
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
東みよし町商工会（法人番号８４８０００５００５８１５ ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

雇用への寄与度が高い建設業や飲食業の振興を産業振興の柱とし、行政と連

携して起業創業の掘り起こしや新規創業者に対する支援を行ない、従業者数の

増加を図る。さらに地元の農産物を活用した商品のブランド化や販路開拓支援

に取り組み、農業者と商工業者の連携を推進する。 

 にし阿波観光圏としての取り組みに協力し、地域資源を生かした体験型観光

の振興を図る。 

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】 

① 小規模事業者の現状を把握するために、景気動向調査を行い、分析を

行ってから小規模事業者の事業計画策定の際の基礎資料とする。さら

に、行政、民間シンクタンク等が公表しているデータや金融機関から

入手した経済動向に関する情報をまとめ、事業所支援に活用する。

② 経済動向に関する情報を本会ホームページに掲載し、地域内の小規模

事業者に情報提供する。

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

① 業種別事業計画策定勉強会・個別指導による経営状況分析を実施する。 

② 記帳機械化事業所の財務分析を実施する。

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

① 事業計画策定支援事業（事業計画策定セミナー・業種別事業計画策定

勉強会・個別指導）を実施する。

② 創業しまっせ塾を開催し、新規創業者の経営計画を策定する。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

① 定期的なフォローアップを行い、事業計画の修正等を含めた進捗管理

を行い、小規模事業者の課題解決を着実に達成する。

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

① 特産品等に関する小規模事業者の主力商品の需要動向調査市場動向調

査を実施し、既存商品の改良、販路開拓の基礎資料として支援時に活

用する。

② 建設需要動向を調査し、建設業者に提供する。

③ 飲食店評価アンケートと覆面調査による飲食店調査を実施し、結果を

飲食店にフィードバックする。

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】 

① 展示会・商談会への出展支援を行い、新規取引の拡大を図る。

② 物産展・ネット販売等に係る販売支援を行い、売上の増加を図る。

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

① 東みよしフェスタを開催する。

② オアシスまつりを開催する。

③ ご当地グルメ開発委員会事業を実施し、飲食業活性化を図る。

④ にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会と連携し、体験型観光を推進す

る。

連絡先 

東みよし町商工会 

住 所  徳島県三好郡東みよし町加茂 3360 

ＴＥＬ  0883‐82‐2177  ＦＡＸ 0883‐82‐4656 

メール  tsci4300@tsci.or.jp 
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（別表１） 

東みよし町商工会経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．東みよし町の概要 

 東みよし町は平成 18 年 3 月に旧三好町と旧三加茂町が合併してできた町である。徳島県西

北部、四国のほぼ中央部に位置し、町の中央部を吉野川が東西に流れ、北岸が三好地区、南岸

が三加茂地区である。吉野川南岸に JR 徳島線と国道 192 号、北岸には県道鳴門池田線と徳島

自動車道が通っている。 

昭和初期から、町の総面積の８割を占める山林から木材の伐採・積み出しが盛んに行われ、

製材業や経木製造などの木工業が発展したが、安価な外材の輸入増加と木材需要の低迷が進ん

だため、現在は木工関係事業所数が激減している。 

交通の主役が鉄道から自動車に変化する中、平成元年頃から国道沿いに大型スーパーの出店

が相次ぎ、商業地として旧三加茂町は発展してきた。飲食店も国道沿いを中心に増加し、現在

は飲食店が集積する県西部屈指の町として、町外から多くの集客がある。 

米やナスが多く生産され、農業は主産業のひとつであり、高地の水の丸地区で栽培される夏

秋イチゴも有名である。しかし近年は農業者の高齢化や後継者不足により平野部でも耕作放棄

地が増加している。 

観光資源としては、樹齢 1000 年ともいわれる国指定特別天然記念物「加茂の大クス」と県

指定天然記念物「美濃田の淵」、徳島自動車道の「吉野川ハイウェイオアシス」・ＥＴＣ専用の

スマートＩＣがある。また、2010 年にパラグライディング・アジア選手権が開催されるなど、

国内屈指のパラグライダーのフライトエリアとしても有名で、年間を通して県内外から多くの

愛好者が訪れている。 

 

   
加茂の大クス          美濃田の淵       吉野川ハイウェイオアシス 

 

スーパー等の大型店が集積し、買い物に便利で暮らしやすい町であることから、これまでは

隣の三好市などからの世帯流入により人口は横ばいで推移していたが、平成 12 年頃からは転

入と転出が逆転し、以降は人口減少が続いている。学卒後の働く場として地元事業所を希望す

る若年者が減少しており、労働力不足は全業種に共通する地域の大きな問題となっている。 
 

東みよし町の小規模事業者・従業者  （平成 26年経済センサス） 

業種 建設業 製造業 
卸小売

業 

飲食・

宿泊業 

サービ

ス業 

医療・

福祉業 
その他 合計 

事業所 86 47 131 52 201 11 9 537 

従業者数 374 225 291 135 382 38 50 1495 

 

２．産業の現状と課題 

【工業】 

基幹産業のひとつである建設業は、公共工事の減少と町外ハウスメーカーの進出により、今

後も厳しい経営環境が続くと予想されるが、後継者がいる事業所が多く、従業者も多いため地
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域経済への影響力は大きい。黒字経営の達成とともに従業者の高齢化対策が課題であり、後継

者の育成と従業者の確保が必要である。 

 製造業は印刷業者と電子部品製造業者、機械部品製造業者の 3社が中小企業であるが、その

他はほとんどが小規模企業者である。平成以前に町内産業の中心であった木工業者は激減し、

現在は製材業者と経木製造業者が数社残るだけとなっているが、全国でも有数の生産量を誇る

桐下駄製造業者や天然木材を世界最高水準の薄さに加工できる技術を有する木材加工業者な

ど、特色ある事業所は今後の成長が期待できる。行政も各種の支援を行なっているが、販路開

拓や収益性の向上が課題となっている。 

 

【商業】 

最寄り品はロードサイドの大型店やコンビニで購入されることが多く、買回り品は町外・県

外の大型店やインターネットでの購入が増えている。地元小売店は品揃えや価格競争力の弱さ

から、家族経営で何とか維持している店が数店残っているだけである。後継者がいない店がほ

とんどであり、高齢を理由とした廃業は今後さらに増加することが見込まれる。 

一方、飲食店や美容院の新規開業は比較的多く、若い経営者が多い。特に飲食店は三加茂地

区を中心に多く立地し、町外からもかなりの集客がある。雇用面でも地域に大きく貢献し、地

域経済の中心的な産業となっているため、行政や商工会の支援により、さらなる発展が期待で

きる。 

また観光資源である「加茂の大クス」、「美濃田の淵」への観光客、パラグライダー愛好者の

来訪は少なくないが、地元産品の販売にはあまりつながっていない。吉野川ハイウェイオアシ

スは景気や広域観光ルートの影響を大きく受けながらも毎年約 100 万人の来場者があり、土産

物など地元産品も販売され、重要な観光施設となっている。 

宿泊業は民間のビジネスホテル２軒と町営の美濃田の淵バンガロー（１３棟）、農家民宿４

軒しかないことから、近隣市町と連携した広域的な観光の育成を図り、地域全体への経済効果

を上げる官民一体となった仕組みづくりが求められている。 

 

３．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

東みよし町が平成 27年 12 月に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、予想さ

れる将来の深刻な人口減少に歯止めをかけるため、下記の４つの基本目標を定めた。 

 

東みよし町「まち・ひと・しごと創生総合戦略」基本目標 

Ⅰ 東みよし町に安定した「しごと」を創出する 

 既存産業の振興と新産業の創出、新ビジネスの創造を図るとともに、職業として選択で

きる魅力ある農林業の育成のために後継者育成、農産物のブランド化、新作物の産地化を

推進する。また、有能な人材の育成・確保により、特産品等の開発や町産物の販路拡大を

促進する。 

Ⅱ 東みよし町への「ひと」の流れをつくる 

 四国内の主要都市や観光地へのアクセスの良さと徳島自動車道の交流拠点である吉野

川ハイウェイオアシスを生かすため、地域資源を活かした体験型観光を推進し、人・物・

情報の交流拡大を促進する。また、居住環境の整備を図り、定住地として選ばれる町づく

りを推進する。 

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 結婚・出産・子育てへの支援を強化し、地域が一体となって子どもたちの心身が健全に

育まれる環境づくりを推進する。 

Ⅳ 「まち」に活気をもたらし、安心して暮らすことのできる環境をつくる 

 「しごと」と「ひと」の好循環を創出するための基盤として、防災や健康で文化的な生

活、自治意識の高揚を図るとともに、地域コミュニティの育成や町民と行政の協働体制を

構築する。 
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さらに、観光を中心とした広域的な地域振興を図るため、近隣の２市２町（美馬市、つるぎ

町、三好市、東みよし町）・徳島県・事業者等で「にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会」を

構成し、新観光圏制度に基づく観光圏整備実施計画の認定を受け、「住んでよし、訪れてよし」

の観光まちづくりを推進している。 

 これらを踏まえ、当商工会としては、地域経済及び地域社会の維持・存続のために必要不可

欠である「しごと」づくり＝従業者・雇用者数の増加が図れるよう、小規模事業者の持続的な

発展や経営の多角化を支援する。小規模事業者の業績を伸ばし、「働く場として魅力的な事業

所」を増やすとともに、新たな起業創業を増加させることを中長期的な振興の基本とする。 

 

４．経営発達支援事業の目標 

地域経済と雇用を支える小規模事業者の持続的発展のため、巡回指導など様々な機会を捉え

て経営環境を把握し、個社の強みを生かした事業計画の策定支援を行なう。 

また、雇用への寄与度が高い建設業や飲食業の振興を産業振興の柱とし、行政と連携して起

業創業の掘り起こしや新規創業者に対する支援を行なうことで従業者数の増加を図る。さらに

地元の農産物を活用した商品のブランド化や販路開拓支援に取り組み、農業者と商工業者の連

携を推進する。 

 外貨獲得に有効な観光業の発展は広域的な取り組みが不可欠であるため、にし阿波観光圏と

しての取り組みに協力し、アウトドアスポーツや地域資源を生かした体験型観光の振興を図

る。 

 

５．目標達成に向けた方針 

地域の従業者数（事業者・従業員）の維持・拡大につなげるため、以下の方針に沿って経営

発達支援事業を実施する。 

（１） 事業計画策定セミナー・業種別勉強会の開催により、建設業・飲食業を中心とする

小規模事業者の強みを生かした事業計画策定を推進する。 

（２） 創業セミナーの開催により、起業創業・事業多角化の支援を行う。 

（３） 商談会・物産展への出展支援と商談指導・販売指導により、個社の販路開拓と売上

拡大を図る。 

（４） にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会と緊密に情報交換を図り、体験型観光の振興

を図るため、同協議会事業の情報を積極的に発信する。 

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】 

地域の現状を把握するため、経済動向情報の収集・分析を行い、小規模事業者の事業計

画策定の際の基礎資料として活用する。 
経済動向等の情報は、国・県・市町村、民間シンクタンク等が公表しているデータを活

用し、巡回指導や窓口指導での事業所支援に活用するほか、本会ホームページ等に掲載し

て地域内の小規模事業者にも広く情報提供する。 

 
≪実施事業≫ 
（１） 徳島県が発行する「徳島県の経済情勢」でまとめられた全国及び徳島県の景気判断や

雇用、個人消費、設備投資動向を分析・整理する。 
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（２） 徳島経済研究所が発行する県内の業種別景況・指標をまとめたレポートを分析・整理

する。 
（３） 徳島県商工会連合会が四半期ごとに売上・仕入額、景況感、設備投資予定等を調査す

る中小企業景況調査の結果を分析する。 
（４） 地区内の小規模事業者を対象に、年２回景気動向調査を実施する。さらに、地区内金

融機関から融資動向（金額、資金使途）を四半期ごとに情報を入手する。 
情報の種

別 

県内外の経済情勢に関

する情報 

県内の中小企業の景

況に関する情報 

地区内の景況に関す

る情報 

情報収集 

する項目 

業種別鉱工業生産指

数、小売販売額、宿泊

者数、住宅着工数、公

共工事、景況分析 

各業種の販売額、採算

状況、設備投資状況 

・小規模事業者の①景

気の現状、見通し、

②売上高、③採算、

④資金繰り、⑤設備

投資の各状況及び

⑥経営上の問題点

等 

・金融機関より、融資

動向、新規出店、景

況感、特徴的な動き 

収集手段 ・徳島経済レポート 

（徳島経済研究所） 

・統計情報とくしま 

（徳島県統計協会） 

中小企業景況調査 

（徳島県商工会連合

会） 

・小規模事業者（小売

業４社、サービス業

６社、製造業３社、

建設業２社）から巡

回指導をとおして

ヒアリング方式に

よる定点調査 

・金融機関の支店長と

融資担当者からヒ

アリング 

情報収集

の頻度 

毎月 年 4回 ・小規模事業者を対象

に年２回（４月～９

月、１０月～１２

月）実施 
・金融機関より四半期

（４月～６月、７月

～９月、１０月～１

２月、１月～３月）

に実施 

活用方法 ・収集した情報を分析し、小規模事業者の経営支援や事業計画策定の基

礎資料として活用する。 

・巡回、窓口指導の際に、支援対象となる小規模事業者が属する業界に関

する経済動向について情報提供し、原状や今後の予測を踏まえたうえで、

自社の置かれている現況や未来に目を向けて頂きながら、経営分析や事業

計画策定の必要性を客観的に認識して頂く為に活用する。 

・小売業、サービス業、製造業、建設業に分けて、必要項目を整理し、

特に必要な項目は例示して小規模事業者にホームページで公開する。 
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（目標） 

情報の入手先 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

徳島経済レポート 
年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 

未実施 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 

統計情報とくしま 
年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 

未実施 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 年 12回 

中小企業景況調査 
未実施 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

未実施 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

 上段：入手・分析する回数、下段：商工会ホームページで公開する回数 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の経営課題を抽出するため、事業計画策定セミナーを３回、個別支援を６

社実施し、ＳＷＯＴ、財務、顧客に関する経営状況を分析して、個社の事業計画に反映す

る。 

 

≪実施事業≫ 

（１） 業種別事業計画策定勉強会・個別指導による経営状況分析 

事業計画策定セミナー実施後に業種別事業計画策定勉強会を実施し、参加事業所と一

緒に経営状況の分析を行なう。また、セミナー・勉強会に参加しない小規模事業者を対象

に、経営指導員が巡回指導や窓口指導で個別に財務状況、業況、市場動向等について実態

を把握し、内部環境（強み、弱み）や外部環境（機会、脅威）の整理と経営分析を行う。 

 

（分析する項目） 

・財務分析（収益性、生産性、安全性、債務償還能力、損益分岐点） 

・顧客分析（属性、商品、サービスごとの売上高） 

・ＳＷＯＴ分析 

 

（分析の方法） 

財務分析は全国商工会連合会の「経営分析システム」、中小企業基盤整備機構の「経営

自己診断システム」等を活用する。顧客分析、ＳＷＯＴ分析は経営指導員が事業者と一緒

に行なう。必要に応じて県連合会、ミラサポ、よろず支援拠点等の専門家派遣制度を活用

して解決支援を行う。 

 

（成果の活用） 

経営状況分析の結果は、経済動向調査と需要動向調査の資料と合わせて、個社の経営計

画に反映させる。 

 

（目標） 

 ・事業計画策定勉強会（セミナー形式）は、年間３回（全業種１回、建設業、商業[飲食

業・小売業等]各１回）実施し、参加者は１０社目標 

 ・個社支援（巡回・窓口指導）は、年間６社実施目標 

経営分析件数 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定勉強 

会での経営分析 
未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

巡回・窓口指導に 

よる経営分析 
未実施 6社 6社 6社 6社 6社 

合計 － 16社 16社 16社 16社 16社 

   ※上段はセミナー形式、下段は個社支援 
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① 経営分析と事業計画策定の基礎を学ぶセミナー 

対象：全業種 

回数：１回 

内容：財務分析（収益性、生産性、安全性、債務償還能力、損益分岐点）、顧客分析（属 

性、商品、サービスごとの売上高）、SWOT分析等及び分析後の事業計画への活用 

方法の基礎について学ぶ。 

 

② 業種別事業計画策定勉強会 

対象：建設業、商業（飲食業・小売業等） 

回数：各１回の計２回 

内容：経営分析と事業計画策定の基礎を学ぶセミナーで学んだことを基に、建設業、 

   商業（飲食業・小売業等）ごとに財務分析（収益性、生産性、安全性、債務償還 

   能力、損益分岐点）、顧客分析（属性、商品、サービスごとの売上高）、SWOT分 

   析等の分析を行い、建設業、商業（飲食業・小売業等）ごとに事業計画策定の実 

施方法について学ぶ。 

 

③ 個別指導 

勉強会において事業計画策定に至らなかった事業者を個別にフォローし、事業計画

の策定まで経営指導員が支援する。また、巡回指導や窓口指導により、勉強会に参加

しない事業者の事業計画の策定を行う。 

必要に応じて県商工会連合会、ミラサポ、よろず支援拠点等を活用し専門家の派遣

を行う。また、大きな資金が必要となる計画の場合には、日本政策金融公庫・地元金

融機関、県信用保証協会と連携し、資金計画を加味した実効性の高い事業計画の策定

を支援する。 

 

（２）記帳機械化データの分析 

記帳機械化事業所のデータを次期の事業計画に反映させるため、顧客分析、ＳＷＯＴ分

析、経営計数の分析を行い個社の経営状況を細かく分析する。 

 

（分析する項目） 

財務分析（収益性、生産性、安全性、債務償還能力、損益分岐点） 

顧客分析（属性、売上高別） 

ＳＷＯＴ分析 

 

（分析の方法） 

記帳機械化（ネット de記帳）を利用している全４７事業所のうち、事業計画策定勉強

会・個社支援参加者の６社に対し、確定申告後、ネット de 記帳の財務分析システムを活

用して、経営計数分析表、比較貸借対照表、比較損益計算書、経営分析レーダーチャート

を作成する。 

 

（成果の活用） 

 記帳担当の経営支援員と一緒に経営指導員が財務上の経営課題の抽出に当たる。財務分

析の結果を踏まえた内部環境の分析、地域の経済動向調査の分析による外部環境の分析

から、KSF（注１参照）を導き出して次期の事業計画に反映させる。 

また、記帳機械化の月次指導において、前期と比較した期中の財務上の問題や売上悪化

の兆候をチェックし、事業計画の早期修正等に活用する。 

 

 ※注１：KSFとは、Key Success Factorの略。主要成功要因。事業を成功させるため

の必要条件。 



- 7 - 
 

（目標） 

経営分析件数 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

記帳機械化事業所

の財務分析 
未実施 6社 6社 6社 6社 6社 

 

 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

≪実施事業≫ 

（１） 事業計画策定支援事業 

事業計画策定セミナーを開催し、計画策定の意義と策定方法を学び、その後、業種別勉

強会と個別指導により計画を策定する。 

計画策定にあたっては、若手経営者・事業後継者の人材育成を主眼とし、各社の経営状

況を分析し、経済動向調査・需要動向調査で入手した資料を踏まえた計画の策定を行う。 

 

（２） 創業しまっせ塾 

町産業課と共催で新規創業者向けのセミナーを毎年度１回（６コマ）開催し、創業の心

構えや各種準備、お客様の満足と商品戦略、事業計画の策定等について指導する。受講生

は、東みよし町の広報誌、ホームページ、地区内金融機関、地元新聞等を利用して広く周

知して女性、シニア世代を募集する。 

必要に応じて創業資金の融資斡旋と町起業創業支援事業補助金の申請支援を行う。 

 

 （研修内容） 

  ①経営の基礎知識の習得、アイデアの出し方、資金計画策定の習得、販売計画の立案、マ

ーケティングの基礎知識、市場分析、創業計画書の作成、創業計画の発表 

  ②市場分析では、本会で分析している経済動向調査、需要動向調査を活用しながら創業計

画の策定を行う。 

  ③創業計画書は、経営指導員支援のもと作成して発表する。創業計画書が不十分な場合は、

経営指導員が巡回指導、窓口指導で支援して作成する。   

 

（事業計画策定者数支援の目標） 

業種 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セ ミ ナ

ー・勉強

会・個別

指導 

建設業 

13社 

4社 5社 6社 7社 8社 

商業 5社 6社 7社 8社 9社 

その他 10社 10社 10社 10社 10社 
創業塾（新規創業者） 1社 3社 3社 3社 3社 3社 

 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後は定期的なフォローアップを行い、事業計画の修正等を含めた進捗管理

により、小規模事業者の課題解決を着実に達成する。 

 

≪実施事業≫ 

各事業者の課題をクリアし経営改善を図るため、事業計画を策定した全事業者に対して

３ヶ月に１回、巡回訪問等により計画の進捗状況を確認する。指導した内容は商工会基幹

システムに入力し、全職員が事業所の経営状況の情報を共有する。 

新たな経営課題の発生により専門家の指導が必要な場合には、県連合会やよろず支援拠

点、ミラサポの専門家派遣制度を活用し、事業計画変更の支援を行う。また資金計画の変
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更等がある場合は、日本政策金融公庫や地元金融機関、県信用保証協会と連携して対応す

る。 

 

（指導内容） 

  ・計画の進捗状況確認（売上、営業利益、新規取引等） 

  ・資金繰り 

  ・新たな問題の有無 

 

（フォローアップの目標） 

 ３ヶ月に１回以上、経営計画策定事業者の進捗状況の確認を行う。 

業種 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

建設業 

40回 

16回 20回 24回 28回 32回 

商業 20回 24回 28回 32回 36回 

その他 40回 40回 40回 40回 40回 
新規創業者 3回 12回 12回 12回 12回 12回 

  

 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

マーケットインの視点を重視した事業者支援を実施し、事業者の売上増加につなげるた

め、需要動向情報を入手し、販路開拓支援や商品開発、事業計画の策定に活用する。 

 

≪実施事業≫ 

 （１）特産品等に関する市場動向調査 

地元向けだけでなく町外客に対する商品販売を行っている食品・木製品製造業者等の販

路開拓や商品開発計画に生かすため、食品・木製品製造業者等（食品１０社、木製品製造

業者等３社）の主力商品の評価について需要動向調査を行う。また、売れ筋商品やトレン

ドに関する情報等を収集して需要動向の情報提供を行う。 

 

  （調査該当事業者） 

   ・食品は１０社予定 

   ・木製品製造業者等は３社予定 

 

  （調査対象者及び調査回数） 

   ・吉野川オアシスへ来た一般消費者／年１回（１０月） 

・吉野川オアシス、阿波踊り会館、むらからまちから館のバイヤー／年１回（１０月） 

 

  （調査項目） 

   ・商品の見た目、味、価格、内容量、パッケージデザイン、商品デザイン等 

 

  （調査方法） 

   ・一般消費者への調査は、吉野川オアシスの販売コーナーで、１社あたり主力の１商品

を対象にして試食などを実施しながらヒアリング方式で行う。実施については、吉野

川オアシスの協力を得る。 

・バイヤーへの調査は、一般消費者へ調査した商品（１社あたり主力の１商品）を対象

にしてヒアリング方式で行う。 
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（支援補足のために情報収集を行なう項目及び入手先、調査頻度） 

調査項目 入手先 調査頻度 

・既存商品の評価 

・売れ筋商品 

・客層・客単価の動向 

・消費トレンド動向 

 

・吉野川オアシス 

・アンテナショップ 

・阿波踊り会館 

・日経ＭＪ等の業界紙 

・インターネット 

年２回 

（９月・２月） 

ただし、日経ＭＪ

等の業界紙、イン

ターネットは随時 

 

（情報提供の方法） 

一般消費者、バイヤーの需要動向に関する調査結果を分析・整理した後、調査該当事業

者の食品・木製品製造業者等に年１回（１１月）情報提供する。また、支援のために得た

情報も年２回（１０月と３月）に、対象事業所を巡回して、経営指導員が資料の説明を

行なう。 

 

（成果の活用） 

各事業者の新商品の開発や既存商品の改良、販路開拓計画の基礎資料、事業計画策定支

援時の基礎資料として活用する。 

 

（情報提供の目標） 

業種 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

食品製造業 
未実施 

10社 10社 10社 10社 10社 

木製品製造業 3社 3社 3社 3社 3社 

 

（２）建設需要動向調査 

建設業の売上を伸ばし雇用の維持拡大を図るため、各社の事業計画策定や見直しの基礎

資料となるように、町内の建設業者等の建設需要動向調査を行う。また、㈶建設経済研究

所が発表する建設投資の需要動向は、建設需要の動向を金利などと関連づけ、マクロ的な

景気の動きと整合する形で見通しが描かれており、自社や近隣の動向を中心に経営計画策

定の判断材料としている小規模事業者にとっては非常に有益な情報であると考えられるの

で、この情報を提供する。 

 

（調査対象者及び調査回数） 

   建築４社、管工事２社、電気工事２社、塗装２社に年２回（５月と１１月）行う。 

 

  （調査項目） 

   新築工事、改築工事、修繕工事に分けて、施主、工事金額、工事内容、工期等について

調査を行う。 

 

  （調査方法） 

調査対象者を経営指導員が巡回等してヒアリング方式で行う。 

 

（支援補足のために情報収集を行なう項目及び入手先、調査頻度） 

調査項目 入手先 調査頻度 

建築着工数 

建築物リフォーム・リニューアル数 
国土交通省ＨＰ 

年２回 

（5月・11月） 

建設投資の需要動向 ㈶建設経済研究所ＨＰ 年１回（10月） 
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（情報提供の方法） 

調査該当事業者からヒアリングした調査項目を分析し、建設業の売上向上、事業計画策

定の支援時の基礎資料として活用する。さらに、国土交通省・㈶建設経済研究所がデー

タを公表後、調査結果を分析・整理し、建築・建設事業者に情報提供する。経営指導員

が対象事業所を巡回して資料の説明を行う。 

 

（成果の活用） 

入手した資料は個社の強みを生かした事業計画の策定・修正の基礎資料として活用し、

限られた経営資源の最適な活用方法を検討する。 

 

（情報提供の目標） 

業種 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

建設業 未実施 20回 22回 22回 22回 22回 

 

（３）飲食店満足度調査 

飲食業活性化事業として実施する「東みよし町グルメスタンプラリー」事業には町内の

飲食店が多く参加しており、イベント賞品に応募してくる一般消費者の住所や年齢、店舗

の利用状況などのデータが収集できる。町内飲食店を利用する消費者の特性を分析して公

表するとともに、事業に参加した飲食店の評価についてアンケート調査を実施する。さら

に、より詳細な調査としては、居酒屋の揚げ物及び接客、カフェのスウィーツ及び接客の

覆面調査を㈱ぐるなびと提携して実施する。 

 

  （調査対象者） 

   ・東みよし町グルメスタンプラリーに応募した一般消費者 

   ・㈱ぐるなびと連携して、町内の居酒屋（5店舗）、カフェ（5店舗） 

 

（情報収集を行なう項目） 

調査項目 入手先 調査回数 

応募者の属性（地域、年齢、性別）

による利用店舗数 
スタンプラリー賞品の応募者 年 1回 

飲食店の評価（金額、味、接客、

設備、サービス） 

スタンプラリー応募者への事

後アンケート調査 
年１回 

居酒屋の揚げ物（味、メニュー構

成、鮮度、提供時間等） 
㈱ぐるなび覆面調査報告書 年１回 

居酒屋の接客（あいさつ、服装、

料理提供等） 
㈱ぐるなび覆面調査報告書 年１回 

カフェのスウィーツ（味、メニュ

ー構成、鮮度、提供時間等） 
㈱ぐるなび覆面調査報告書 年１回 

カフェの接客（あいさつ、服装、

料理提供等） 
㈱ぐるなび覆面調査報告書 年１回 

 

（調査方法） 

 ・東みよし町グルメスタンプラリーによる調査は、一般消費者が応募してきた情報を分

析する。 

 ・㈱ぐるなびと連携しての調査は、覆面調査で実施する。調査については、調査員と事

前に調査項目について確認をして、調査店舗で調査、調査後に調査事項を分析する。 

  調査員は、店舗の主力顧客に合うようにする。例えば、居酒屋であれば、20歳代から

50 歳代の男性が調査、カフェであれば 20 歳代から 40 歳代の女性が調査するように



- 11 - 
 

する。 

 

（情報提供の方法） 

グルメスタンプラリー応募者（飲食店利用者）の属性情報を分析し、本会ホームページ

で公表する。さらに、各飲食店の評価結果をまとめ、対象事業者を訪問して情報提供す

る。また、㈱ぐるなび覆面調査の結果は、調査事業者を訪問して分析結果を提供する。 

 

（成果の活用） 

グルメスタンプラリー応募者の飲食店利用者の属性情報は次年度の飲食業活性化事業の

参考とし、飲食店の事業計画策定の基礎資料としても活用する。 

グルメスタンプラリー応募者の各飲食店の評価結果及び㈱ぐるなび覆面調査報告書は、

商品開発、サービス提供の改善、店舗内の清掃改善等のお客様の満足度改善への活用、

また、事業計画策定支援の基礎資料としても活用する。 

 

（情報提供の目標） 

項目 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

飲食店利用者の

属性情報 
未実施 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

各飲食店の評価

結果 
未実施 28社 28社 28社 28社 28社 

ぐるなび調査の

提供 
未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

 

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】 

全国連や県補助事業、県西部総合県民局と協力して物産展や各種商談会に参加し、参加

事業所の売上や販路の拡大を図る。事業者自身が出展を経験することが望ましいが、費用

や人員の面で難しいのが現実であるため、商工会職員が可能な限りバックアップを行う。 

物産展・商談会ごとの実績（商談成立数）の「見える化」と出展事業者のフォローアッ

プを行い、引き合い・商談状況の確認とアドバイスを行うことで、実施効果の改善を図る。 

   

≪実施事業≫ 

（１） 展示会・商談会への出展支援 

食品・特産品販売業を中心とする小規模事業者の販路拡大と売上増加を図るため、県西

部総合県民局、美馬三好ブロック内の商工会と協力して、各種商談会への出展支援を行い、

個社の新規取引の増加を図る。 

 

  （支援対象） 

   食品・特産品販売業を中心とする小規模事業者 

 

（支援方法） 

出展者を対象とした商談への準備、特にＦＣＰシート（注２参照）の作成、商談会、フ 

ォローアップに関するセミナーを県西部総合県民局主催で実施し、その後は、経営指導 

員が個社支援でＦＣＰシートのブラッシュアップを行う。また、商談先の情報・商談の 

経緯等を記録する様式を作成し、出展者に記入してもらうことで商談後の交渉を円滑化 

させてフォローアップを図り新規取引の増加につなげる。 

 

※注２：商談会でサプライヤーが商品説明に使用する商品カルテである。農林水産省が 

推奨する全国共通の様式である。 
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（目標） 

にし阿波観光土産品マッチング商談会（県西部総合県民局主催） 

年度 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業者数 3社 5社 6社 7社 8社 8社 

商談延べ件数 10件 50件 60件 70件 80件 80件 

商談成約数 3件 5件 7件 9件 10件 10件 

 

（２） 物産展での販売支援 

食品・特産品販売業を中心とする小規模事業者の売上増加と販路拡大を図るため、徳島

県商工会連合会・全国商工会連合会と協力して、物産展等への出展・販売支援を行う。 

 

（支援対象） 

 土産物店へ商品を卸している食品・木製品製造業者等 

 

（支援方法） 

個社の売上拡大を図るため、県連合会やよろず支援拠点、ミラサポの専門家派遣制度を

活用して価格設定や展示方法等についての事前指導を行う。また、出展者の対象商品の

課題を２点抽出して出展者と共有する。その課題に関するアンケート調査を実施し、改

良を図るときは、専門家の意見を反映しながら実施する。 

 

（目標） 

ニッポン全国物産展（全国商工会連合会主催） 

年度 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業者数 8社 9社 9社 9社 9社 9社 

売上額 62,128円 10万円 12万円 15万円 18万円 21万円 

 

 （３）アンテナショップでの販売支援 

食品・特産品販売業を中心とする小規模事業者の売上増加と販路拡大を図るため、徳島

県商工会連合会・全国商工会連合会と協力して、アンテナショップ等への出展・販売支援

を行う。 

 

（支援対象） 

 土産物店へ商品を卸している食品・木製品製造業者等 

 

（支援方法） 

個社の売上拡大を図るため、県連合会やよろず支援拠点、ミラサポの専門家派遣制度を

活用して価格設定やＰＯＰ等についての事前指導を行う。また、出展者の対象商品の課

題を２点抽出して出展者と共有する。その課題に関するアンケート調査を実施し、改良

を図るときは、アンテナショップの担当者の意見、専門家の意見を反映しながら実施す

る。 

 

（目標） 

むらからまちから館（全国商工会連合会アンテナショップ） 

年度 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業者数 1社 2社 3社 4社 4社 4社 

売上額 80,560円 20万円 30万円 40万円 45万円 50万円 
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（４）ＥＣサイトでの販売支援 

食品・特産品販売業を中心とする小規模事業者の売上増加と販路拡大を図るため、徳島

県商工会連合会・全国商工会連合会と協力して、ニッポンセレクト等への出展・販売支援

を行う。 

 

（支援対象） 

 土産物店へ商品を卸している食品・木製品製造業者等 

 

（支援方法） 

個社の売上拡大を図るため、県連合会やよろず支援拠点、ミラサポの専門家派遣制度を

活用して価格設定や効果的な集客の仕方、商品の見せ方等についての事前指導を行う。

また、出展後も随時マーケティングによる情報更新の指導を伴走支援する。 

 

（目標） 

ニッポンセレクト（全国商工会連合会物販サイト） 

年度 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業者数 1社 2社 3社 4社 4社 4社 

売上額 約 4万円 7万円 10万円 12万円 15万円 17万円 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

≪実施事業≫ 

（１）東みよしフェスタ 

実施主体：東みよし町商工会青年部 

開催目的：町の魅力向上による将来の定住人口増加 

開 催 日：８月の第１土曜日 

来場者数：8,000人（観光動態統計より） 

実施方法：打合せ会を 4～5 回開催し、イベント内容や運営方法を青年部員が協議する。 

イベントによる交流人口の増加や短期的な経済効果だけでなく、「町の魅力 

向上による将来の定住人口増加」を実現し、地域経済の長期的な活性化を図 

ることを目的とする。毎年１１月に開催される行政懇談会等を通じて、町行 

政当局とも事業の目的と効果について認識の共有を図る。イベントの企画・ 

運営を通じて、青年部員の地域に対する意識高揚を図るとともに、事業終了 

後は反省会を開催し、改善点を次年度に反映させる。 

 

（２）オアシスまつり 

実施主体：オアシスまつり実行委員会 

実行委員：商工会、文化協会、婦人連合会、吉野川オアシス㈱、郵便局、 

特産品研究会、老人クラブ連合会 

開催目的：地域情報の発信による交流人口の拡大 

開 催 日：１０月中旬の日曜日 

来場者数：11,000人（観光動態統計より） 

実施方法：町内の各種団体に実行委員として参画してもらうことで、地域経済全体の活 

性化につなげる。各団体間の交流や吉野川ハイウェイオアシスを訪れる観光 

客の来場者数増加にも寄与する。実行委員と担当課である町産業課で、実施 

目的の共有を図り、運営方法を含めた改善を図っていく。 
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 （３）ご当地グルメ開発委員会 

実施主体：東みよし町ご当地グルメ開発委員会（東みよし町商工会） 

委員構成：飲食店 11社、製造業 1社、小売店 3社、吉野川オアシス㈱、 

町役場職員 2名（産業課・企画課） 

事業目的：飲食業活性化に資する事業の実施を通じた異業種・官民の交流 

実施事業：定例会議（毎月）、ご当地ぽん酢の製造販売、飲食業活性化事業 

事業内容：町内の産直市、吉野川ハイウェイオアシス等で販売している地元産柚子を原 

料としたぽん酢「東みよしの料理人」の出荷本数を増やし、地元柚子の消費 

拡大と農業者（ゆず生産組合）と飲食店の連携を推進する。また、業務用ぽ 

ん酢として利用する飲食店を増やして売上の拡大を図り、事業収益を活用し 

て地域貢献事業（町内学校への寄付等）を実施し、この取り組みに対する住 

民の認知度をさらに高める。定例会議を毎月開き、官民一体となった地域経 

済の活性化について協議するとともに、飲食業活性化事業を実施し、飲食店 

の売上増加と地域経済活性化を図る。 

 

【ぽん酢「東みよしの料理人」の販売・出荷状況】 

期間 360ml 1800ml 

25年 4月～26年 3月 2324 本 141 本  

26年 4月～27年 3月 1599 本 155 本  

27年 4月～28年 3月 2429 本 133 本  

28年 4月～29年 3月 2371 本 110 本  

29年 4月～30年 3月 1887 本 145 本  

30年度以降の年間目標 2500 本 150 本  

 

【飲食業活性化事業の実施状況】 

   平成 29年度商業活性化事業 東みよし町グルメスタンプラリー「グルッポン」 

   参加店：28店 

   応募数：794通（スタンプ押印数 4343 個＝延べ利用店舗数 4343店） 

 

 （４）にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会との連携 

にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会の実施する各種事業に協力し、広域的な体験型観

光の推進と交流人口の拡大を図る。 

 

≪実施事業≫ 

・ 定期会議（運営委員会、幹事会、総会等）に出席し、本町内の事業者や近隣市町の取

り組みに関する情報共有を図る。 

・ 域内の事業者や住民が参画して同協議会が実施する体験イベント『あわこい』事業、

その他の実施に協力するとともに、本会のホームページやフェイスブックで事業の情

報発信を行ない、交流人口の拡大を図る。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

     

≪実施事業≫ 

（１）美馬三好ブロック商工会経営指導員研修会 

（実施の目的と内容） 

・ 小規模事業者の事業広域化と相談内容の高度化に対応するため、経営支援スキルアッ



- 15 - 
 

プを目的に専門家を講師として招聘する。 

・ 美馬三好地域の経済動向を把握するため、管内経済動向や県西部総合県民局との連携

に関する情報交換を行う。 

・ 小規模事業者の販路拡大に資する広域連携や共同物産展等に関する協議を行う。 

 

（頻度・方法） 

開催月 2月 6月 9月 12月 

幹事商工会 東みよし町 つるぎ町 三好市 美馬市 

    ※年４回、幹事持ち回りで開催する。 

 

（２）美馬三好ブロック商工会経営支援員研修会 

（実施の目的と内容） 

・ 正確で適正な記帳指導を実施するため、実務研修を行い、指導ノウハウの共有と各自

のスキルアップを図る。 

・ 事業者に適切な労務指導ができるよう、専門家を講師として招聘して労働保険・社会

保険等に関する知識の習得を図る。 

・ 担当業務の枠を超え、小規模事業者の利益最大化に資する総合的な知識習得と支援能

力の向上を図る。 

 

（頻度・方法） 

年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

幹事商工会 三好市 つるぎ町 東みよし町 美馬市 三好市 

※年１回（１０月）に幹事持ち回りで開催する。 

 

（３）東みよし町役場産業課・企画課との情報交換会 

（実施の目的と内容） 

・ 東みよし町の産業施策や重点事業を確認し、商工会の年度事業計画に反映させる。 

・ 商工会事業の進捗状況を確認するとともに、施策の変更等があった場合には機動的

に対応する。 

・ 行政が支援している事業者の情報や活用できる補助金等の情報を入手するととも

に、支援メニュー等の情報を交換する。 

・ 町内やにし阿波圏内の動向や経済状況等の情報交換を行い、相互の効果的な事業推進 

につなげる。 

（頻度） 

 年２回（４月・１０月） 

 

（４）金融機関との情報交換 

（実施の目的と内容） 

・ 日本政策金融公庫徳島支店と連携して金融相談会を実施し、融資斡旋を通じて情報

交換を行う。 

・ 融資制度以外の創業や需要開拓に関する支援ノウハウについて情報共有や意見交換

を行う。 

 

（頻度） 

 年２回（７月・１１月） 
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２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

≪実施事業≫ 

（１） ＯＪＴ  

・ 中小企業診断士等の専門家が事業者を個別相談する時に、経営指導員等が同行し、専

門家が持つ支援ノウハウを習得する。 

・ 定期的に他の職員と一緒に巡回訪問や窓口相談での経営指導を行い、支援ノウハウの

習得と支援スキルの向上を図る。 

 

（２）ＯＦＦ-ＪＴ 

・ 経済三団体主催の経営指導員等研修会や徳島県商工会連合会主催の研修会に積極的

に参加し、資質向上を図る。 

・ 公益財団法人とくしま産業振興機構や金融機関等が主催する経営革新や創業支援セ

ミナー等に積極的に参加し、資質向上を図る。 

・ 美馬・三好地区商工会における経営指導員等の研修会（年４回開催）に出席し、情報

収集や経営支援ノウハウの共有を図る。 

 

（ノウハウの共有方法） 

・ 小規模事業者に対して実施した支援内容、経営状況の分析結果は、担当した職員が「商

工会基幹システム」に入力し、職員全員が支援内容等の情報を閲覧・共有できるよう

にする。 

・ 各種研修会で得た知識、日々の巡回訪問等で得た小規模事業者に関する問題や情報に

ついて、毎週月曜日に開催する職員連絡会議で共有する。 

 

３． 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

本事業計画の実施状況と成果について、以下の方法により毎年度、評価・検証を行う。 

 

（１） 経営発達支援事業評価会議の開催（6月） 

本会正副会長・商業部長・工業部長、外部有識者の町産業課・町企画課・県西部総合

県民局の担当者が出席する経営発達支援事業の評価会議を開催し、以下の項目を検証す

る。 

・年度目標に対する実績報告 

・事業の成果や効果、未達成の理由等を評価・検証 

・推進方法の見直し 

 

（２） 結果を理事会に報告・承認（6月～7月） 

 評価会議の結果を本会の理事会に報告し、承認を得る。 

 

（３） 結果の公表（7月～） 

評価・見直しの結果を本会ホームページで公表する。 

東みよし町商工会ＨＰ（http://www.shokokai.or.jp/higashimiyoshi/） 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

 東みよし町商工会 

  住 所  徳島県三好郡東みよし町加茂 3360 

  ＴＥＬ  0883‐82‐2177 

  ＦＡＸ  0883‐82‐4656 

  メール  tsci4300@tsci.or.jp 

  Ｈ Ｐ  http://www.shokokai.or.jp/higashimiyoshi/ 

 

東みよし町商工会事務局 

統括：事務局長  １名 

担当：経営指導員 ３名 

支援：経営支援員 ３名 

東みよし町商工会理事会 

（事業の成果・評価・見直し案の承認） 

事業の成果・評価・見直しの報告 

東みよし町商工会通常総会 

（事業の成果・評価・見直しの承認） 

関係団体・連携機関 

徳島県、東みよし町 
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 
日本政策金融公庫 
地域金融機関 
各種団体等 

経営発達支援事業評価会議 

（事業の成果・評価・検証・見直し） 
東みよし町商工会正副会長 
東みよし町商工会商業部長・工業部長 
町役場産業課・企画課担当者 
県西部総合県民局担当者 

 

東みよし町内 

小規模事業者 

相談 

支援 

連携 

事業の成果・評価・見直しの報告 

事業の成果の報告 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                   （単位 千円） 

 31年度 

( 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 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 

 

経営支援事業対

策職員設置費 

 

地域産業活性化

経営支援事業費 

 

地域総合振興事

業費 

43,449 

 

 

4,500 

 

 

12,000 

 

43,449 

 

 

4,500 

 

 

12,000 

 

43,449 

 

 

4,500 

 

 

12,000 

 

43,449 

 

 

4,500 

 

 

12,000 

 

43,449 

 

 

4,500 

 

 

12,000 

 

（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 

国補助金、県補助金、町補助金、会費、手数料、特別賦課金、受託料 

（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 

１． 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（Ａ）経済動向調査 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（Ｂ）経営状況の分析 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（Ｃ）経営計画策定支援事業 

（Ｄ）創業しまっせ塾 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（Ｅ）フォローアップにおける専門家派遣、経営計画の見直し 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

（Ｆ）特産品等トレンド調査 

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】 

（Ｇ）商談会・物産展等への出展支援 

７．地域経済の活性化に資する取組 

（Ｈ）体験型観光事業等の推進 

連携者及びその役割 

東みよし町 町長 松浦敬治 

 （徳島県三好郡東みよし町加茂 3360） 

 （TEL:0883-82-2100） 

 （Ｄ）受講者募集の周知、運営 

（Ｇ）出展者募集の周知 

 

徳島県西部総合県民局 局長 秋川正年 

 （徳島県美馬市脇町大字猪尻建神社下南 73） 

 （TEL:0883-53-2038） 

（Ｇ）商談会の開催、バイヤーとのマッチング 

 

徳島県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 久住武司 

（徳島県徳島市南末広町 5番 8-8号 とくしま産業振興機構内） 

（TEL:088-676-4625） 

 （Ｂ）専門家の派遣 

（Ｃ）専門家の派遣 

（Ｄ）専門家の派遣 

（Ｅ）専門家の派遣 

 

中小企業庁 長官 安藤久佳 

 （東京都千代田区霞が関１丁目 3番 1号） 

 （TEL:03-3501-1511） 

 （Ｂ）専門家の派遣 

（Ｃ）専門家の派遣 

（Ｄ）専門家の派遣 

（Ｅ）専門家の派遣 
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日本政策金融公庫徳島支店 国民生活事業統括 藤田博史 

（徳島県徳島市中洲町１丁目 58） 

（TEL:088-622-7271） 

 （Ｃ）資金計画の相談 

（Ｅ）資金計画の相談 

 

徳島県信用保証協会 会長 酒池由幸 

（徳島県徳島市南末広町 5番 8-8号） 

（TEL:088-622-0217） 

 （Ｃ）資金計画の相談 

（Ｅ）資金計画の相談 

 

阿波銀行加茂支店・三好支店 支店長 玉置良二 

（統括店：徳島県三好郡東みよし町加茂 1798-1） 

 （TEL:0883-82-2600） 

 （Ａ）情報提供 

（Ｅ）資金計画の相談 

 

徳島銀行三加茂支店 支店長 川野公啓 

（徳島県三好郡東みよし町加茂 1836-1） 

（TEL:0883-82-4611） 

 （Ａ）情報提供 

（Ｅ）資金計画の相談 

 

徳島信用金庫三加茂支店 支店長 吉田  卓 

（徳島県三好郡東みよし町加茂 3333-3） 

（TEL:0883-82-2110） 

 （Ａ）情報提供 

（Ｅ）資金計画の相談 

 

徳島県商工会連合会 会長 岡本富治 

（徳島県徳島市南末広町 5番 8-8号） 

 （TEL:088-623-2014） 

（Ｂ）専門家の派遣 

（Ｃ）専門家の派遣 

（Ｅ）専門家の派遣 

（Ｆ）情報提供 

（Ｇ）物産展の開催、出品支援 

 

にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会 会長 藤田元治 

（徳島県三好市池田町マチ 2415 徳島県西部総合県民局企画振興部 にし阿波振興担当） 

（TEL:0883-53-2271） 

（Ｈ）情報交換、事業の広報 
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連携体制図等 

 

 

東みよし町商工会 

（Ａ）経済動向調査 

阿波銀行加茂支店・三好支店 
徳島銀行三加茂支店 
徳島信用金庫三加茂支店 
 

（Ｆ）特産品等トレンド調査 

徳島県商工会連合会 

（Ｃ）事業計画策定支援事業 

徳島県よろず支援拠点 

中小企業庁（ミラサポ） 
日本政策金融公庫徳島支店 

徳島県信用保証協会 

徳島県商工会連合会 

（Ｇ）商談会・物産展等への 

出展支援 

徳島県西部総合県民局 
徳島県商工会連合会 

東みよし町 

（Ｄ）創業しまっせ塾 

東みよし町 

（Ｅ）フォローアップにおける 

専門家派遣・事業計画の見直し 

徳島県よろず支援拠点 

中小企業庁（ミラサポ） 
日本政策金融公庫徳島支店 

徳島県信用保証協会 

阿波銀行加茂支店・三好支店 
徳島銀行三加茂支店 
徳島信用金庫三加茂支店 
徳島県商工会連合会 

 

（Ｂ）経営状況の分析 

徳島県よろず支援拠点 

中小企業庁（ミラサポ） 
徳島県商工会連合会 

（Ｈ）体験型観光事業の推進 

にし阿波～剣山・吉野川観光圏協

議会 
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