
 経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

(法人番号) 

美波町商工会 

(法人番号 7480005006161) 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

小規模事業者の中長期の振興をはかるために、主産業である観光関連

産業の事業者を中心に個々の小規模事業者に対して、従来の経営から脱

却し、自分の事業所の状況を理解、分析して販売促進、販売拡大させる

事業計画を策定し、持続的な発展を続けていく支援を実施する。 

そのために経営指導員３名が支援能力を向上し、町や関係機関と連携

を強化して目標達成に向けた支援を行う体制づくりを構築する。 

① 基幹産業である漁業とアカウミガメの産卵地である大浜海岸、四国霊

場２３番札所で厄除けの寺として有名な薬王寺等の魅力ある集客性の 

高い資源を、組み合わせた観光関連振興を中心とした計画を策定する。

② 現状でも町、観光協会とは、ほとんどの事業で連携して取り組んでい

るが、今後も町の観光対策事業や観光協会事業等と更に連携を強化 

し、その他団体や支援機関とも協力して流入人口の増加推進をはかり、

経済効果を高めることにより事業者の売上向上につなげる。 

③ 地域の小規模事業者の持続的な経営発達を支援し、町全体の経済効果

を高めた活力向上策を検討し実施する。 

事業内容 

1.地域の経済動向調査に関すること 

地域の特性から観光関連産業を中心とした小規模事業者の実態調査と

経済状況の情報を収集し、その結果をセミナーやＨＰで公開提供する。

2.経営状況の分析に関すること 

経営状況分析の重要性を啓発し、強みや経済動向も見据えて、自らが

分析結果と課題を理解して計画策定につなげる支援を実施する。 

3.事業計画策定支援に関すること 

経営指導員講師のセミナーや巡回訪問により事業計画の必要性を啓発

し、支援ニーズを掘り起し必要に応じて専門家の指導で伴走支援する。

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

  策定後のフォローアップとして 3 ケ月に 1 度巡回訪問し、事業の進捗

状況の確認と遂行を支援し、結果に対する指導助言を継続して実施する。

5.需要調査に関すること 

  需要の拡大をはかるため四半期毎の需要動向調査やマルシェ、アンテ

ナショップ等でアンケート調査等を実施してＨＰ等で情報を提供する。

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ふるさと便の顧客リストの活用、商談会や商工祭による商品、企業の

ＰＲ、インターネットによる需要の掘り起しと販路拡大を支援する。 

7.地域経済活性化の取り組み 

  豊富な水産資源と観光資源を最大限利用して産直市やイベント等で集

客し、交流人口の増加と循環により経済効果を増大する事業に取り組む。

連絡先 

〒779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前 493 番地 6 

美波町商工会       経営発達支援事業担当者 樫原誠治 
TEL:0884-77-0759   FAX:0884-77-1179   e-mail:tsci1400@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）美波町の概要 

 
Ⅰ．地域の状況 

美波町は、平成 18 年 3 月 31 日に由岐町と日和佐町が合併して誕生した総面積 140.85

㎢、世帯数 3,434 世帯、人口 7,331 人の町である。四国の南東部(「四国の右下」)に位

置し、町の大部分を山地が占め、温暖な気候に恵まれている。 

沿岸部はリアス式海岸となっており、風光明媚な自然とアカウミガメの産卵地大浜海

岸のある室戸阿南国定公園の中心部に位置している。 

太平洋岸を黒潮が流れる豊かな漁場があるため、アワビ、サザエ、伊勢海老等の漁が

盛んで、古くから漁業を中心に発達してきた。 

また、弘仁 6 年(815 年)平城天皇の命により空海が厄除けの寺として創建された「薬

王寺」は四国霊場 23 番札所でもあり、由緒ある名刹として老若男女が厄落としに訪れ

ている。 

 

 

        
 

 

 

Ⅱ.地域の産業状況 
 

美波町の産業は、サービス業、不動産業(貸地、駐車場等含む)、卸小売業の割合が高

く、特に観光関連の業種が多い。主要な観光施設の年間入込客数が 95 万人(平成 24 年

美波町資料)あり、風光明媚な海岸線にはホテルや民宿が建っている。「薬王寺」の門前

町として栄えてきた桜町商店街や国道 55 号線沿いには土産物店があり、美波町の特徴

的な構造になっている。 

なお、その他の割合が高いのは、主に政府サービスに関する生産が入っているためで

ある。 

また、産業構造を徳島県全体の比率と比較してみると、農林水産業、建設業等の割合

が高いのも特徴で、良質な漁場環境のもとで海産物の豊富さが漁業を支えており、海の

恩恵を受けている町でもある。 
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美波町商工会は、平成 25 年 4 月 1 日に由岐商工会と日和佐商工会が合併し誕生した。

[商工業者数 458 名 小規模事業者数 445 名 会員数 270 名 (平成 27 年 4 月 1 日現在

実態調査)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.地域の中長期的な振興の在り方 

 
  長期的な振興として、水産資源を活用した料理、製品づくりや海を活かした体験、ス

ポーツ等の事業、勉強会等を充実することにより主産業である観光関連事業者を中心と

した発展をはかる。 

それらの集客効果が他の産業に波及して地域小規模事業者全体の持続的な振興発展

につながる。 

そのためには、商工会と行政、各種団体と地域が協力して経済効果のある事業に取り

組み、流入人口を増加させ、ひいては定住につながるような仕組みづくりを推進してい

く必要がある。 

合併後の町の総合計画にもある「産業が元気で働く場があるまちをつくります」との

方針により、魅力ある商工業づくり、利便性の高い商業環境づくり、観光資源を活用し

た交流可能なまちを目指して、地域経済の活性化と雇用の促進をはかり地域の振興に取

り組むことが必要である。 

 

 

 

 

 

総生産

額[24 年

度市町

村総生

産統計

より] 

農林水産業 980 5.2 

鉱業  0 0.0 

製造業  814 4.3 

建設業  704 3.7 

電気・ガス・水道業  274 1.4 

卸売・小売業 1,592 8.4 

金融・保険業 277 1.5 

不動産業  3,084 16.3 

運輸業  355 1.9 

情報通信業 494 2.6 

サービス業 3,304 17.4 

その他  7,099 37.4 

合計  18,977 100 
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（２）小規模事業者の課題と中長期的な振興のあり方 
 

Ⅰ.小規模事業者の現状と課題 
 

 美波町の事業者のほとんどが市街地や海岸線にあり、小規模で家族労働による経営で

ある。購買力の流出と需要の減少で厳しい状態となっている。事業者の減少による買い

物難民を防ぎ、地元需要の上に流入需要や外消需要を取り込んでいく必要がある。 

そのために、町内の豊富な農林水産物の加工開発や主産業である観光関連産業を中心

とした小規模事業者の振興支援により集客をはかり、事業者全体の発展につなげる施策

が必要となっている。 

 

① 徳島県南東部の観光の玄関口であるが、夏のアカウミガメ産卵期の観光客や 1～2月
の薬王寺初詣の参拝時期は混雑するが、それ以外は町が閑散としており、観光施設

や商店街等に人通りが少ないため、人を集める様々な企画が必要である。 

② 田井ノ浜、大浜海岸やウミガメ等の魅力的な観光資源があるものの、観光ＰＲや情
報発信が不足しており、観光関連産業の小規模事業者の経営や料理に対するレベル

アップがはかられていない。 

③ 水産物も干物関係の加工品が中心であり、高品質なアワビ、サザエや伊勢海老等の
豊富な水産資源の活用と観光産業が一体となった地域産業全体に波及する効果が高

い活性化策が必要となっている。 

④ 四国霊場 23 番札所「薬王寺」へのお遍路さん等も外国人も含めて増加しているが、
受け入れ態勢が不十分であり、お接待(おもてなし)の心をもって対応することが集

客につながるため、サービス向上の対策が必要である。 

⑤ 商工会の合併があったものの、ここ 10 年間で小規模事業者が約 35 事業所(全体の
7％)減少しており、住民の生活を守り地域の経済活動を維持する役割をはたし、持

続的な発展を目指すためには、円滑な事業承継やスムーズな廃業、町と連携した創

業支援が必要となっている。 

 

 

Ⅱ.小規模事業者の中長期的な振興 
 

商工会は、金融・税務・経理等の指導ニーズが多く、昨年実施したアンケート結果に

も表れている。商工会の役割として、そのニーズに応じてきたが、経営環境が激化する

厳しい競合のなかで、経営相談を必要とする事業者も増えており、今までの支援ニーズ

だけでなく、ビジネスプランの作成や創業における支援も求められている。 

また、小規模企業振興基本法が制定され、小規模事業者の持続的発展のための施策が

充実されると共に、高度で複雑な事態にも対応していく商工会の役割は、重要度を増し

てくるものと思われる。 

そのために、小規模事業者の経営力の向上をはかり、販売力を強化するために、個々

の事業者の経営レベルがアップしていく商工会地域づくりを目指していく。 

創業や事業承継に対しては、現状では相談窓口がないのため、商工会に「いつでも相
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談できる窓口」を設置して、その利用度を高めていくために、相談しやすい環境の整備

と周知を行い、減少する事業者に歯止めがかかるような体制づくりを構築する。 

  そのための中期振興策として、支援計画の目標が達成できるような着実な事業と評価

を行い、町や関係各機関との更なる連携、職員の能力向上に継続して取り組んでいくこ

とが小規模事業者の持続発展と支援の強化につながる。 

 

 

 

（３）経営発達支援計画の目標 

 

 小規模事業者の中長期の振興をはかるために、主産業である観光関連産業の事業者を

中心に個々の小規模事業者に対して、従来の経営から脱却し、自分の事業所の状況を理

解、分析して販売促進、販路拡大させる事業計画を策定し、持続的な発展を続けていく

支援を実施する。 

そのために経営指導員３名が支援能力を向上し、町や関係機関と連携を強化して目標

達成に向けた支援を行う体制づくりを構築する。 

 

① 基幹産業である漁業とアカウミガメの産卵地である大浜海岸、四国霊場２３番札
所で厄除けの寺として有名な薬王寺等の魅力ある集客性の高い資源を、組み合わ

せた観光関連振興を中心とした計画を策定する。 

そのためには、経営レベルもアップする必要があり、観光関連事業者を中心に

事業計画策定事業を 23 社以上目標(小規模事業者の 5％以上)とし、現状よりも

経営を改善する。 

② 現状でも町、観光協会とは、ほとんどの事業で連携して取り組んでいるが、今後
も町の観光対策事業や観光協会事業等と更に連携を強化し、その他団体や支援機

関とも協力して流入人口の増加推進をはかり、経済効果を高めることにより事業

者の売上向上につなげる。 

③ 地域の小規模事業者の持続的な経営発達を支援し、町全体の経済効果を高めた活
力向上策を検討し実施する。 

また、創業や第二創業についても年間 7 件の支援目標に向けて、相談窓口の利

用拡大に取り組んでいく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

［現状と課題］ 

これまで、観光関連産業における小規模事業者のおかれている現状を把握するため

に、地域の状況や人口動態、水産資源等の状況、観光入込み客数等の地域の経済動向に

関する調査や情報の収集、整理分析は行っていなかった。 

そこで、商工会地域の現状を把握し、地域の小規模事業者や創業予定者に提供して経

営を促進すると共に、交流人口を増やし集客するための地域の魅力を研究する課題に取

り組む。 

 

［事業内容] 

① 調査の目的 
小規模事業者が事業を持続発展させていくために地域経済の動向等の情報収集を

行い、その調査結果を整理分析した上で、観光関連の小規模事業者のレベルアップ

のための勉強や地元食材の料理メニューによる誘客促進事業、創業や事業承継の支

援につなげることを目的とする。 

 

② 情報入手の項目と手段 
・観光協会や徳島県が調査している観光入込み客数、水産資源の動向等の経済・観光

関連資料の調査を年 6 回を目標に実施して活用すると共に、地域経済分析システ

ム(RESAS)からの経済情報の収集も行う。 

・行政、漁業組合等の各種団体と連携して水産物や食材の量や確保に関する聞き取り

調査を年 4回実施して調査内容をまとめ、料理メニュー研究の基礎資料とする。 

・経営指導員の巡回訪問時に、観光関連事業所の料理メニューや食材の種類、利用状

況、特産品等の聞き取り調査を 1 回 5 事業所程度実施してシートにまとめ、必要

に応じてアンケート等も行うことにより小規模事業者の現状を把握する。 

 

③ 情報の活用の仕方 
得られた情報を基にして、以下のような活用を試みる。 

・地元観光産業における小規模事業者の経営発達持続化のための観光動向の調査と観

光対策の戦い方を研究して、その情報を経営セミナーの開催内容や事業計画策定

時に活用する。 

・料理メニューや食材に関する聞き取り調査の結果を一覧表にまとめてデータとして
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整理保存し、その資料を本会のホームページ等で年 4 回公表し、水産品を中心と

する地元食材を活用した料理の提供や、誘客促進事業を実施するための資料にし

て頂く。 

・ まとめた経済情報は、創業者が美波町で観光関連の飲食事業等を興す場合の基礎

資料として活用できるようにする。 

 

[目標] 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

［現状と課題］ 

小規模事業者が持続的な発展に向けて、自社の経営状況を分析し、分析結果を経営デ

―タとして活用している企業が、ほとんどいない状況であり、自社の強み、弱み、経営

環境、経営課題を認識してもらうことが必要である。  

 

［事業内容] 

小規模事業者の売上や利益といった財務内容や、商品

力・販売力を含む内部の競争環境、外部の競争環境などの

実態を把握するため、経営状況の分析を行い、事業計画の

策定につなげる。                   

① 巡回による経営状況の把握【指針①】 
日頃の巡回や窓口相談時に、小規模事業者に対して、 

「経営状況聴取りシ―ト」（右表案）に「強み・弱み」 

「競争環境」「商品の優劣順位」等の項目について 

調査し「ＳＷＯＴ分析」にて経営状況を把握すると 

ともにデ―タ化を行い、経営計画書作成時の資料 

として活用する。 

②財務分析による経営状況の把握【指針①】 

全国商工会連合会のネット de 記帳や中小企業基 

盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用し、決算指導対象者、金融相談者、販

路開拓を目指す事業者に対して、財務分析を行い、経営状況を把握してもらうととも

に、金融指導、販路開拓計画書策定時の資料として活用する。 

 

内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経済・観光関連の 

外部資料入手 
1 5 5 5 6 6 

RESAS からの 

情報収集 
未実施 2 2 2 2 2 

行政連携による 

食材の聞き取り調査 
未実施 4 4 4 4 4 

経営指導員による 

巡回訪問時の聞き取り 
5 6 7 7 8 8 
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③販路開拓セミナ―の開催【指針①】 

  販路開拓、新商品開発を目指す事業者には、消費税転嫁対策事業などを活用し「Ｐ

ＰＭ、ＡＢＣ分析」による「客数、客層、客単価、」「商品力、商品成長性」「顧客・

商品の優劣」を分析する。 

また、高度、専門的な案件、商圏拡大、性別、年齢層別などピンポイントで特殊な

分析案件については、販路開拓の専門家である中小機構の「販路開拓支援コ―ディネ

―タ―」と共に後日、前述の分析とＢＳＣ分析とのクロス分析等を実施し、分析結果

を個社に報告書としてフィ―ドバックし、問題解決策を講師と共に伴走支援し、経営

計画、販売計画等の計画書作成の支援へとつなげていく。 

④創業セミナ―の開催【指針①】 

創業・第二創業予定者には、「ＳＷＯＴ、ファイブフォ―ス分析」により「競争環

境、商圏」などを経営指導員と共に分析し、創業計画書作成の資料として活用する。

 

※各分析ツ―ルによる分析内容と対象者 

分析項目 手段.ツ―ル 対  象 

自社、商品の強み、弱み ＳＷＯＴ 全ての小規模事業者 

機会、脅威の外部環境 ＳＷＯＴ 創業・第二創業予定者 

顧客、商品の優劣 ＡＢＣ・ＰＰＭ 経営計画、新商品開発予定者 

商品力、商品成長性 ＰＰＭ 経営計画、新商品開発予定者 

財務内容 財務分析 決算、金融指導事業者 

財務、顧客、業務、人材 ＢＳＣ分析 詳細、高度な分析必要事業者 

競争環境 ファイブフォ―ス 創業・第二創業予定者 

商圏、客層 ＡＢＣ・ﾌｧｲﾌﾞﾌｫｰｽ 経営計画、新商品開発予定者 

客数、客単価 ＡＢＣ 経営計画、新商品開発予定者 

 

※セミナ―対象者と分析後の展開 

セミナ―分野 対  象 分析後の展開、効果 

販路開拓セミナ― 飲食、特産品含む小売業者 新商品開発(経営計画)計画作成 

創業セミナ― 創業・第二創業予定者 創業計画書作成 

 

⑤分析結果の活用の仕方【指針①】 

経営分析結果、分析資料を経営カルテ等の経営データとして、対象事業者と情報共

有し、販売計画書策定や需要調査と連動させた新商品開発などの需要開拓の助言指導

の資料とする。 

また、財務分析で問題がある事業所には、経営支援員が中心となり適切な会計知識

を指導し経営改善を目指す。 

経営状態や競争環境は 3～4 年毎に定期的に分析し、デ―タ化した競争環境の分析

資料は類似業種、類似商品の販売計画にも利用する。 
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[目標] 

 

※ これら巡回による聴き取り件数は、商圏等競争環境の変化が生じる度、また３年

に一度は分析の定期的見直しが必要なので、3年目以降は増加する。 

※ 財務分析後は事業計画書策定に向けて、販路開拓用に SWOT 等の分析を実施する。

 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

[支援に関する考え方］ 

地域の経済動向の情報や需要動向・経営分析を参考に、経営指導員といっしょになっ

て事業計画を策定することにより、小規模事業者の経営を改善し、事業継承や新事業展

開、創業や第二創業または廃業等の経営課題を解決するための支援を行う。必要に応じ

て専門家や支援機関等による指導助言も行いながら、伴走型の支援を実施し、小規模事

業者の事業の持続的発展をはかる。 

小規模事業者の経営課題を解決するため、自らの強み弱みを分析結果等より把握し、

ポジショニングを明確化して、地域の実情も踏まえて売上や収益性を改善していくため

の経営ビジョンと戦略をもった実現性の高い事業計画を策定する小規模事業者が目標

を達成するように、計画的に事業を実施する。 

なお、長期的な取組が必要な課題については、必要に応じてその都度計画を見直して

解決をはかる。また、組織的に事業計画を策定する場合には、リーダーシップや統率力

のある人材を中心に組織づくりに取り組む。 

各種セミナーの開催や専門家派遣の実施、各種支援機関との連携により小規模事業者

に事業の現状を認識してもらい、業務プロセスの改善や今後の経営革新につなげる。 

 

[支援対象と支援手段] 

① 観光関連事業者を中心とする事業計画策定セミナーや個別相談会の開催により、事
業計画策定の必要性と計画策定を目指す小規模事業者のやる気を引き出す取組みを

実施する。 なお、専門的な指導助言を必要とする場合は、「ミラサポ」や「よろず

支援」の専門家派遣を活用し、行政や必要とする関係機関と連携して支援を行う。 

② 観光関連事業者以外の事業所に関しては、経営指導員が巡回時に事業者から経営相
談を受けると共に、ヒアリングや各種調査分析により、課題解決のために必要な事

業計画策定を目指す小規模事業者の支援ニーズの掘り起こしを行う。 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

聴取りシ―ト作成件数 未実施 22 22 22 32 35 

財務分析件数 6 11 13 17 21 25 

財務分析後の販路開拓 

分析件数 
0 10 12 15 19 23 

創業分析件数 1 2 2 2 3 4 
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③ 美波町と連携による「創業相談窓口」や、前述の創業者向けの経営分析セミナ―で

創業予定者を発掘し、予定者とのヒアリングの中で事業計画書の必要性を認識させ、

「創業計画書」の策定を、とくしま産業振興機構や国民生活金融公庫と連携しながら

支援する。 

④ 第二創業(経営革新)に関しては、「消費税軽減税率対策窓口相談等事業」などを活用

して個別相談会等を開催し、経営革新計画書の策定を支援する。 また、廃業等の場

合は、円滑な事業廃止を支援する。 

⑤ 金融相談事業者には、経営計画書策定を奨め「小規模事業者経営発達支援融資制度」

 の活用を推奨し、経営指導員が経営計画書、資金計画書策定を巡回、窓口相談により

支援し経営改善を図る。。 

  また、補助事業に取り組む事業者にも、経営計画書、補助事業計画書策定を巡回、

窓口相談により経営指導員が策定を支援し、経営改善を図る。 

 

 

[目標] 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー・説明会による 

支援者数 
10 12 12 14 14 14 

事業計画策定事業者数    9 10 12 15 19 23 

 

 

 

観光関連事業者 

事業計画策定数 
5  6  8  9   11 13 

観光以外の事業者 

事業計画策定数 
4  4 4  6  8 10 

創業支援者数 2  2 2 2 3 4 

第二創業支援者数 0  1 1 2 2 3 

経営改善事業者数 2  5 6 8 10   12 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

[支援に関する考え方］ 

 小規模事業者の事業計画策定後は、計画が円滑に実施できているかフォローアップす

る必要がある。 そのために事業計画作成を行った全事業所を巡回訪問して進捗状況の

把握と定期的な事後指導を行い、計画実行と環境変化に伴う計画見直し等のフォロ―ア

ップを支援し、売上アップ、収益改善等経営改善に向けた支援を行う。 
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[指導内容と頻度] 

① 事業計画策定後に計画の実現に向けたフォローアップを実施し、計画とのかい離を
確認して、その理由を分析して、事業計画の見直しを行う。 

② 事業計画策定後に、3ケ月に１回以上、経営指導員が巡回訪問を実施し、事業の進捗

状況を確認し、指導助言を実施する。 

③ 観光関連における地元食材による誘客については、料理メニューの浸透や調理レベ
ルを随時確認し、観光協会等の団体と連携して更なる周知ＰＲを行う。 

④ 創業等の場合は、事業者とのヒアリング、専門家等による個別フォローアップを行
い、特に経営や金融・税務・労働等の相談指導を重点的に実施する。また、地域に

根差し相互に切磋した助け合う仕組みをつくり、4半期ごとに継続的な訪問を実施し

て持続的な発展を促す。 

 

[目標] 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

観光関連事業者 

フォローアップ数 
16 24 32 36 44 52 

観光以外の事業者 

フォローアップ数 
10 16 16 24 32 40 

創業、第二創業支援者 

フォローアップ数 
   3 12 16 16 20  28 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 

[現状と課題］ 

本町には、「道の駅」「物産館」などがあり、また産直市などのイベントも年数回開催

しているが、来場者、顧客に需要調査、アンケ―トをすることも殆どないのが現状で、

小規模事業者が、現状把握は勿論、顧客ニ―ズ、トレンドに対応しきれていない。 

 

[効果、狙い] 

 小規模事業者のうち製菓小売業者、飲食業者の需要拡大のために、顧客、業界サイト、

メディア各社から 需要情報を収集し、整理分析して小規模事業者と情報共有し、個社

に求められているニ―ズ、地域別、年令別の需要動向等、多種多様な需要動向に対応で

きるよう調査し、新商品開発や既存商品のブラッシュアップなどに役立てる。 

また、調査結果を経営計画、販売計画、商品開発計画等作成の資料にするとともに、

対象事業者と調査結果を情報共有し、販路開拓を目指す。 

 

[事業内容] 

①製菓小売業の提供する商品、土産物品の需要動向 

 の調査、デ―タ収集、提供【指針③】 
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<手段･手法>                 

観光関連のうち、町内製菓小売業者 3社の生産 

する土産物品の「和・洋菓子」について、年４回 

開催されるマルシェや店頭にて、新商品やブラッ 

シュアップした商品を、商品毎に各 50 人の来店顧 

客を対象に、出展者及び職員で「購入者属性(性別･ 

年令･地域顧客ニ―ズ(容量･価格･食材など)、購入 

動機、試作品感想及び改良点」を聴き取り調査す 

る。 

②飲食・宿泊業者の提供する食事に関する需要動向 

 の調査、デ―タ収集、提供【指針③】 

 

<手段・手法> 

  飲食業者４社にはランチメニュ―を、宿泊業者５社には夕食メニュ―を中心に店頭

で、また、「四国の右下魅力倍増推進会議」の主催する「食博覧会」「丼サミット」な

ど食メニュ―のイベントにおいて、新メニュ―１品につき 60 人の顧客から出展者及

び職員で「購入者属性(性別・年令・地域)、顧客ニ―ズ(容量・価格・食材)、購入動

機、感想及び改良点」を聴き取り調査する。 

※別表は、洋菓子用のアンケ―ト調査票だが、ランチのセットメニュ―については、ド

リンク、サラダ、デザ―ト、汁物等の組み合わせについても聴き取り項目を追加。 

③メディア、タウン誌各社からトレンド情報の入手【指針③】 

<手段・手法> 

  県内タウン誌のうち、Ｃｕ(女性全般)、ワイヤ―ママ(既婚女性)、タウトク(男女

全年齢)などの編集担当者から県内製菓業と飲食業界の商品、食材などのトレンド情

報を収集する。 

④調査、情報収集結果の活用【指針③】 

上記①②の聴き取り調査結果と、③の情報収集結果及び「Ｊ-marketing-net」など

による需要動向の情報収集結果を報告書にまとめ、上記①②の調査実施事業所と共有

し、需要予測、容量・価格設定、食材選定の参考とし販売計画書作成につなげる。 

より高度な調査、分析が必要な事業者には、本町の地域事情に精通している中小機

構の販路開拓コ―ディネ―タ―と連携して情報分析を行う。 

 

調査場所 調査対象者 調査事業所数 調査回数 

各店舗店頭 県南全年齢層 製菓 3社、飲食・宿泊業 9社 各店年 2回 

マルシェ 県南中高年層 製菓、飲食・宿泊業  4 社 各商品毎年 4回 

食博、丼サミット 県内全年齢 飲食メニュ―  4 社 各商品毎年 1回 

タウン誌各社 広報部 店舗・商品・食材紹介  3 社 年 2回 

 

 

 

需要アンケート調査票（洋菓子用） 
 

商店名             
商品名 
解答者 住所   
    性別    男     女 
    年齢層 10代 20代 30代 40代 50代 60以上 
項  目 内    容 
価 格     高い    適正     安い 
容 量     多い    適正     少ない 
食 材  
要 求 ボリュ―ム  ヘルシ―  他 （    ）

購入動機  

感 想  

改良点  
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[目標]                           （延べ件数） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

店舗でのアンケ―ト調査社数 未実施 24 24 24 26 26 

マルシェ、食博での 

顧客ニ―ズ調査社数 
2 20 20 20 24 24 

メディアへの情報収集による 

トレンド調査報告個社数 
1 6 6 6 6 6 

需要調査報告件数(12 社年 2回) 2 24 24 24 24 24 

※ 目標数値は、上記表の調査事業所数×調査回数。 

需要調査報告件数は、聴き取り調査事業社 12 社×年 2回 

※ 目標数値の増加は、開業等による対象店舗数の増加による。 

 

 

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】 

 

[事業に関する考え方］ 

町内には、観光資源もあり交流人口の流入もあるが、流入顧客に対して商店や商品の

認知度が低く購買に直結していないのが現状である。 

そこで小規模事業者の経営基盤強化のため、「新商品開発、広報支援による店舗.商品

の認知度アップ、新市場開拓」を需要開拓支援の柱に情報収集、情報発信、販売機会の

提供などを支援する。 

 

[事業内容] 

①情報発信力の強化【指針④】 

  町内の小規模事業者を対象にホ―ムペ―ジ、フェイスブック等による商店のＰＲ、

商品、メニュ―の見せ方等の情報発信手法について、メディア等専門講師によるセミ

ナ―開催により、情報発信力強化を支援する。 

②未開拓市場への参入【指針④】 

  全国的な市場の開拓を目指す事業所を対象に、中小機構の「販路開拓コ―ディネ―

ト事業」の専門講師による販路開拓個別指導を実施し、徳島ニュ―ビジネス協議会主

催の「徳島ビジネスチャレンジメッセ」等に出展支援し、バイヤ―との商談成立のた

めプレゼン手法、商品陳列、レイアウト等を支援する。 

③新商品、新メニュ―開発と開発力向上【指針④】 

  新商品、新メニュ―開発を目指す飲食業者、小売業者に対し阿南商工会議所などと

連携した「菓子組合」主催のパティシエ講師による「新商品研究会」や「四国の右下

魅力倍増推進会議」が開催する料理研究家、野菜ソムリエ等による「新商品、メニュ

―研究会」に、需要調査結果にもとづいた分野、品目、食材や講師選定を提案し商品

開発を進める。  
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④新商品、既存商品のブラッシュアップ【指針④】 

各展示販売会終了後に、新商品、既存商品の評価、見直しを行うために、需要調査、

アンケ―ト結果を踏まえ、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か

らトレンド、流行、動向、ニ―ズなどの情報提供をいただき、整理した情報を展示販

売会参加者、商品開発予定者らに提供し、商品のブラッシュアップ、販売計画の見直

しを支援する。 

⑤展示販売会への出品【指針③、④】 

  小規模事業者の開発した新商品や既存商品を徳島県、美波町と連携して、県内「道

の駅」やマルシェに出品、 また、県連合会、徳島県大阪事務所の主催する展示販売

会への出品を支援し、これら催事でのＰＯＰ広告、商品陳列などの販促手法や商品ア

ンケ―ト需要調査項目、方法、顧客リスト作成を支援し、需要開拓を支援する。 

  また、商工会、観光協会への委託販売も可能な体制をつくり、出展を支援する。 

⑥ふるさと便による販路拡大【指針④】 

  美波町との連携により、美波町特産品の詰め合わせセット（ふるさと便）の宅配事

業を、県人会や既存の顧客名簿、徳島新聞の広報による問い合わせ顧客らを対象に、

夏、冬の年２回実施している。 

  新商品開発した事業社の新商品も、詰め合わせセットに加えることでアイテム数も

増え、顧客の選択肢も増えるようになり、「ふるさと便」の魅力アップにつながる。 

  年商で前年比５％の売上アップを支援するため、「顧客紹介割引サ―ビス」などの

販促手法、ダイレクトメ―ル、チラシ作成支援、メディアへの広報活動などを支援す

る。 

⑦新商品の広報、情報発信【指針④】 

  新商品開発した事業所の新商品をＴＶ局、タウン誌各社、新聞社等に本会より広報

依頼し情報発信を支援する。 

  特に本町は小売、飲食の店舗、商品の認知度がまだまだ低いうえに、来町するのに

交通手段が手薄なため、車で来られるファミリ―層、成人をタ―ゲットにメディアを

使い分け広報、情報発信を支援する。 

 

 

メディア名 対象顧客層 掲載内容 

四国放送、徳島新聞 県下全域全年齢層 特産品開発、ふるさと便関係

エフエムびざん 徳島市内及び海部郡全域 特産品開発関係 

Ｃｕ 県内全域 20～50 代女性 飲食新メニュ―関係 

ワイヤ―オレンジ 香川県、徳島県 20～30 代女性 飲食新メニュ―関係 

なんと 県南部全域 全年齢層 新規開業店舗紹介 
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[目標]                              （延べ件数） 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

情報発信力強化セミナ―支援数 未実施  6  6  7  7  8 

市場開拓(ビジネスチャレンジ 

メッセ他)商談件数 
0  2 2 3 3 3

上記商談成約件数 0 1 1 2 2 2

新商品開発個社支援数 2 5 5 7 7 7

新商品、既存商品の 

ブラッシュアップ支援数 
1 3 3  4  4  4 

展示販売会出品支援事業所数 24 32 34 36 37 38

ふるさと便販売額(年２回) 
120 万円 160 万 170 万 180 万 190 万 200 万

メディアへの紹介件数 
1  1  2  2  3  3

※ 展示販売会出展事業者数は、現在 6社位だが 5年計画で 8～9社へ増やす。 

1 社平均、年間 4回の出展計画で年間 32～36 件の支援目標とする。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

美波町では過疎化、高齢化等による人口減少や通信環境、道路等の環境変化が購買力

の流出を招き、売上が減少して厳しい経営環境となっている。 

徳島市から約１時間の距離にあり、薬王寺・うみがめ・田井ノ浜、秋祭り等に代表さ

れる有名な観光資源が存在している。さらに、伊勢エビやアワビ等の豊富な水産資源を

基軸にした地域グルメ・特産品として活用して観光客を流入させる取り組みを充実させ

ることが重要である。そのためには美波町役場や観光協会と連携して受入態勢を整備

し、海部郡の玄関口でもある美波町の観光地としてレベル、地位を高め、地域の特質を

活かした活性化をはかることにより、美波町商工業の振興発展につなげる。 

 

[取組内容] 

① 観光振興については、町、観光協会、四国の右下魅力倍増推進会議等と連携して各
実行委員会を組織し、「うみがめまつり」、「伊勢エビまつり」等のまつりイベントや、

「うみがめトライアスロン」、「千羽海崖トレイルランニングレース]、「四国の右下

ロードライド」等のスポーツイベント、アウトドア事業を実施して集客につなげ、

地域力を向上させる。 

② 「お接待(おもてなし)」の心を伝承して観光客受入体制の整備をはかるため、町、
観光協会や薬王寺と連携して対策協議会を組織し、初詣時期を含めて飲食店、土産

物店、宿泊施設等の観光関連事業所の啓発活動と育成指導を実施する。 

③ 「トライアスロン」や「トレイルランニングレース」等の実施に際しては、参加者
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に参加賞として本会が美波町商品券を発行し、町内の商品券取扱店 30～40 店舗で使

用できるようにして町内消費を高める。 

また、観光に関する多くのまつり、イベント時に弁当注文の依頼があり、個店の売

上と料理のＰＲにつながるため、本会が飲食店をとりまとめて手配する仕組みをつ

くり対応する。 

④ 新たな地域グルメや特産品の支援を行うために、「ふるさと便」による販路開拓支援
や「あわびの市」、「伊勢海老の市」、「ブリ市」等の由岐産直市を開催して地域の資

源と情報を発信することにより、地産外消、美波町のファンづくりを行い賑わいを

演出する。 

⑤ 宿泊飲食業者や商工会女性部と協力してアワビ、伊勢海老等を使った季節の創作料
理を開発し、期間限定で提供し美波町のグルメとしてＰＲする。 

⑥ 管内の防災意識の高揚をはかるため行政機関と連携して啓発をはかるとともに、宿
泊施設等の観光関連事業所に「防災ハンドブック」を常備してもらい、観光客が地

震・津波等の災害に罹災した場合に備えて必要な対策を実施する。 

 

[目標] 

 美波町という地域のブランド化、お接待の心をもったサービス、食を中心とする地域

グルメや特産品の開発等により、各種イベント等の開催も含めた観光振興をはかり、交

流人口の増加と循環により、賑わいの演出と経済効果の増大をはかる。 

 

 

 

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 

 

 海部郡内の商工会や他の商工会、商工会議所や関係支援機関及び専門家と支援事業実

施のために連携し、職員の能力向上と事業評価等の仕組みづくりに取り組む。 

 

 

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 

 

 新たな需要の開拓を進めるために、組織が協力する基盤を構築し連携を強化し情報交

換を密にする。 

 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

特産市等開催回数 4 4 4 5 5 5 

特産市等出展者数 40 42 43 45 45 45 

特産市等来場者数 20,000 20,500 21,000 21,500 22,000 22,500
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[取組内容] 

① 産業構造の類似する海部郡内の牟岐町商工会、海陽町商工会と年２回合同開催する
経営指導員等研修会において、小規模事業者の需要動向や新規創業等の情報交換を

行い、空洞化の産業、業種や業態についての情報交換を目的に情報交換し、業種別

の創業、第二創業の経営分析、事業計画策定支援について、情報、策定手法を職員

で共有するために勉強し互いの能力向上をはかる。 

② 商圏範囲が似通い、食材も類似しているため県南の食魅力発信のために、設立され
た「四国の右下魅力倍増推進会議」において、年４回、近隣事業所の新商品、新店

舗情報を収集するため、また新商品開発や販売促進、交流人口増における支援ノウ

ハウ、また域内需要動向などの情報交換を行う。 

※「四国の右下魅力倍増会議」とは、平成 23 年に阿南市、那賀郡、海部郡の市町村、

商工会、漁協、ＪＡ等が県南の食文化を発信するために設立された団体。 

③ 小規模事業者に対する金融支援を円滑に行うために町、町内金融機関、日本政策金
融公庫徳島支店と支援ノウハウ等情報交換や連携会議を開催して支援力を向上し、

連携体制を強化する。 

④ 支援事業を遂行するために必要な専門的ノウハウの習得、他町、他県の事例、情報
収集のため、中小機構の「地域支援機関等サポ―ト事業」の専門家利用により経営

分析、事業計画、販路開拓支援のノウハウ、知識の習得、及び情報交換に努める。 

 

 

[目標] 

 海部郡内の商工会や支援機関等との連携強化により、小規模事業者の需要拡大のため

の事業情報の交換や広域講習会の開催、支援力向上のための情報交換、販路開拓のため

の効率的な支援や事業実施についての支援ノウハウの習得を目指す。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営指導員研修開催回数 2 2 2 3 3 3 

四国の右下情報交換会 3 4 4 4 4 4 

支援機関との連携会議 1 2 2 2 2 2 

 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 従来の経営指導員等研修会だけでなく、小規模事業支援研修会にも参加して能力向上

をはかり、海部郡広域商工会の職員研修会でも経営分析や事業計画策定のカリキュラム

を追加して勉強会を開催し、職員の能力向上と情報の共有、人と組織の支援体制の構築

をはかる。 
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[取組内容] 

① 徳島県商工会連合会、全国商工会連合会等が主催する研修会への参加に加え、徳島 
県や南部総合県民局、とくしま産業振興機構、平成長久館、日本政策金融公庫、徳島

県団体中央会等の創業、販売戦略、商品開発を目指す実践的な研修会への参加。 

② 美波町商工会で毎週開催の事務局会の時に、主となる経営指導員が講師となり全職
員対象に３ケ月に 1 回 1 時間程度の経営支援や創業に関する勉強会を開催し、今ま

でに蓄積した支援事例のノウハウの提供、支援技術の共有化と向上をはかる。 

③ インターネットを利用したＷｅｂ研修も積極的に活用し、職員間で研修の活用状況
を確認しながら支援力の強化につなげていく。 

④ 小規模事業者の経営支援時には、若い経営指導員にベテラン経営指導員も同行して 
ＯＪＴによるスキルアップも実施して能力向上をはかり、経営カルテに整備して支

援結果を蓄積し組織として活用する。 

⑤ 海部郡内の経営指導員等研修会でベテランと若手が協力し、ベテランの経営指導支 
援の経験や若手の情報力をテーマに勉強することで互いに研鑚し、ノウハウを共有 

して伴走型支援のための能力を向上させる。 

 

[目標] 

 経営発達支援事業の円滑な実施のため、他の商工会職員や事務局内部の全職員で勉強

会を開催して、個人的な指導支援ノウハウを共有化するための事業を実施する。 

また、マイナンバー制度がはじまり、従来からの記帳税務指導等のレベルアップを行

い、小規模事業者の利益確保のための支援情報等も共有化して、小規模事業者の需要拡

大につながる経営指導員等の支援技術の習得、向上をはかる。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事務局会での職員研修 未実施 4   4 4 4 4 

徳島県商工会連合会の 

研修会等への参加 
  8 10 10 10 10 10 

海部郡内等広域研修会 2 2 3 3 3 3 

 

 

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 

 

 毎事業年度、本計画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。 
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[取組内容] 

① 本会理事からの選出者、外部より町産業振興課課長、徳島県商工会連合会担当者、 
徳島県商工団体指導担当者、中小企業診断士等の有識者による委員会を定期的に開催 

し、経営発達支援事業の実施状況の報告、成果の評価、見直し等の指示を行う。 

② 本会理事会に事業の遂行状況を報告すると共に小規模事業者からの意見や問題点等 
についても報告し、事業の再検討や修正等を行う。 

③ 経営発達支援事業委員会で事業の評価、見直し等について検討検証した結果を基に、
本会理事会において経営発達支援事業の評価・見直し等の方針を決定する。 

④ 本会の理事会で決定された事業の成果・評価・見直しの結果、方針については、総 
会へ事業の詳細を報告した上で承認を受ける。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果を美波町商工会のホームページで計画期間中公表 
する（www.shokokai.or.jp/minami/）。また、本会事務所においても、事業の成果・評

価・見直しの結果を閲覧できるようにする。 

 

 

【経営発達支援事業のプロセス】 

Plan（計画） 

理事会・総会 

→ 

 

Do（実行）

事務局 

→ 

 

Check（評価） 
支援事業委員会 

→

 

Action（改善）

事務局へ 

→ 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 4 月現在）

（１） 組織体制 

【美波町商工会 総会】 

代表 会長・会員    

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

【美波町商工会 理事会】 

正副会長・理事 20 名 

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

【経営発達支援事業委員会】 

(有識者会議) 

美波町商工会理事から選出者 

美波町産業振興課長 

徳島県商工政策課担当者 

徳島県商工会連合会担当者 

中小企業診断士 等 

 

 
         [事業の成果報告]      [事業の評価・見直し案の提示] 

 

 
相談    

 

 
支援 

 

 

 

経営指導員 中崎 善弘 観光関連産業の担当 

      (経営カルテの整備、経営分析、経営計画書の作成、経営勉強会の講師、 

      料理メニューの改善開発、セミナー等の開催、商談会・商工祭の開催) 

      金融・税務等の経営指導、職員の能力向上等の取組み担当 

 

 

経営指導員 黒岩 一博 創業支援と事業承継担当、観光関連産業の担当 

      (経営カルテの整備、経営分析、経営計画書の作成、いつでも創業相談窓口

と町創業補助金審査、物産展・産直市等開催) 

      情報・金融・税務・労働等の経営指導 

【経営発達支援事業】 

事務局 

 

(事業実施担当) 経営指導員 3 名 

(事業実施補助) 経営支援員 2 名 

 

連携

【関係機関】 

 

牟岐町商工会、海陽

町商工会、その他の

商工会・商工会議所

[別表 4の連携機関]

【地区内】

小規模 

事業者 
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経営指導員 樫原 誠治 経営発達支援計画の担当 

      (経営カルテの整備、経営分析、経営計画書、需要調査、需要開拓支援 

マルシェ等の開催) 

      金融・税務・労働等の経営指導 

 

 

経営支援員 山脇 純子 情報収集発進の担当 

      (会計ソフトの利用推進、会計管理、ホームページ管理) 

      記帳・税務・経営分析・共済等の指導 

 

 

経営支援員 一柳 由佳 観光関連産業の担当 

      (会計ソフトの利用推進、料理メニューの開発) 

      記帳・税務・共済等の指導 

 

 
 
（２） 連絡先 

 

〒779-2305 

徳島県海部郡美波町奥河内字寺前 493 番地 6 

美波町商工会 経営発達支援事業担当者  樫原 誠治 

TEL:0884-77-0759   FAX:0884-77-1179 

HP:www.shokokai.or.jp/minami/   E-Meil:tsci1400@tsci.or.jp 

 

〒779-2103 

徳島県海部郡美波町西の地字東地 74 番地 3 

美波町商工会由岐支所 経営発達支援事業担当者  黒岩 一博 

TEL:0884-78-0249   FAX:0884-78-0273 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

必要な資金の額   2,950 3,070 3,150   3,250   3,300 

 

小規模企業対

策事業費 

( 1,730  ) 

 

( 1,850 )

 

( 1,900 )

 

( 2,000 ) 

 

( 2,050 )

 

  

調査事業費 

 

 セミナー等

開催費 

 

料理メニュ

ー開発費 

 

 展示会等の

販路開拓支援

事業費 

 

 職員研修費 

 

 

100 

 

500 

 

 

    200 

 

 

900 

 

 

 

30 

 

 

100 

 

550 

 

 

     200 

 

 

950 

 

 

 

50 

 

 

100 

 

600 

 

 

     200 

 

 

950 

 

 

 

50 

 

 

130 

 

600 

 

 

     200 

 

 

1000 

 

 

 

70 

 

 

130 

 

650 

 

 

     200 

 

 

1000 

 

 

 

70 

 

 

商工祭・特

産市等の地域

活性化・振興

事業費 

 

 

1,220 

 

 

1,220 

 

 

1,250 

 

 

1,250 

 

 

1,250 

 

（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、事業・手数料収入、国県補助金、町補助金、各種助成金 

 

（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。 

 

 

 

 



２２ 
 

（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 

① 観光関連産業、水産物資源調査 
② 事業計画の策定支援 
③ 創業・事業承継等の支援 
④ 事業計画策定後のフォロー支援 
⑤ 新たな需要開拓に関する支援 
⑥ 地域の活性化、職員の能力向上に関する支援 
 

連携者及びその役割   

 

 

連 携 者 役 割 

美波町  町長 影治 信良 

美波町奥河内字本村 18-1  TEL:0884-77-1111 

観光産業の振興と創業等の

支援、評価の支援 

美波町観光協会  会長 江本 友昭 

美波町奥河内字寺前 493-6 TEL:0884-77-1875 

観光産業の振興とイベント

等の開催 

薬王寺  住職 今川 泰伸 

美波町奥河内字寺前 285-1 TEL:0884-77-0023 
観光産業の振興 

日和佐・由岐漁協  組合長 豊崎 辰輝 

美波町日和佐浦 16-1 TEL:0884-77-1255 
水産資源の調査利用の協力

四国の右下魅力倍増会議  会長 横尾 政明 

牟岐町大字中村字本村 54-42 TEL:0884-72-0194 

南阿波丼、マルシェ等の販

路開拓、イベント等の開催

阿波銀行日和佐支店・由岐支店 支店長 井上 親 

美波町奥河内字本村 155-1 TEL:0884-77-1155 

事業資金、地元情報、販路

開拓の支援 

徳島銀行日和佐支店  支店長 酒巻 真一 

美波町奥河内字寺前 139-14 TEL:0884-77-1141 

事業資金、地元情報、販路

開拓の支援 

徳島県  知事 飯泉 嘉門 

徳島市万代町 1-1  TEL:088-621-2500 

販路開拓、各種施策や制度、

評価の支援 

徳島県商工会連合会  会長 岡本 富治 

徳島市南末広町 5-8-8 TEL:088-623-2014 

専門家派遣、アンテナショ

ップ、商談会、評価の支援

とくしま産業振興機構 理事長 福田 哲也 

徳島市南末広町 5-8-8 TEL:088-654-0101 

ミラサポ、よろず支援等専

門家派遣、各種研修会 

日本政策金融公庫徳島支店 事業統括 市川 聖司 

徳島市中洲町 1-58 TEL:088-622-7271 

事業資金、創業資金やセミ

ナー等による支援 

徳島ニュービジネス協議会  会長 三木 康弘 

徳島市東船場町 2-21-2 TEL:088-654-5411 

ビジネスフェア、商談会、

販路開拓や経営支援 
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連携体制図等 

 

 

美 波 町 商 工 会 

 

 
美波町 薬王寺 四国の右下 

魅力倍増 
推進会議 

美波町 
観光協会 

日和佐・

由岐漁協

町内 
金融機関 

徳島県 
商工会 
連合会 

日本政策 
金融公庫 
徳島支店 

とくしま

産業振興

機構 

徳島ニュー

ビジネス 
協議会 

 
徳島県 


