
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

那賀町商工会 

（3480005005010） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

「小規模事業者と商工会が「伴」に継続的発展する地域商圏へ」 

１）小規模事業者による地域特産品を活用したブランド化と収益性の創造 

新規収益性の創造と地域外貨獲得を図り、地域商圏の収益性向上（仕組みづくり） 

に貢献することで、地域小規模事業者の減少の歯止めとする。 

２）地域振興や、地域経済動向に符合する、新たな取り組みの支援 

地域小規模事業者の持続力、経営力向上をめざし事業計画策定の支援を行う。5 

年後には、小規模事業者数の１０％の約５０件の事業計画策定を目標とし、５％

（約２５件）においては、改善又は収益向上を図る。 

３）事業継続継承支援。地域の商工会青年部や、各後継者団体など、異業種交流な 

ど、新たな事業展開や持続力強化を支援、１０年後の小規模事業者の苗床とする。 

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【指針③】 

MieNa（ミーナ）RESAS などの活用による調査分析結果の提供。年２回（5月、 

１１月）に分けて小規模事業者へホームページにて提供する。また随時提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者へ当商工会からの周知アプローチとして、「商い相談窓口」を常設。 

中小機構が実施する「経営自己診断システム」を活用し、事業者へ理解しやすい 

形にした「商い診察結果シート」を作成し、個社へ提供する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

「事業計画策定セミナー」「事業承継セミナー」を実施、自社分析された事項を 

元に、中小機構の「事業計画作成キット」を利用し、「自社がやるべきこと」を 

「みえる化」していく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画書を策定した小規模事業者に対し、定期的に経営指導員が「アクション 

シート」作成による進捗状況の把握や PDCA 実行のフォローアップを実施する。 

専門家による年３回の個別相談会を開催する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

個社の商品について、アンケート調査を実施する。これらの情報は専門家の助言 

を受けながら、前述の経済動向、経営分析結果なども含めて、「商品（サービス） 

見直しシート」を作成し事業計画へフィードバックさせる。 

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】 

収益性向上を目指し、催事および、ネットによる販路開拓の実施を支援する。 

ＳＮＳ商法や販売スキル、商談ノウハウを、それぞれ年 1 回、講習会を実施する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域流入人口を対象とした商品、メニューの開発、振興とブランド化を推進する。 

連絡先 

所在地：771-5406 徳島県那賀郡那賀町延野字王子原３１－１ 

電 話：（0884）62-0183 

ホームページ：ttp://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=36&block=32 

メールアドレス：tsci0900@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．現状 

＜那賀町について＞ 

那賀町は平成 17 年 3 月 1 日に、鷲敷町・

相生町・上那賀町・木沢村・木頭村の５町

村が合併し、「那賀町」となった。 

徳島県の南部に位置し、標高 1,000 メー

トル以上の山々に囲まれる、地域の 9 割以

上が森林の中山間地域である。 

人口 8,353 人、（国勢調査平成 27 年 1 月

現在）、那賀町の面積は 694.86 平方キロメ

ートルで、徳島県の総面積（4,145.10 平方

キロメートル）の約 17％を占めている。 

 

地域内には「那賀川」という一級河川へ通ずる河川が多く存在し、その那賀川は地域

のほぼ中央を西から東に貫流している。古くから、林業、柚子や晩茶などの農業が盛ん

な地域として有名である。近年では、極点社会化への流れにより、人口減少、高齢化率

４７％の少子高齢化地域である。徳島県では２０４０年までの消滅危惧可能性地域第 1

位となっている。また、農林業、商工業従事者も高齢化しており、山林の荒廃や耕作放

棄地の増加、事業の廃業等、衰退が進んでいる。 

 

地域の観光入込客数は、年間約４３万人と県内でも多い方である。 

 観光箇所は多く、カヌーの名所や四国八十八か所により地域入込客は多いにもかかわ

らず、地域での滞在時間が短く、地元商店や、産品の消費に結びついていない。 

 ２０２１年には那賀町で『関西ワールドマスターズゲームズ』のカヌー・スラローム

競技が開催予定であり、外国人旅行者の獲得に向けた県南 DMO の設立の動きがある。 

行政としても、中長期的な振興策として、林業振興と再生や、山間の地域資源を活用

した料理や特産品、各地が連携したレジャーなどの観光商品の創出とブランド化を推進

し、併せて創業窓口を設置支援している。地域への流入人口の増加から、小規模事業者

の新たな取り組みや、収益性、継続性の向上へとつなげていく事が模索されている。 

 

＜人口見通し＞ 

年 度 0 歳～14 歳 15 歳～64 歳 65 歳以上  合 計 

平成 27 年 741（8.9％） 3,682（44.1％） 3,930（47.0％） 8,353 

平成 32 年 501（7.0％） 2,904（40.6％） 3,743（52.4％） 7,148 

平成 37 年 398（6.4％） 2,337（37.8％） 3,448（55.8％） 6,183 

平成 27 年：国勢調査、平成 32 年及び 37 年：国立社会保障・人口問題研究所の推計 

 

 

 



- 2 - 

 

＜那賀町商工会について＞ 

平成３０年度現在にて、会員数３２８事業所（平成 29 年度実態調査より）の規模で

ある。 

商工会活動としては、全国展開支援事業による地域木材を利用したユニバーサルデザ

インの家具開発、町行政との事業においては、地域宅配サービスや、贈答商品販売の支

援を行っている。また地域経済消費隆起を目的としたプレミアム商品券の発行を 11 年

続けている。 

事業者からの相談案件としては、主に労働、税務関係の需要が多く、逆に経営革新や

創業といった案件は少ない。経営者の高齢化により廃業が増加してきている。 

 

＜那賀町商工会管内事業者数推移＞ 

 
平成１８年 平成２１年 平成２６年 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

農林漁業 6 52 13 154 15 176 

鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 0 0 0 

建設業 104 956 80 673 62 543 

製造業 72 881 61 797 60 698 

電気・ガス・熱供給・水道業 1 4 3 28 2 22 

情報通信業 0 0 3 9 3 12 

運輸業・郵便業 15 96 19 139 15 86 

卸売業・小売業 175 509 180 539 146 434 

金融業、保険業 5 45 4 51 4 39 

不動産業、物品賃貸業 2 3 3 3 2 2 

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 - - 8 65 7 69 

宿泊業、飲食サービス業 61 193 68 272 62 232 

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 - - 51 94 44 76 

教育、学習支援業 9 9 26 199 29 195 

医療、福祉 25 223 35 483 33 476 

複合サービス業 22 185 14 98 15 77 

その他サービス業 97 196 44 133 42 116 

公務 - - 26 201 22 224 

合  計 594 3,352 638 3,938 563 3,477 

              出典 経済センサス基礎調査（平成１８年は事業所・企業統計調査） 

 

＜地域小規模事業者の現状＞ 

人口減少、購買力の流出、経営者の高齢化と後継者不足により、地域小規模事業者の

数は年々減少している。特に小売、飲食サービス業の廃業が増加しており、今後もその

傾向は続くと予測される。無店舗となる地域も出てくることから、消費流出や高齢者の

買い物環境が悪化すると予測される。 

古くから、林業が主幹産業としてあり、公共事業が盛んであった為か、地域経済が行

政依存の傾向にある。この主幹産業の衰退と共に、これに付随して成長してきた地域商

圏が維持できなくなってきている。すでに後継者のいない事業者では、自分の代で終わ

りという緩やかな衰退をよしとする風潮もある。 
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平成 28 年 7 月に、地域小規模事業者３５０事業者に対して、現状と課題や、事業計

画策定についてアンケートを行い、２０３件を回収した。 

結果として以下のことが判明した。 

１）小規模事業者の回答者中、約３５％が６０～７０歳 ２５％が７０～８０歳。 

２）経営問題については、売上不振、需要の低迷を感じている事業者が約５０％であ

り、そのほとんどが、小売、飲食サービス業であった。 

３）事業計画の策定が必要だと感じている事業者が３７％。 

うちすでに策定している事業者が１０％。 

＜小規模事業者数＞平成 24 年 那賀町管内小規模事業者数 

業  種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食宿泊 サービス その他 合計 

事業者数 84 69 9 149 57 82 51 501 

 

 

２．小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方 

那賀町総合振興計画６-１の 地域産業の振興において、③新しい産業の振興－「町の

地域資源を活用し、住民自らの創意工夫により、主体的に産業を興すことへの支援に努

める。」とある。 

 地域資源や地域ニーズを、事業継続発展の要として、町行政と連携し、小規模事業者

の継続発展を支援、地域小規模事業者の 10 年後の姿を共有する。 

 

＜地域小規模事業者のビジョン＞ 

将来、高齢者宅配サービスや、中食提供など、地域ニーズの把握による市場開拓によ

って付加価値創出が実現し、後継者育成とともに、地域の衣食住を支える小売店などの

存続は図られていくことが望ましい。 

また、4 年後には『関西ワールドマスターズゲームズ』の開催もある。このような良

質の地域観光資源と連携し、新たな商売の仕組みづくりも合わせて推進していく。 

「食」「文化」など、新たな観光資源、地域ブランドによって、インバウンド等、地

域入込客を対象とした外貨獲得や、地域ニーズの変化に適した収益性の発見、地域の小

規模事業者の事業展開が円滑に進む商圏へと成長する。 

 

＜那賀町商工会ビジョン＞ 

 「小規模事業者と商工会が「伴」に継続的発展する地域商圏へ」 

那賀町商工会に、気軽く相談できる「商い相談窓口（仮）」の常設から事業計画策定

へと支援をつなげていく。小規模事業者に対して広く周知し、内外部環境の把握や、事

業計画の策定と実行、適切なＰＤＣＡサイクルの伴走支援が継続的に実施されている。 

成熟した観光資源と、地域の食文化である「柚子」「晩茶」「ジビエ」等の地域資源と

が連携した商品が発展し、新産業、地域ブランドの創出がなされている。 

これに伴い、町、他団体との連携や、商工会の職員の資質向上が図られた支援による

成果が、地域外貨獲得、地域内経済の循環を促し、地域商圏の収益構造（仕組みづくり）

構築へとつながることで、地域小規模事業者の減少を抑制し、総合的な商工会地域の持

続的発展が達せられる。 

支援力、経営力が「伴」に成長した商工会地域として存在する。 
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＜地域小規模事業者支援の課題＞ 

 前述のアンケート実施により、下記の重要かつ優先度の高い課題が明確となった。 

１）若手後継者資質向上支援 （事業承継支援による事業所継続） 

２）約 100 件の売上不振にある小売、飲食サービス業者の継続発展、収益性向上 

３）新たな収益分野の創出、誘導（今後事業計画が必要と感じる、約５０事業所への 

策定支援） 

 

３．那賀町商工会の取り組み方針と目標 

高齢化社会を迎え、商業者、消費者ともに、地域に合った商売、消費の在り方を考察

し、地元小規模事業者へ伝え、事業計画の策定、実行に向けて支援していくことが重要

となってきている。 

小規模事業者に対し、宅配サービスや中食需要など、地域ニーズに適したサービスの

提案、地域特性を生かした、民泊事業や 6 次産業化による産業創出、販路開拓などを想

定し、事業計画策定支援を柱に、持続発展、事業継承、革新の支援を行っていく。 

地域活性化においては、２０２１年の『関西ワールドマスターズゲームズ』のカヌー・

スラローム競技開催を目標に、インバウンド需要獲得に向け、那賀町での日本版 DMO

（国内外の観光地域づくり体制 ）の設立計画がある。 

これらの観光資源と、地域の食文化である「柚子」「晩茶」「ジビエ」等の地域資源と

連携した商品の発展、新産業、地域ブランドの創出を目指す。 

至っては、支援による成果が、地域外貨獲得、地域内経済の循環を促し、地域商圏の

収益構造（仕組みづくり）構築へとつながることで、地域小規模事業者の減少を抑制し、

持続的発展および経営力の向上を目標とする。 

  

１）小規模事業者による地域特産品を活用したブランド化と収益性の創造 

  地域特産品及び新地域料理によるブランド化支援から、新規収益性の創造と地域 

外貨獲得を図り、地域商圏の収益性向上（仕組みづくり）に貢献することで、地域小 

規模事業者の減少の歯止めとなることを目標とする。 

＜例＞ 

・地域特産の「柚子」「晩茶」などを活かした料理開発とそのブランド定着。また、 

創造した料理を活用した新たな特産品の開発及びブランド化 

・地域内外入込客を想定対象とした、また観光資源から考えられる観光客増加につな 

がる料理メニュー等の創造 

・ジビエ（鹿、イノシシなどの食肉）や、特定外来生物（ブラックバス等）駆除を食 

材とした、郷土料理の創出。 

 

２）地域振興や、地域経済動向に符合する、新たな取り組みの支援 

地域振興による付加価値創造、地域事情にあった商売の在り方を模索し、地域小規

模事業者の持続力、経営力向上をめざし事業計画策定の支援を行う。 

優良な事業計画に関しては、「経営力向上計画」をはじめ、「農商工連携」、「地域資

源活用」などの認定申請を視野に入れ、「よろず支援拠点」等と連携し、支援を実施す

る。5 年後には、小規模事業者数の１０％の約５０件の事業計画策定を目標とし、５％

（約２５件）においては、改善又は収益向上を図る。 
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３）事業継続継承支援 

 地域の小規模事業者の高齢化に対し、若手事業者や後継者への支援を実施していく。 

「徳島県事業引継ぎセンター」と連携、情報共有し、事業継承案件の支援を行う。 

 地域の、商工会青年部や、各後継者団体など、今後の地域経済を支える人たちの団体

がある。これら団体へ広く周知し、異業種交流など、新たな事業展開や持続力強化を支

援し、１０年後の小規模事業者の苗床とする。 
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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】 

＜現状と課題について＞ 

那賀町商工会として、これまでは、商工会連合会が行う「景気動向調査」による県内

情報の調査結果の提供のみであった。 

地元観光協会をはじめ、各機関と連携し、各自が発行する調査情報（地域商圏、特産、

観光資源）の収集と共に、当地域の各主要産地や観光地へ、現地訪問調査を独自に実施

する。 

これら那賀町の地域特性（「商的な強み」は何かなど）を常に把握し、定期（年２回）

の情報発信に向けてまとめる。またデータベース化し、小規模事業者へ随時提供にも対

応する。 

これらの情報に関しては、客観的な視野から、小規模事業者への外部環境情報として

下記の活用を主に想定し提供する。また将来的な事業計画策定時の基本情報として利用

する。 

 

＜調査事項と収集方法について＞ 

１）アウトドア、レジャー、観光施設の把握、（年 2 回） 

地域伝統保存会や、観光施設、特産品販売所への独自訪問調査（１８か所）地域 

イベント、伝統芸能の来場者数や消費動向の把握 

   

２）6 次産業化商品の存在や、既存の農林水産品や特産品販路の動向（年 4 回） 

  徳島経済研究所や農業支援センター、各情報発信機関からの情報収集 

 

３）地域農産品の生産品目と生産高の把握と推移。（年 2 回） 

MieNa（ミーナ）市場情報評価ナビを利用した、主要特産品の都市別売上の把握 

周辺域（商圏）について、経済から人口、消費などの動向情報を取得。 

 

４）地域人口の規模・構成等に関する現況と、その推移（年 4 回） 

   ・地域景気動向指数、県民経済計算、地域産業連関表の参照 

・RESAS（地域経済分析）の利用 

 

５）類似規模の町村全国成功事例の把握 

  （一財）地域活性化センターの事例情報購読（月刊） 
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＜情報の活用＞ 

 １）地域食材、観光資源の把握 

   小規模事業者の商品、サービス、観光商品といった、新しい付加価値創造の発案 

資料として活用する 

 

 ２）地域農産物の加工品種の把握と商品加工の現状把握 

   どのような商品が作られて、売れているのか、類似商品との競争力の確認を行う 

また、原料から加工までの供給量の確認が可能となる 

 

 ３）来町者の目的、趣向の判明 消費活動について（域外からの来町者ニーズの把握） 

   どのような観光商品に集客力があるのか、年齢別に分けクロス集計することで、 

その消費動向から、地域商圏の強みや特徴を把握する。これにより、個社の取り 

組みについて効果的な周知活動（ターゲット選択）が行える 

 

 ４）受注、設備投資、生産、販売、出荷関連、雇用などの変動を把握する 

小規模事業者の資質向上、研修会、相談時の資料として使用する 

例）各動向指数の変動の読み取り方など 

 

 ５）同規模の地域における全国での成功事例の把握 

地域振興の取組など、成功事例に学び、そこに創造されたニーズや、経済の情報 

を集め、当地域において模倣できる事項を学ぶ 

 

＜目標＞ 

想定される事業継続性の向上や事業革新、新サービス、地元料理、地域ブランド創出

へ資する基本情報として、観光繁盛期等を考慮して、調査分析結果を年２回（上下半期、

5 月、１１月）に分けて小規模事業者へホームページにて提供する。また小規模事業者

の個別の相談に応じ、随時提供する。 

 

内  容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

ＨＰ 

提供回数 
未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜現状と課題について＞ 

これまでの那賀町商工会としては、個別の相談案件に対して、指導員による個別対応

と、専門家による診断であり、定期的な講習会事業による周知が主であった。 

今回、小規模事業者へ当商工会からの周知とアプローチ方法として、「商い相談窓口」

を常設し、最初に「商い診察」と題して、導入を促し自社の状況把握に関心を持っても

らうことから始めていく。 

周知に関しては、商工会職員による巡回と共に、広報活動として、那賀町商工会で実

施する。「商い診察」の案内を、ホームページ及び那賀町ＣＡＴＶ、那賀町広報にて、

年間４回行う。 



- 8 - 

 

これらから、意欲のある事業所に対しては、今後の経営力向上、事業革新などの計画

策定支援へとつなげていく。 

また、常設の窓口周知でも、反応のない（意欲のない）小規模事業者に対しては、職

員が年２回訪問し、支援の説明を行い関心をもってもらう。 

 分析ツールとしては、中小機構が実施する「経営自己診断システム」を活用し、財務

状況による定量把握を行う。また、定性部分については、有形無形資源など、数値化さ

れない経営資源についてヒアリングし対応する。 

これら情報は、経営指導員がまとめ、専門家と共に、エクセルシートを活用、事業者

へ理解しやすい形にした「商い診察結果シート」を作成し、個社へ提供する。 

  

＜分析と手法ついて＞ 

 

１）分析手法 

「定性分析」 

下記項目について、地域小規模事業者より、財務資料提供を受け、定性ヒアリン 

グを行う。 

   （１）財務状況 － 貸借対照表、損益計算書（過去 3 期） 

             売上、利益率、資産状況の把握 

 

   （２）経営資源 － 個社が持つ、有形無形資源の把握を行う。 

「人」 － 人材、後継者、付加価値、技術力 

           「物」 － 提供サービス、売れ筋商品、遊休資産、など 

「金」 － 融資状況、生産歩留まり、原価率、 

   （３）経営環境 － 立地、客層、競合状況等 

 

「定量分析」 

財務分析については、中小機構が実施する「経営自己診断システム」を利用し、下 

記の診断結果シートの分析を行う。結果については、より理解しやすい形にした、 

下記内容の「商い診察結果シート」を作成し、提供する。 

 

「主な商い診察結果シート内容」 把握する項目 

No 分 析 主な提供内容 

１ 財務分析 経営指標を算出し、キャッシュフロー、損益分岐計算など、「成長

性」「収益性」「効率性」「安全性」をわかり易く要約。 

２ ＡＢＣランク それぞれの商品構成比と利益率 クロス分析 

３ ＰＥＳＴ分析 前述の地域経済動向より事業所ごとに摘出 

４ SWOT 分析 経営資源と経営環境の把握により目指すべき市場の「みえる化」 

５ ３Ｃ分析 自社事業の再確認 事業ドメインの「みえる化」 
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＜結果の活用＞ 

 小規模事業者に向けて、分析による現状、実態の把握から、「問題点」の気づきを、

経営指導員の巡回により説明、事業計画の重要性を説明していく。そこから小規模事業

者の「強み」を活かした、事業ドメインの確立を目指し、今後の経営力向上、事業革新

などの事業計画策定へとつなげる。 

また、分析結果は、データベースを作成、更新を行い、商工会職員が共有できるよう

にし、商工会としての全体的な「支援力」の底上げと、職員の異動にも影響されない支

援の継続性を追求していく。 

＜目標＞ 

 小規模事業者自身の認識を深め、今後の事業計画策定、ビジネスモデル構築の為、よ

り多くの地域事業者へ「商い診察」の周知を行い、「商い診察結果シート」の作成実績

を増進させていく。 

 

相談の実施目標（年間）（随時窓口を設定） 

内  容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

経営分析事業

者数 
未実施 １２ １６ ２０ ２４ ３０ 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜現状と課題について＞ 

那賀町商工会としては、個別の補助金申請の計画書作成相談などが主流で、これに対

して指導員による個別対応と、専門家による作成支援派遣業務が主流であり、系統立て

た支援は実施していなかった。 

 

＜支援の考え方（観点）＞ 

 前述の「商い診察結果シート」の作成を経て、自社の経営状況の分析を行った、意欲

ある小規模事業者に対し、「事業計画策定セミナー」「事業承継セミナー」へと関心を引

き上げ、事業計画策定支援へと発展させていく。 

 地域経済動向調査、自社分析をもとに、「現状把握」された事項を元に、中小機構の

「事業計画作成キット」をメインツールとして、「自社がやるべきこと」を「みえる化」

していく。 

経営指導員による小規模事業者への日常支援から、経営の素案を作り、事業計画策定

セミナーの専門家による指導を経て、経営指導員によるブラッシュアップを行う流れと

する。 

 

＜経営状況の分析支援後において、想定される計画＞ 

 １）事業計画の策定 （事業継続力の強化） 

   「事業計画作成キット」の基本利用と支援。 

外部環境、内部環境の把握により、経営状況の「みえる化」し、現状の課題設定 

や、今後の方針プランの策定を支援する。 
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 ２）事業革新計画策定（新たな収益性を求める小規模事業者） 

   上記の「事業計画作成キット」を利用、事業計画策定作業を基本として、新たな 

取り組みへの「革新性」「新規性」「実現可能性」「継続性」の考え方を付加し、 

事業革新計画策定支援を行う。 

 

 ３）事業承継計画 事業承継を求める小規模事業者 

  経営状況の分析支援後においては、「経営者交代型」「Ｍ＆Ａ型」に分けられる。 

  セミナーによる情報提供から基本となる承継方針を設定し、事業承継計画の策定 

を支援する。 

 

＜事業計画策定セミナーの実施内容＞ 

事業計画策定セミナーにおいては、専門家と共に年 2 回実施する。 

募集方法として、ホームページを及び、那賀町町ＣＡＴＶにて周知を行う。 

経営指導員による小規模事業者への日常支援から、経営の素案を作り、事業計画策定

セミナーの専門家による指導を経て、経営指導員によるブラッシュアップを行う流れと

する。 

第１回セミナー － 出来上がった計画（初稿）のブラッシュアップ 

          専門家による指摘、改善案など 

 

第２回セミナー － 第１回セミナーでのブラッシュ後、経営指導員と共に改良され 

た計画書を専門家による最終チェックと実施のアドバイス。 

           

事業承継セミナー－ 「徳島事業引継ぎセンター」との連携にて実施。 

          事業承継円滑化法における支援制度や税制措置の基本知識の 

獲得。承継希望者の情報提供と共に、事業計画策定支援を行う。 

 

事業計画策定支援とともに、個別に必要であれば、商工会から商業統計や、各業界の

協会情報などの提供を行い、必要な知識も獲得してもらう。また今後、事業計画策定支

援の過程において、より高度な課題に出会った場合は、「ミラサポ」専門家派遣や「よ

ろず支援拠点」、「徳島事業引継ぎセンター」との連携にて対応し、発展、改善につなげ

る。 
 

＜実施目標＞ 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 
セミナー開催数 

事業・革新計画 
未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

セミナー開催数 

事業承継 
未実施 １ １ １ １ １ 

セミナー参加事業

者数（年単位） 
未実施 １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

事業計画策定 

事業者数 

（内事業継承等） 
未実施 

５ 

（２） 

８ 

（３） 

１０ 

（３） 

１３ 

（４） 

１６ 

（５） 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜現状と課題について＞ 

これまでは、個別の補助金申請の計画書作成相談などが主流で、これに対して指導員

による個別対応と、専門家による作成支援派遣業務が主流であり、事業作成後の実施に

おいて、小規模事業者のＰＤＣＡの意識が薄い状況であった。 

事業計画書を策定した全ての小規模事業者に対し、これまでの計画策定支援に引き続

き、定期的に経営指導員等が計画の進捗状況の把握や PDCA 実行のフォローアップを実

施する。「よろず支援拠点」等の各種支援機関とも連携しながら継続的な伴走型の支援

を行う。 

また、計画実行にあたり実状との乖離が予測された場合においては、事業者に対し、

再度、需要動向を見直し、外部内部環境の抽出と共に、自社のビジネスはどのような市

場、分野を対象としているのか、限りある小規模事業者の経営資源を無駄にしないよう

に、事業展開の再検討を提案する。 

  

＜支援対象者＞  

１）事業計画の策定を行った小規模事業者 （事業継続力の強化） 

 ２）経営革新計画策定を行った小規模事業者（新たな収益性を求める小規模事業者） 

 ３）事業承継計画 事業承継を求める小規模事業者 

 

＜実施内容（フォローアップ）＞ 

１）小規模事業者によって策定された事業計画を基に、実施したい目標と課題、四半 

期毎の取り組み内容が記載できる、中小機構「小規模事業者支援ガイドブック」 

のフォーマットを利用し、「アクションシート」を作成する。 

それぞれの取り組みにマイルストーン（進捗状況の管理）を設定し、四半期ごと 

に、経営指導員が巡回指導を行い、現状を把握、問題と課題を抽出し共有する。 

  

２）事業計画策定を実施した小規模事業者に対して、専門家による年２回の個別相談

会を開催する。 

これは、指導員の巡回にて得た「アクションシート」の進捗状況を確認し、解決

方法についてのブラッシュアップ作業となる。 

これにより、巡回指導によって発生した課題解決は個別相談へ、解決された課題 

の進捗などは、巡回指導へと、ＰＤＣＡサイクル構築の実現となる。 

 

 ３）事業継続の為、事業承継を求める小規模事業者に対しては、策定された事業計画 

を基に、「徳島事業引継ぎセンター」との連携を行い、事業承継、Ｍ＆Ａなど、 

スムーズな経営交代を担う資料として活用する。 
＜目標＞（年回数） 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 
フォローアップ 

事業者数 

（内事業承継） 
未実施 

５ 

（２） 

８ 

（３） 

１０ 

（３） 

１３ 

（４） 

１６ 

（５） 

フォローアップ 

のべ回数 
未実施 ２０ ３２ ４０ ５２ ６４ 
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個別相談会 

（事業・革新計画

実施相談） 

未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

個別相談会 

（事業承継） 
未実施 １ １ １ １ １ 

  

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜現状と課題について＞ 

これまでの調査においては、小規模事業者の要望に対して、店頭でのアンケート調査

の実施にとどまり、需要動向として情報の蓄積は少なかった。 

地域経済を支える小規模事業者では、近年の急速な環境変化に対応し、経営を持続的

に行うためのビジネスモデルの再構築は必然となってきている。 

地域ニーズにマッチした販売促進や、売れる商品、サービスの創造、既存商品につい

て、マーケットインの考えに基づき、経営指導員が調査を実施、提供し、適切な見直し

を支援する。 

また、後述の需要開拓事業とあわせて、那賀町商工会が那賀町観光協会と連携、催事

や地域イベントへ参加し、個社の商品サービスについて、経営指導員がモニター（アン

ケート）調査を実施する。 

これらの情報は「よろず支援拠点」等の専門家の助言を受けながら、前述の経済動向、

経営分析結果なども含めて、最終的に、経営指導員が「商品（サービス）見直しシート

（例）」を作成し、事業計画へとフィードバックさせる。これにより事業者に対する新

商品開発や販売戦略、サービスの向上へと活用され、販路拡大が一層推進される。 

地域小規模事業者に、自身の商品・サービスについて、その需要の理解を深めてもら

うことで、今後の、商品開発や商品改善と、進むべき方向性、そして狙うべき市場とタ

ーゲットが明確に設定できるようになり、続く新たな需要開拓へとつなげていく。 

 

＜支援対象事業者＞ 

 １）地域内での、サービス・飲食事業者 

 ２）地元農産物を活用した特産品を製造販売する事業者 

 

＜実施する動向調査＞ 

１）地域内での、サービス・飲食事業者の為の動向調査 
調査目的 地域で個社が提供している、中食・外食・飲食メニューの見直しと

創造、改良を行い、新たな顧客獲得、販路開拓を目的とする。 

調査対象 地域内、飲食サービス事業者の提供する商品、メニューを対象 

調査項目 健康、味覚、などの趣向 消費の購買行動 

・第 1印象 

・価格受容性 

・販売チャネル 

・ネーミング・デザイン 

・試食テスト 

調査方法 町内 88 か所の札所「太龍寺」登り口で 1 ヶ月間行われる、「な

か祭り」開催期間 10 月 13 日～11 月 28 日の来場者にて、お遍路客

等、来町者へ当地域での飲食メニューの試食提供を行う。 
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（例年来場者平均１０,０００人） 

アンケート回収においては、町観光協会、太龍寺売店の協力を得る。 

1 社につき 1品目を設定。 

1 品につき 50 件のアンケート回収を行う 

調査回数 

 

 

年間 1 回の調査  

「なか祭り」開催期間４回とする。 

 

２）地域産品を活用した特産品を製造販売する事業者の為の動向調査 
調査目的 個社が提供する地域特産品の改良、ブランド化、新商品開発の情報

資源とすべく、調査を実施し、新たな特産品の開発や販路開拓へと

つなげていく。 

調査対象 催事等へ参加したバイヤーへの商品アンケート調査 

 

調査項目 県外、首都圏における、高級飲食店を対象とした、加工品需要。 

商談会等への参加しているバイヤーに向けて。 

・価格受容性  ・販売チャネル 

・パッケージ、ネーミング・デザイン ・消費トレンド 

・試食テスト 見た目、食感など 

調査方法 商工会主催の「全国物産展」または、ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ

などの販売展示会、商談会へ参加し、参加バイヤーから、アンケー

ト調査を行う。 那賀町観光協会との連携 情報提供 

調査回数 

 

那賀町観光協会との情報共有により、町外の催事への参加 

年間２回の調査。 

 

＜分析と情報提供について＞ 

調査した情報は、専門家と共に、基本分析（人口動態、地理的、心理的変数、消費動

向）から、傾向（トレンド）や循環、季節変動などを中長期的に予測し、個社の具体的

な商品改良、市場選択や生産量の決定、価格設定へ反映させる。 

またこれら調査資料（新商品、既存商品に対して、町観光協会と連携し域外や地域イ

ベントへの参加時の商品モニター（アンケート）調査）を元に分析し、「商品サービス

見直し（検討）シート」を作成、提供する。小規模事業者は、自社の商品、サービスが

どのような価値、需要を持つものかを、解りやすく再確認する事が出来る。 

（商品サービス見直しシート） 

＜主な記載項目＞ 

・自社商品の市場規模 

・消費者がその商品を買うまでのコスト  

お金、労力、時間 心理コスト 

・顧客ニーズ 消費者がその商品（サービス）を買う（受け 

る）ことによるメリット  

・社会的価値 歴史 商品ストーリー ネーミング 

・その商品の類似、競合との比較 強み 弱み 

・市場、ターゲット、販売チャネル（動向） 

・価格設定見直しの為の原価把握 
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＜情報提供の目標＞ 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

調査 

実施事業所数 
未実施 ５ ８ １０ １３ １６ 

商品見直しシー

ト作成及び提供

事業者数 

未実施 ５ ８ １０ １３ １６ 

 

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】 

収益性向上を目指す事業計画策定事業者に対して、実際の催事、及びネットによる販

路開拓の実施を支援する。 

展示会や物産展においては、商工会が販売時にアンケートを実施支援する。事業者自

身も、実際に販売、商談し、「生」の意見を聞きながら、今後の売り上げ向上、発展を

目指す。 

 

ＢtoＢ、ＢtoＣ共に、「販路開拓プロセス」により改善と改良、発展させ、販路拡大と

知名度の向上を目指し、講習会を実施し、商談ノウハウの獲得と、新規顧客の獲得を支

援する。  

（販路開拓プロセス） 

また経営指導員自身も、支援

を通して、これら消費者との交

流や、支援団体との連携により、

小規模事業者への商談成立と共

にマーケティングにおける経験

値獲得、支援力向上にも繋げて

いくことを目指す 

ネットでの販売促進について

は、ホームページ、ＳＮＳの活

用方法やスキル獲得のため、継

続的に講習会を実施する。事業者の販売促進スキル向上を支援していく 

  

＜主な対象事業者＞ 

・地域産品を生産または、資源を利用した付加価値の高い加工商品を商材としてい 

る事業者 

・事業計画策定支援後、開発された付加価値商品などを扱う事業者 

 

 

１）地域外販路開拓事業 

今後は、那賀町の地域資源等を活用して開発された商品や、特色ある産品を、「ＦＯ

ＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ」、「ニッポン全国物産展」等へ斡旋支援を行う。下記催事より、

ＢtoＢ、ＢtoＣ各 1 件を選定し、年間 2 回実施、商談成立を目指す。 
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＜主な商談会、催事、展示会など（例）＞ 

＜主な商談会、展示会＞ 

（ＢtoＢ） 
来場規模 内容 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 約 7万人 アジア最大級の食品・飲料 専門展示会 

スーパーマーケット・トレード

ショー 
約９万人 

小売・中食・外食業界の垣根を越え た

商談展示会 

こだわり食品フェア 約 8万人 
全国各地の個性豊かな地域食品を紹介

する商談展示会 

FOOD TABLE in JAPAN 約 8 万人 

小売・中食・外食業界それぞれの来場

者・出展者が、相互に交流や情報交換を

行う展示会 

 
＜主な催事、販売イベントなど（例）＞ 

＜主な域外催事、販路先＞ 

（ＢtoＣ） 
来場規模 内容 

ニッポン全国物産展 東京 

 

3 日間 

約 15 万人の来

場 

全国 47 都道府県から 350 社以上が、 池

袋サンシャインシティの展示ホールに

集結。 3000 点以上のご当地グルメが集

合する 

四国の右下イベント 

「まけまけマルシェ」 
月 1 回 

年間約 1 万人 

県南部の海・山の食材や特産物が大集合

する食のイベント 50～100 社 

 

＜ＢtoＢ支援について＞ 

参加事業者に対して、事前に経営指導員と共に、作成された事業計画書から要約し、

商品特長や強みから、取引条件などを記載した、業者への売り込み用「自社ＰＲシート」

の作成を行い、商談に備える。 

「自社ＰＲシート」 

○基本項目 

会社名や業種など基本情報、規模、主要取引先、公的認証・受賞歴、商標特許、 

キャッチコピー 

 

○商談項目 

商談会で売りたい商品名及び商品ＰＲ 

他社品との比較 ＜競合他社製品＞ ＜自社製品の特長＞ 

機能や品質・性能、デザイン、 

価格など月産供給量（ 月間最大可能供給量） 

自社製品の販売実績等 

 

 販路開拓実施後には、「販路開拓プロセス」を実行し、その反省点や改良点を検証し、

商品、サービスへ反映させていく。 

また、商工会として、今後の販路開拓支援の中で、連携団体から首都圏商品コンサル、

バイヤーの紹介を受けることや、催事での積極的なバイヤーとの情報交換を基として、

情報を蓄積し、販路データベースを作成し、今後の新たな相談にも活用する。 
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＜目標＞（ＢtoＢ） 
実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

参加事業者数 未実施 ６ ７ ８ ９ １０ 

商談成立事業

者数 
未実施 ６ ７ ８ ９ １０ 

 

＜ＢtoＣ支援について＞ 

 徳島県内外の催事について、消費者アンケートを伴った販路開拓支援を行う。 

地域外として、全国商工会連合会が実施する「ニッポン全国物産展」や、「ＦＯＯＤ

ＥＸ ＪＡＰＡＮ」、地域内においては、四国の右下イベント「まけまけマルシェ」など

の催事へ、事業者と共に参加する。 

こちらもＢtoＢ同様、販路開拓実施後には、アンケートによる反省点や改良点を検証

し、小規模事業者へ改善点等を提案する。今後のＰＤＣＡの実行を支援、商品、サービ

スへ反映させる。 

 

＜ＢtoＣに関する連携団体＞ 

・徳島県        ・那賀町      ・全国商工会連合会 

・徳島県商工会連合会  ・徳島銀行     ・徳島経済研究所 

 

＜目標＞（ＢtoＣ） 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

参加事業者数 未実施 ３ ４ ４ ５ ５ 

販売目標（円） 未実施 140,000 280,000 280,000 350,000 350,000 

 

＜商談ノウハウ講習会＞ 

小規模事業者は、商談時において、効率的な自社のＰＲ方法にノウハウを有していな

いことが多い。また今後、販路開拓が成功した場合、取引金額が高額となる可能性もあ

り、売上回収に関する円滑な取引知識も必要となってくる。 

 販路開拓から取引までのリスクを軽減し、売上向上に至るため、講習会を実施する。 

＜研修における効果＞ 

・取引における取引契約や、法的判例の知識獲得。 

・1 対 1 の基本的な接客スキルの獲得 

・自社ＰＲ方法のスキル獲得 

＜目標＞ 年 1 回実施 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

商談ノウハウ 
講習会（人） 

未実施 ５ １０ １５ ２０ ２５ 

ＰＲシート作成事

業所 
未実施 ５ １０ １５ ２０ ２５ 
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２）ホームページ、ＳＮＳ活用による情報発信、スキル獲得の支援 

 小規模事業者へ、研修会を通して、ホームページ、ＳＮＳの知識獲得、操作スキルの

取得を支援する。商品や取組みについて、より効果的に情報発信することにより、商談

会とうからの事後フォローとして、リピーターから顧客獲得へとつなげていく。 

＜研修における効果＞ 

・ホームページ、ＳＮＳ等の活用方法やトレンド、 

 ・無料ホームページ等の利用やスキル取得 

・電子商取引などの知識獲得 

 

＜目標＞ 

・中長期において、継続的に講習を実施、ＳＮＳ活用や販売スキルを、年 1 回、年ご 

との流行等の変化を勘案し講習していく。 

 ・ホームページやＳＮＳでの販促を行い、その効果については物産展や店頭にて、 

「ホームページを見た」等の回答に割引を行い、売上目標の設定と把握を目指す。 

 
実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

ホームページ SNS

講習（人） 
未実施 ５ １０ １５ ２０ ２５ 

ホームページ、 

ＳＮＳ作成事業所 
未実施 ２ ３ ４ ５ ６ 

ＩＴ利用による 

販促効果（年売上） 

（1社×150 万円） 
未実施 300 450 600 750 900 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．レジャーや八十八か所観光による流入客、を対象とした飲食メニューの開発、振興 

平成 27 年度の那賀町観光協会調査による入込客数は約４３万人である。 

しかしながら、これら観光施設周辺には十分な商業施設はなく、「目的を達成した客

が日帰り、素通りする」状態である。 

 地域での滞在時間を延長し、消費を促す仕組みづくりの一環として、地域の食文化を

見直し、伝統を残しつつも、新たなご当地メニュー開発の支援を行っていく計画である。 

 ２年後には、那賀町行政の行う観光資源と連携するなど、開発成功事業者による「食」

のイベントを企画し、「面」での振興に発展させていく。 

 これにより、小売業、飲食サービス業の、民泊や中食づくりなどの新たな収益へも貢

献でき、6 次産業化支援による、1 次加工品開発とも連携した活性化が望める。 

 

＜平成 28 年度 入込客数 那賀町観光協会調査 ＞ 

  主な観光施設、イベント 人数（人） 内容 

1 太龍寺ロープウェイ 206,344 平成 27 年度 88 か所寺 

2 道の駅「鷲の里」 93,763 飲食有 

3 農産物直売所 あいおい 36,566 飲食有 
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4 もみじ川温泉 23,416 飲食有 

5 高の瀬峡 平の里 20,900 飲食有 

6 四季美谷温泉 15,905 飲食有 

7 相生森林美術館 9,601   

8 ビーバー館 7,337   

9 エキサイティングサマーインワジキ 5,000   

10 木沢もみじ祭り 4,600   

11 道の駅「わじき」 3,890 飲食有 

12 よいしょきとうむら 2,004   

  合   計 429,326   

  周辺に飲食のない施設  合計 234,886   

 

＜具体的な事業推進計画＞ 

町内には、生産物では、ゆず（玉、酢、皮）、すだち、イチゴ、緑茶、晩茶、葉わさ

びなども栽培され、鹿、いのしし、モクズガニ、アメゴ、アユなども豊かである。 

その豊富な食材を活用でき、かつ手軽に幅広い層に楽しんでもらえ、那賀町の「食材」

を表現できる飲食店メニューを開発、発展支援することにより、那賀町の「食材」と「料

理」をブランド化させていく。 

 

１）町内の飲食店、地元女性部などによる郷土料理研究グループも含めた委員会を組織 

し、利用できる食材また地域の特徴ある「料理」に仕上げるための研究を行う 

２）フードコンサル、管理栄養士によるコーディネートを依頼し、食材同士のマッチン 

グ、また消費者のニーズに合致した料理等について意見を求める 

３）大人向け等、ターゲットの絞り込みを行う（子供、大人、女性） 

４）試作 → 提供・ＰＲ → 改良 → 提供・ＰＲ を繰り返し行い、ブラッシュアップ 

を図る 

 

＜目 標＞ 

  広範囲に広がる那賀町の観光スポットに足を運んでもらう（線で結ぶ）ため、旧各

地区５カ町村において、最低１店舗の新メニュー提供店の確保を目指し、５年後には、

１０店舗を目指す。 

 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

委員会開催回数 未実施 4 4 4 4 4 

物産展参加等での

ＰＲ回数 
未実施 3 3 3 3 3 

提供店舗数 未実施 4 5 6 8 10 

イベントの実施 未実施 未実施 １ １ １ １ 
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＜支援体系＞ 

 

１．食材の素材を活かした利用 

２．食材を加工（調理）して活用 

 

 

◎飲食店で料理として提供  

  利用食材－鹿肉、葉わさび 等 

 ◎商店で商品として提供 

  ＜製造業の関わり＞ 

 

地域資源活用 

6 次産業化 1 次加工品利用 

    ↓ 

    行政・関係諸団体等との連携 

調査・研究・分析 

    産品の掘り起し 

食材の調達方法 

    料理・商品としての適・不適 等 

 

＜ 実行支援 ＞ 

① 各事業者の事業計画策定 支援 

② 専門家派遣 

③ ＱＳＣＡの改善 等 

販路開拓支援 

料理・商品の情報発信 

① パンフレット等 

② ホームページ 

 

     地域特産品  ブランド化 

 

＜予定委員会メンバー＞ 

 ・那賀町商工会 役員３名 ・有識者 食品１名 観光１名 

 ・町にぎわい推進課 課長 ・農業振興課 課長 ・林業振興課 課長 

 ・地域小規模事業者（募集後 参加） 

 ・ビーンズアイ（地元郷土料理研究グループ）２名 

 

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 

 

＜情報共有と交流＞ 

徳島県南部ブロックにおける、６商工会による意見交換会を実施参加する。これによ

り、支援ノウハウの共有や、支援手法の提案が相互に行え、かつ相談時の迅速な対応に

つながる。管轄区域をまたいだ創業、事業承継などにも円滑な支援継続が可能となる。 

また、中小機構実施の地域支援機関等サポート事業における研修会を利用し、商工会

議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関など各地域における中小企業支援機関の

情報交換を積極的に行う。 

 

＜目標＞ 
実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

阿南市内合同研修 未実施 １ ２ ２ ３ ３ 

県南合同研修 未実施 １ １ １ １ １ 
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地域経済についての意見交換として、那賀町長、行政担当課長や、商工会連合会担当

者、地域後継者、金融機関を招き、行政、支援機関、民間の意見交換会を実施し、地域

現状の認識や課題を共有し、支援力の底上げを行う。 

実施内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

意見交換会 未実施 １ １ ２ ２ ２ 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者への伴走支援における、情報と支援ノウハウの共有と支援の継続性向上

を目指す。 

 当商工会の現状として、情報のファイリング等は、平均的に完備されているが、支援

ノウハウの共有、職員異動時などの、継続性の仕組みは完全とは言えない。 

 巡回指導、窓口指導において、ヒアリングシート等を活用した、カルテ（商工会基幹

システム）の作成と更新と共に、商工会職員一同による週 1 回のミーティングを実施し

共有する。 

支援体制については、得意分野を持つ職員の選定とともに、ＯＪＴを導入、ツーマン

セルにて実施、経験豊富な職員が、次の世代の支援力を継続させるため、後輩指導に当

たる。   

また、新たな事業者ニーズと現状を把握するため、さらなる、データベースの更新を

行い、職員異動時には定められた引き継ぎシートを作成し、当商工会としての全体的な

「支援資産」の底上げと、職員の異動にも影響されない支援の継続性を追求していくも

のとする。 

 

１）研修会、交流会への積極的参加 

経営指導員等の資質向上のため、中小機構実施の地域支援機関等サポート事業におけ

る研修会の参加、県実施の研修会、全国連、県連合会等様々な研修会、交流会等に積極

的に参加し、支援力向上のための能力を習得する。また、全国商工会連合会実施の、「経

営指導員資質向上ＷＥＢ研修」を活用し、月１回の受講時間を設定し、繰り返し受講す

ることにより支援力を向上させる。 

 特に、6 次産業化支援については、1 次産業者の商業化の効果もあり、支援制度や補

助金の対応に理解を深めておく必要がある。 

 

（目標） 
実施内容（回） 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 
経営指導員研修 

他団体含む 
7 9 9 9 9 9 

経営支援員研修 

他団体含む 
1 2 2 3 3 3 

6 次産業化研修 未実施 1 2 3 3 3 

Web 研修 未実施 12 12 12 12 12 

 

２）伴走支援マニュアルの完備 

中小機構作成の「小規模事業者支援ハンドブック」「中小企業施策利用ガイドブッ

ク」、全国商工会連合会作成の「商工会職員ハンドブック」を参考とし、中小企業診断
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士と共に「那賀町商工会支援マニュアル」の作成と、効率化のためのシート作成を実施

する。 

１年目において、情報収集を行い取りまとめ、２年目にて作成完了、翌年より更新を

行う。また、職員人事異動時にも円滑な支援継続性向上のため、引き継ぎに関する規定、

様式の完備を実施する。 

 

＜作成マニュアル例＞ 

現場の効率向上のための様式完備（改良を行う） 
作成例 内 容 

ヒアリングシート 経営改善 経営革新 

カルテシート 紙ベースでの読み解きやすい様式へ 

商品見直しシート 改善項目 販路見直し 

金融相談シート カルテ式 経過記載 

自社ＰＲシート バイヤー用など 商談用シート 

開業シート 各業種に、必要届けなどを記載した資料作成  開業計画シート 

引き継ぎシート 職員の急事や、人事異動等においての円滑な仕組みづくり 

 

 

 

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 

 計画により、実施された事業について、評価委員会を設置し、年２回、事務局より計

画実施の状況と完了報告を行う。これらの実績資料を元に委員会は精査し、評価と改善

を判断、理事会、総会へ報告、承認を求める。これにより指摘、承認された事項につい

ては、再び事務局へ渡され、ＰＤＣＡサイクルを基本に、さらなる発展、改善へと計画

を進める。 

 主な有益情報は、町広報やＣＡＴＶを利用、取組状況や評価と結果については、那賀

町商工会ホームページ、年２回の会報にて周知を行うものとする。 
 

＜事業実施に関しての、実施サイクル＞ 

 

＜評価委員会予定メンバー＞ 

 ・那賀町商工会 役員３名 ・有識者 １名 

 ・商工会連合会支援担当者 ２名 

・那賀町 にぎわい推進課 課長  

・那賀町 農業振興課 課長  

・那賀町 林業振興課 課長 
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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４月現在） 
（１）組織体制 

 事務局長 １名  主任経営指導員 １名 経営指導員 ３名  

経営支援員   ３名 臨時職員  １名 

承認・指摘

実績資料を元に委員会は精査

発展・改善提案

連携 連携

要求 改善

相談 事業計画策定支援

小規模事業者

１．徳島県
　・商工政策課
　・企業支援課
　・もうかる
    ブランド推進課

２．那賀町
　・にぎわい推進課
　・観光協会
　・林業振興課
　・農業振興課
　・もんてこい
　　丹生谷協議会
　・地域おこし
        協力隊

上下半期、年2回ごとに事務局
より計画実施の状況と完了報告

評価と改善を判断、報告

        支援機関
・(独)中小企業基盤整備機構
四国本部
・(公)とくしま産業振興機構
・中国四国農政局徳島県拠点
・阿南農業支援センター
・徳島県事業引継ぎ支援セン
ター
・(株)日本政策金融公庫 徳島
支店
・徳島銀行 鷲敷支店
・阿波銀行 鷲敷支店
・阿波銀行 平谷支店
・徳島大学地域創生センター

総会・理事会

経営発達支援評価委員会
・那賀町商工会
　　役員３名　・有識者　１名
　・商工会連合会担当者　２名
　・那賀町にぎわい推進課　課長
　・那賀町農業振興課　課長
　・那賀町林業振興課　課長

事務局長　1名

主任経営指導員　　　１名
　　　経営指導員　　３名

経営支援員　３名
各事務所に

支援員、臨時職員を１名配置

鷲敷事務所
相生事務所

上那賀事務所
木頭事務所

 
 
（２）連絡先 

 所在地：771-5406 徳島県那賀郡那賀町延野字王子原３１－１ 

 電 話：（0884）62-0183 

 ホームページ：http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=36&block=32 

 メールアドレス：tsci0900@tsci.or.jp 



- 23 - 

 

 

（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 円） 

 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

必要な資金の額 6,480,000 6,220,000 6,320,000 6,520,000 6,720,000 

 

1.調査研究事業 

2.事業計画 

3.需要開拓事業 

4.地域経済活性 

化事業 

5.支援力向上 

 

420,000 

360,000 

2,500,000 

2,400,000 

 

800,000 

 

 

420,000 

360,000 

2,500,000 

2,500,000 

 

440,000 

420,000 

360,000 

2,500,000 

2,600,000 

 

440,000 

420,000 

360,000 

2,500,000 

2,800,000 

 

440,000 

420,000 

360,000 

2,500,000 

3,000,000 

 

440,000 

（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・県・町補助金、会費、事業受託費 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 

（１）地域の流入人口動向・観光資源等の調査・分析による地域商圏情報の把握 

 

２．事業計画策定支援に関すること 

（１）事業計画策定セミナーの開催 

（２）６次産業化に関する支援のための専門家の派遣 

 

３．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画遂行支援における、個別相談会専門家の派遣 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）地域資源を活用した加工品・観光サービスのニーズ調査 

 

５．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）販路開拓を目指す小規模事業者への展示会・物産展等への出展支援 

（２）出展効果を高めるための商談ノウハウ講習会及びホームページ講習会の開催 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 （１）新たなご当地メニューの開発 

 

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 

（１）関係支援機関との情報交換 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

（１）経営指導員・経営支援員の研修会への参加 

（２）ＷＥＢ研修の受講 
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連携者及びその役割 

１．徳島県 

知事 飯泉 嘉門 

〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

TEL：088-621-2500 

 
１）新商品開発（「もうかるブランド推進課」との連携） 

・新しい地場産品（農林水産品）の創造支援 

２）６次産業化支援（「もうかるブランド推進課」との連携） 

・地域産物の加工・販路支援及び事業計画策定支援 

３）販路開拓支援（「商工政策課」及び「観光政策課」との連携） 

 ・県外（主に首都圏）における県産品のニーズや販売動向等について情報交換を行うことで、地域

に存在する既存特産品のさらなる販路拡大を支援する 

・「徳島アンテナショップ」等首都圏販路先への出展支援 

４）経営革新支援（「企業支援課」との連携） 

・経営革新事業認定に向けた事業計画策定支援 

 

２．那賀町 

町長 坂口 博文 

〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川１０４番地１ 

TEL：0884-62-1121 

 

１）新商品開発 

 ・新しい地場加工産品（農林水産品）の創造支援について協議、情報交換 

２）販路開拓支援 

 ・地域に存在する既存特産品のさらなる販路拡大支援を求め、「徳島アンテナショップ」等首都圏 

販路先への出展支援 

３）地域交流人口の向上 

・観光資源の調査 

・観光協会等との連携による地元メニュー商品の創造 

４）支援力向上 
 ・地域経済や需要動向等についての情報交換を行うことで支援力の底上げを行う。 

 

３．（独）中小企業基盤整備機構 四国本部 

本部長 福本 功 

〒760-0019 香川県高松市サンポート２－１ 高松シンボルタワー タワー棟７Ｆ 

TEL：087-811-3330 
 

１）新商品開発 

 ・新しい地場産品（農林水産品）の発見と商品の創造支援 

 ・地域資源活用事業、農商工連携事業、新連携事業等、各種事業計画認定に向けた策定支援 

２）販路開拓支援 
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 ・既存特産品のさらなる販路拡大支援 

・販路事業として、首都圏催事への参加支援 

３）事業継承支援 

 ・専門家派遣事業を活用した専門家による経営分析、課題解決等、効果的な支援を行なう 

４）地域資源調査 

・地域資源を活用した観光分野の研究、支援 

５）職員資質向上 

・経営発達支援事業に関する研修を通じた職員の資質向上 

 

４．（公）とくしま産業振興機構（よろず支援拠点、６次産業化支援センター） 

理事長 熊谷 幸三 

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館 ２Ｆ 

TEL：088-654-0103 

 
１）事業計画策定支援 

 ・「よろず支援拠点」及び「６次産業化支援センター」を活用し、専門家による指導を行う 

２）新商品開発 

 ・新しい地場産品（農林水産品）の発見と商品の創造支援 

 ・地域資源活用事業、農商工連携事業、新連携事業等、各種事業計画認定に向けた策定支援 

３）６次産業化支援  

 ・地域産物の加工・販路支援及び事業計画策定支援 

４）販路開拓支援 

 ・既存特産品のさらなる販路拡大支援 

・販路事業として、首都圏催事への参加支援 

５）地域資源調査 

・地域資源を活用した観光分野の研究、支援 

 

５．中国四国農政局 徳島県拠点 

〒770-0943 徳島県徳島市中昭和町２丁目３２番地 

TEL：088-622-6131 
 

１）新商品開発 

 ・新しい地場産品（農林水産品）の発見と商品の創造支援 

２）６次産業化支援 

 ・地域産物の加工・販路支援及び事業計画策定支援 

３）地域資源調査 

・地域資源を活用した観光分野の研究、支援 

 

 

６． 阿南農業支援センター 

〒774-0030 徳島県阿南市富岡町あ王谷 46 南部総合県民局 阿南庁舎 
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   TEL：0884-24-4182 
 

１）新商品開発 

 ・新しい地場産品（農林水産品）の発見と商品の創造支援 

２）６次産業化支援 

 ・地域産物の加工・販路支援及び事業計画策定支援 

 

７． 徳島県事業引継ぎ支援センター 

  担当 高原 務、中野 利夫 

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館 １Ｆ 

   TEL：088-679-1400 
 

１）事業継承支援 

 ・事業継承分野における経営分析・課題解決支援、事業計画策定 

 

８．（株)日本政策金融公庫 徳島支店  

事業統轄 藤田 博史 

〒770－0856 徳島県徳島市中洲町１丁目５８番地 

TEL：088-622-7271 

 

１）事業継承支援 

 ・事業継承希望者等に関する情報提供や情報交換 

・第二創業補助金などの情報提供、事業計画書策定支援 

２）支援力向上 
 ・地域経済や需要動向等についての情報交換を行うことで支援力の底上げを行う。 

 

９．徳島銀行 鷲敷支店 

支店長 戸田 高治 

〒771-5203 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川１０５－３ 

  TEL：0884-62-2034 

 

１０．阿波銀行 鷲敷支店 

支店長 鈴江 吾朗 

〒779-3233 徳島県那賀郡那賀町大字和食郷字南川８２— １ 

TEL：0884-62-2009  

 

 

１１．阿波銀行 平谷支店 

支店長 米澤 三之 

〒771-6321 徳島県那賀郡那賀町平谷字窪田１５— １ 

TEL：0884-67-0211 
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１）事業継承支援 

 ・事業継承希望者等に関する情報提供や情報交換 

・第二創業補助金などの情報提供、事業計画書策定支援 

２）支援力向上 
 ・地域経済や需要動向等についての情報交換を行うことで支援力の底上げを行う。 

 

１２．徳島大学地域創生センター 

センター長  吉田 敦也 

〒770-8502 徳島県徳島市南常三島町１－１  

TEL：088-656-7651 

 
１）新商品開発 

 ・地域景観、歴史などを有効利用した観光分野の支援 
２）地域交流人口の向上 

・観光資源の調査、観光商品の創造 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域の経済動向の調査・分析に関する連携 

② 展示会・物産展等販路開拓支援の連携 

③ 経営発達支援事業に関する研修を通じた職員の資質向上に関する連携 

④ 新たなご当地メニュー開発に関する連携 

⑤ 各種セミナーや事業計画策定における専門家派遣に関する連携 

⑥ 資金繰りや第二創業についての課題解決に関する連携 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

那賀町商工会 

地域内小規模事業者 

＜金融機関＞ 

・日本政策金融公庫 

徳島支店 

・阿波銀行  

鷲敷支店・平谷支店 

・徳島銀行 

鷲敷支店 

   

とくしま産業振興

機構 

徳島県 那賀町 

中 国 四 国 農 政 局 

徳島県拠点 

中小企業基盤整備機構 

四国本部 

徳島県事業引継ぎ

支援センター 

阿南農業支援

センター 

徳島大学地域創生

センター 伴走支援 

⑥ ④ 

① ② ④ 

①  

② 

③ 

④

⑤ 

⑥ 

②④⑤ 

④ 

①

② 

④

⑥ 
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