

  ３．観光等活性化イベント 

 
             

商品等ブランド化等相談 

新商品等の発表機会の依頼             活性化策の共有推進 

 

 
            

 

 

新商品等の発表機会の創出             にぎわいの創出 

交流人口の増加 

 

 

３．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に関する事業

   

Ⅰ．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 

  Ⅱ．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

 
            相談・課題の多様化 研修会等開催 

 

 

 

 
             支援力の強化               資質・支援の向上 

 

 

 

 

小規模事業者 
地域活性化イ

ベントへの参

加 

羽ノ浦町商工会

「地域づくり委

員会」開催 
地域イベント等

開催・にぎわいの

創出、交流人口の

増加 

 

徳島県 

・阿南市 

・四国の右下推進会議

・羽ノ浦商店街連盟・

 
支援 

 
連携 

小規模事業者 
 
経営上の課題 

羽ノ浦町商工会

経営指導員等 
研修会への参加

内部研修、ojt 
の実施 

・徳島県 

・徳島県商工会職員協議会

・とくしま産業振興機構 

・中小機構 四国 
・阿南信用金庫羽ノ浦支店 

 

 
支援 

 
連携 


