
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
しまなみ商工会（法人番号 ３５００００５００５５６０） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 

しまなみ商工会は、地方創生の施策を活用し、小規模事業者に寄り添う経営発達支援やきめ細

やかな巡回、会員増強などの組織基盤の強化を図り、地域経済の活性化に取り組んでいく。 

中長期的な視点で、何を行うべきなのか検討を進めた結果、しまなみ海道は世界が注目するサ

イクリングコースとなったにも関わらず、その経済効果を地元で吸収しきれていないといった課

題が浮き彫りとなった。商工会の中長期的目標として以下の支援事業を展開していく。 

①「人」を呼び寄せ地域の賑わいを創出するためには、『食』を一つの大きなテーマとして取り

上げ、小規模事業者の経営支援をすることを目標とする。 

②『食』をテーマに新商品開発と６次産業化の推進を図りながら、観光産業掘り起しを行い地域

全体の小規模事業者の底上げを図ることを目標とする。 

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 】 

・地域内外の経済動向分析結果について専門講師の招致による勉強会を開催 

・各種イベントなどの経済波及効果を算出し、小規模事業者に結果を還元 

・分析結果をホームページ等で公表 

 ２．経営状況の分析に関すること【 指針① 】 

・小規模事業者による自己経営分析の把握度調査 

・情報機器の導入・活用支援により、分析結果の見える化と判断方法の支援 

・企業の収益性、安全性、成長性、生産性等の分析により自己企業経営発展を支援 

・3か月に 1 回程度のフォローアップによるＰＤＣＡサイクルの確立 

 ３．事業計画策定支援に関すること【 指針② 】 

・タブレット活用で各種施策の情報提供と事業計画策定の啓もう・動機づけ 

・経営革新や農商工連携へ向けた取り組みを支援 

・事業計画策定支援のためのリーフレット作成と課題別セミナーの開催 

・専門家派遣、専門支援機関、金融機関の協力の下、実現性の高い計画策定を支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【 指針② 】 

・円滑な資金調達方法の提案により、事業所の経営安定を支援 

・行政の補助金・融資制度の活用と諸動向調査の情報提供により、事業計画の展開を支援 

・専門支援機関との連携によるノウハウ・知識の習得を支援 

・専門家派遣制度活用・個別相談開催の実施等による経営安定を支援 

・推奨会計ソフトにより、効果的な企業経営を支援 

５．需要動向調査に関すること【 指針③ 】 

・来訪者の購買動向・意識調査を経営活動の判断に活用 

・既存データや公表情報の収集・分析・提供 

・小規模事業者からヒヤリングによる情報収集を実施し、分析結果を巡回訪問時に提供 

 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 】 

・「食」という切り口で専門家の招へいを含めた「レシピ考案委員会」を立ち上げ、独自「レ

シピ」と「こだわりオリジナルメニュー」の開発支援及びマップ作成 

・地域イベントと連携し、地元食材により「新ご当地グルメ」のＰＲと「食材マッチング会」

の同時開催 

・スマートフォンなどＩＣＴ技術を活用した昼食予約システムの導入支援 

・地域ならではの新特産品の開発支援（地元製造業者がタイアップ） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・しまなみの「食」を活かし、ここでしか食せない、体験できないものの開発を支援し、し

まなみ海道に吹いている追い風を活かし、地元経済が潤う仕組みを構築する 

・しまなみの「山々」（展望台施設）に着目した新たな観光コースの提案を支援する 

・雨の日イベントを提案し、全天候型の観光地を目指せるように支援する 

・中・長期計画を協議・検討するため「しまなみ地域活性化研究会」を開催 

・ＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサービス)などによる情報発信強化を支援する 

・計画実施にあたり、隣接する商工会と連携して、抽出した問題の解決支援にあたり、計画

を進化させていく 

連絡先 

しまなみ商工会 〒794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪 2822番地 9 

電話番号 0897-86-2130 FAX番号 0897-86-3792 

 ＨＰアドレス   https://www.shimanami.or.jp/ 

メールアドレス  shimanam@shimanami.or.jp 

 

https://www.shimanami.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 

【しまなみ商工会地域】 

 

[地域の現状]  
瀬戸内海国立公園のほぼ中央に位置する 

3つの島（大島、伯方島、大三島）により 

構成される「しまなみ商工会」は、本州側 

の広島県尾道市と四国側の愛媛県今治市を 

結ぶ西瀬戸自動車道（通称：しまなみ海道、 

全長約 70km）沿いにある吉海町、宮窪町、 

伯方町、上浦町、大三島町の各商工会が 

合併して H20年 4月 1日に設立された。 

 今治市は、旧今治市とその周辺にある 11ケ

町村（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大

三島町他６ケ町村）が平成 17 年 1 月 15 日に

合併したもので、商工団体は今治商工会議所、

越智商工会、しまなみ商工会が存している。 

H17 年 1 月 15 今治市合併時のしまなみ商工会管内の人口は、23,794 人（外国人を含ま

ず。）が、H27.3.31では 19,707 人（外国人 423人を含む。）へと約 17.2％減少している。

高齢化率では 43.4％で、特に上浦地区で 50.2％、大三島地区で 52.4％と、全国平均

（26.0％）を大幅に上回り地域の存亡が懸念されている地区もある。 

また、就業者の多くが旧今治市や広島県尾道市（旧因島市）へと流れ、消費動向調査（平

成 27 年度実施：愛媛県及び今治市発行の地域商品券）でも大部分がしまなみ商工会管外

での消費となっており、地域経済は低迷傾向にある。 
 

しまなみ地域の人口推移（今治市住民基本台帳より）H25年から外国人を含む。 

年 
H17 年 

行政合併 

H20年 

商工会合併 
H23年 H26年 H27年 

人 口 23,794 22,504 21,190 20,121 19,707 

前年比率 - △2.2% △2.4% △2.5% △2.1% 

高齢化率 35.8% 37.9% 39.3% 42.2% 43.4% 

しかし、しまなみ海道沿線は瀬戸内の多島美をはじめ管内各所に多くの観光資源を有し

ていることから、「日本風景街道」に国土交通省が選定。フランスの「ミシュラン・グリ

ーンガイド・ジャポン」で１つ星。米ＣＮＮが展開する旅行情報サイトで、「世界で最も

すばらしい７大サイクリングコース」に選定。など、国内外で多くの注目を浴びている。

H26年 7月 16日から「しまなみ海道」の自転車通行料無料化が実施され、利用客は増加の

傾向にある。 

歴史資源では、大山祗神社があり、創建年代は不詳だが仁徳天皇時代に始まったと伝え

られ、本殿は国の重要文化財に指定され、多数の宝物を所有している。なかでも甲冑類は

全国の国宝・国の重要文化財の 8割（135点）を所蔵。また、樹齢 3,000年のクスノキ群

は国の天然記念物の指定を受けている。H26 年に発表された本屋大賞には、今治市宮窪町

大島 

伯方島 

しまなみ海道
（西瀬戸自動車道）

しまなみ商工会

伯方島

大島
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に本拠地を置いた村上水軍を取り扱った「村上海賊の娘」(和田竜氏著)が受賞し、村上水

軍博物館入館者数は、H25年(4.5 万人)から H26年(9.2万人)と 2倍以上の人気を博してい

る。 

しまなみ商工会管内の商工業者数は、合併当初（H20.4.1）1,332 事業所が、H26.3.31

では 1,095事業所と大幅に減少しており、特徴的には建設業・卸売業・小売業の廃業率が

多数を占め、原因として公共事業減少、人口減少に伴う売上げの減少や管外大型店舗への

購買客の流出。さらには後継者不在による高齢者の廃業が主要因となっている。 

 

[商工業者の推移] 
           (しまなみ商工会独自調査資料：基幹システム) 

年 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食･ 

宿泊業 
ｻｰﾋﾞｽ業 
(飲食宿泊業外) 

その他 合計 

平成 20年

(合併時) 
209  197  81  334  102  188  221  1,332 

平成 27年 148  173  61  252  92  182  187  1,095 

対比率

(%) 
△29.2 △12.2 △24.7 △24.6 △9.9 △3.2 △15.4 △17.8 

 

[小規模事業者数の推移]  
                  (同上の調査資料)       

年 H20年 4月 H25年 4月 H28年 4月 

小規模事業者数 1,314 1,104 1,035 

 

しまなみ地域の商工業者の推移を見るとすべての業種において減少傾向がみられ、特に

建設業が△29.2％と最も高く公共事業の減少、長く続いた景気の停滞で事業からの撤退を

余議なくされた結果と推測され、さらに経営者の高齢化や後継者不在の要因を伴ってすべ

ての業種にわたり減少傾向となっている。その中でも特に注目する点は、飲食・宿泊業と

サービス業の対比減少が低くなっており、しまなみの「橋」の効果による観光客の増加、

さらに県知事の後押しによるサイクリストの増加の好影響が商工業者の推移にも表れて、

この点をさらに掘り起こして地域活性化に繋げていく必要がある。 

 

[商工会のこれまでの取り組み] 
平成 23 年度は、宮窪地区の地場産業である採石業について、大島石ブランド構築支援

事業 として取り組み、特許庁に「大島石」として商標登録を行った。 

平成 25年度は、全国商工会連合会補助事業である 地域力活用市場獲得支援事業 で「マ

ハタ出汁」の商品開発を支援した。また、同年度に愛媛県補助事業の 商工会等地域活性

化支援補助事業 を活用して「空き家対策地域活性化事業」を実施した。 

これまでの取り組みは、巡回指導・相談の中で、事業者の要請に応じた補助事業を紹介・

斡旋・助言するといった受動的なものであり、地域全体として戦略的に取り組む事業とは

なっていない。 

瀬戸内海を自転車や徒歩で横断できるしまなみ海道は、平成 26 年７月から各橋で自転

車通行料の無料化が実施され、愛媛県が実施した断面交通量（来島海峡大橋、伯方大島大
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橋、多々羅大橋）調査で利用者が前年比で平日（調査日：H25.7.23 が 435 台，H26.7.23

が 536台）は約 1.2 倍、休日（調査日：H25.11.9 が 1,617台，H26.11.16 が 2,346台）は

約 1.5 倍と増加。「サイクリストの聖地」と位置付けられるまでに至ったが、サイクリス

トの滞留時間が短く地域経済の発展に結びつくまでには至っていてないのが地元事業者

の実感となっており、地域経済全体に好循環をもたらしているとは言い難い現状にある。 
しまなみ海道は世界が注目するサイクリングコースとなったにも関わらず、その経済効

果を地元で吸収しきれていないといった課題が浮き彫りとなった。 

 

[中長期的な振興の在り方] 
 

今治市の総合計画では「今治市食と農のまちづくり条例」による有機農業や地産地消を

ベースに、魅力ある食のブランド基準を設け、プロフェッショナル人材を活用するなど、

地域の新たな食のブランドを構築することで「食の imabariブランドづくり」（今治市 2016

～2018年第 2次総合計画抜粋）を掲げている。 

 

当商工会は、「人」を呼び寄せ地域の賑わいを創出するために、『食』を一つの大きなテ

ーマとして取り上げ、新商品開発と６次産業化の推進を図り、１０年後を見据えた地域小

規模事業者全体の底上げの支援を行う。 

「地域に根を張り、企業に寄り添い、地域全体を深く考える商工会」を目指し計画に基づ

く小規模事業者への経営持続化のための伴走型支援を実施していく。また、地域社会環境

の変化に対応していくためにも関係機関等とより一層の連携を図り、管内の産業振興に向

けた取り組みの強化を図る。 

  その実践にあたって商工会は、飲食・宿泊業者及び地域関係団体との連携・情報共有に

より地域ブランド確立に取り組むと共に、自然豊かで住みよい地域づくりによる（Ｉ・Ｊ・

Ｕ）ターン増加を促すため、事業者が地域における役割を果たしていくことができるよう、

継続的な支援活動を行うことが必要不可欠である。 

 

 

【経営発達支援事業における取組み目標】 
  

  当地域の小規模事業者に共通する課題「売上の向上」「利益の確保」に対して、事業計

画の策定やその実行支援、インバウンド需要の獲得などを行うことで、当地域の多くの小

規模事業者の経営を維持させることを５年間の目標とする。 

 

（１）ビジネスプランに基づく経営の推進 

    理想とする５年・10年先の地域の産業を考えながら、地域に必要とされる事業者 

を育成するため、個社による明確なビジョンに基づき、需要創造・掘り起しや消費 

者ニーズを把握した経営活動を推進する。 

 

【目標】 ビジネスプランに基づく経営の推進 162 社 
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（２）事業承継を通じた小規模事業者の維持・増加 

しまなみ海道の知名度向上に伴い、国内外観光客の増加とともにニーズが多様化し 

ている事から、観光・サービス業において様々なビジネスモデルの出現が期待され 

る。これらを補完できる人材の養成と事業承継ニーズをマッチングし、事業者数の 

維持・増加を目指す。 

 

  【目標】 事業承継による創業・第二創業の推進 １５社 
 

 （３）「食」の独自ブランドの創出 

    「サイクリストの聖地」としての知名度向上に伴い、食品製造・観光サービス業を 

中心とした特産品開発・情報発信等により地域産業全体の底上げを行う。 

【目標】特産品開発 ５品 

 

（目標の達成に向けた方針） 

 （１）「事業計画策定を通して個別企業への伴走型経営支援」 

  ①巡回時のヒアリングにより、事業所の基本情報を収集し経営計画策定の資料として蓄 

積する。 

 

    数値内容 ア.売上 イ.販管費 ウ.粗利 エ.経営者報酬 オ.経営の方向性 

    現状課題 ア.ターゲット イ.チャネル ウ．販売促進 エ.調達・生産  

オ.商品・サービス カ.課金 キ.有形資産 ク.ヒト ケ.無形資産 

 

  ②蓄積した各情報の整理・分析結果を基に、個社支援の経営計画を策定する 

  ③経営計画を実のあるものにするためＰＤＣＡサイクルを取り入れた計画遂行を支援 

する。 

 

 （２）「事業承継による事業所数の維持及び拡大」 

  ①事業を継続的存続させるために、事業の可能性、事業承継の動機付け、事業承継方法、

事業承継計画、事業承継サポートや承継後の計画策定を支援する。 

  ②市、事業引継ぎ支援センターと連携し、創業・第二創業予定者と事業承継者のマッチ

ングを行い、創業者の支援も行う。 

 

（３）「観光振興の充実を軸にした観光産業関係事業者の経営状況底上げのための支援」 

①地域をイメージできる「食」の独自ブランドの創出と創出品の販路開拓実施による経 

 営維持・拡大への支援。 

②しまなみ海道（サイクリストの聖地）の地名の有効活用のための観光商品を創造の推 

進。 

 ③情報通信網を活用した地域（食情報・観光商品情報・物産情報）情報発信の推進 

④地域内関係事業者・関係諸団体による新観光事業（食・観光商品・販路開拓・情報発 

信など）推進のための専門組織設立の支援。 

「後述説明、しまなみ地域活性化研究会(仮称）」 
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上記、事業遂行のためには、愛媛県、今治市、行政関係機関及び地域金融機関、そして

特に、商工業者のうち地元飲食・宿泊業関係者との共有認識のもと連携を密にし、商工会

としての役割である経営支援機関としての地域経済動向及び需要動向を踏まえた小規模

事業者への伴走型支援体制基盤の構築を図る。 

 

 

【重点対象支援事業者】 

     飲食・宿泊業 ９２店 

 

重点対象支援事業者への中期的支援実績状況を踏まえながら、観光産業に関連性のあ

る業種（小売業）への経営支援の範囲を拡大・拡充し、長期的には、支援事業所数の増

加を図る。 

 

（選定理由） 

今治市の総合計画において「今治市食と農のまちづくり」「食の imabari ブランドづく

り」など、しまなみ地域を含めた今治市の振興計画が進められている。 

サイクリストの聖地「しまなみ海道」や国の重要文化財である大山祗神社(宝物館)・村

上水軍博物館など島の歴史・自然（観光資源）に興味を寄せる来訪者の一層の増加が期待

される。 

来訪者の増加に伴い、観光産業に関わるサービス内容の充実を望む声が増えてくるもの

と推察されるため、観光と密接なかかわりを持つ飲食・宿泊業を重点支援対象とする。 
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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】 
サイクリストをはじめ観光等の来訪者が増加するなど地域内の状況変化が生じてい

る中、飲食・宿泊業関係の地域小規模事業者に直結した企業経営の参考となる経済動

向や流入人口、購買金額等の情報収集・分析・情報の提供が不足していた。地域の小

規模事業者の必要とするデータの抽出や的確な情報提供方法を今後どのように行うか

が課題であり、以下の方法により事業を展開していく。 

 

（分析方法） 

  (1)しまなみ商工会管内の飲食・宿泊業（観光関連）を中心とした産業別の経済指標の状 

況を把握する。 

  (2)県内経済動向調査指標を活用し、飲食・宿泊業（観光関連）を中心とした産業別の経 

済指標の状況を把握する。 

  (3)中小企業景況調査の結果を全国・県内別に整理し、業種ごとのＤＩ（ディフュージョ

ン・インデックス）値により業種ごとの状況を把握する。 

   

(活用方法)  

(1)～(3)の分析結果を基に、現状と今後の景気・経済動向を予測し、消費者の消費傾 

向を把握し経営計画策定の資料とする。 

 事業者へは、(1)～(3)を集計・整理分析し、解りやすく加工した「しまなみ商工会景 

況調査結果資料」「県内経済動向資料」を作成し、四半期ごとの訪問時に情報提供する。 

また、ＨＰでの掲載も行う。 

 

（調査手段） 

 調査名 入手先 調査期日 調査方法 

(1)  
しまなみ商工会内

中小企業景況調査 
商工会で独自に実施 

6月､9月 

12月､3月 

管内の事業所を対象に商工

会職員によるヒアリング収

集 

(2)  県内経済動向調査 
総務省統計局 

愛媛県統計協会 
年 1回 

商工会職員による産業別経

済指標の収集･整理･分析 
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(3)  

 

県内観光客数と消

費額調査 
愛媛県 7月 

商工会職員が県内外の観光

に関する情報を収集・整理

分析 

(4)  

 

中小機構中小企業

景況調査 
中小機構 

6月､9月 

12月､3月 

商工会職員が業種毎に情報

を収集・整理分析 

 

(1)「しまなみ商工会内中小企業景況調査」 

①調査目的  管内の飲食・宿泊業（観光関連）を中心とした産業別の経済指標の推 

移を把握 

 ②調査期日  毎年度、四半期に１回 

③調査対象  商工会管内の重点支援対象事業者から抽出した３０社                         

※大島、伯方島、大三島から各１０社 

④調査項目  ⅰ 売上状況（売上高、客単価、客数） 

          ⅱ 仕入状況（仕入額、仕入単価、在庫数量） 

          ⅲ 財務状況（資金繰り、借入金の状況） 

          ⅳ 設備投資の状況（土地、店舗、什器備品） 

          ⅴ 経営上の問題点（購買力の他地域への流出、消費者ニーズの 

変化への対応等） 

 

(2)「県内経済動向調査」 

①調査目的  県内の産業別の経済指標の推移を把握 

 ②調査期日  年 1回 

 ③調査対象  総務省統計局「e-Stat」 

愛媛県統計協会「愛媛県統計年鑑」 

 ④調査項目  ⅰ 売上状況（売上高、客単価、客数） 

          ⅱ 仕入状況（仕入額、仕入単価、在庫数量） 

          ⅲ 財務状況（資金繰り、借入金の状況） 

          ⅳ 設備投資の状況（土地、店舗、什器備品） 

          ⅴ 経営上の問題点（購買力の他地域への流出、消費者ニーズの変化 

への対応等） 

 

 (3)「県内観光客数と消費額調査」 

①調査目的  県内への観光客の入込数や消費額の推移を把握 

 ②調査期日  年１回 

 ③調査対象  愛媛県作成資料「観光客数とその消費額」 

 ④調査項目  ⅰ 観光客数（県外、県内）・地区別観光客数と観光客推移 

        ⅱ 消費額 

ⅲ 地区別動向 

ⅳ 観光時期 

ⅴ 利用施設 
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 (4)「中小機構中小企業景況調査」 

①調査目的  全国の景気状況の把握 

 ②調査期日  毎年度、四半期に１回 

③調査対象  製造業・建設業・小売業・卸売業・サービス業から選定された 

全国 18,942 社の中小小規模事業者 

 ④調査項目  ⅰ 売上状況（売上高、客単価、客数） 

          ⅱ 仕入状況（仕入額、仕入単価、在庫数量） 

          ⅲ 財務状況（資金繰り、借入金の状況） 

          ⅳ 設備投資の状況（土地、店舗、什器備品） 

          ⅴ 経営上の問題点（購買力の他地域への流出、消費者ニーズの変化 

への対応等） 

 

（目 標） 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1) しまなみ商工会

内中小企業景況調査･

発行回数(a) 

0 4 4 4 4 4 

(2)県内経済動向調 

査･発行回数(b) 
0 1 1 1 1 1 

(3)県内観光客数と消

費額(c) 
0 1 1 1 1 1 

(4)中小機構中小企業

景況調査･発行回数     

(d) 

0 4 4 4 4 4 

(5)情報提供事業者 

 数(e) 
0 1010 1010 1010 1010 1010 

 ※特記事項 

 (a)(d) 情報を集計・分析し「商工会景況調査結果資料」を作成。訪問時に紙資料によ 

り提供する。またＨＰにも掲載する。 

(b)(c) 情報を集計・分析し「県内経済動向資料」としてＨＰで情報を提供する。 

(e)  管内の小規模事業者(1,010事業所) 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 
しまなみ商工会には、経営支援員(５名）が配置され、管内小規模事業者を対象とし

記帳継続指導により個別事業所の記帳自立のサポートや会計数値結果から経営力向上

のためのフォローを巡回や窓口相談での支援策として実施している。 

現在、「ネット de 記帳(※1)」及び「ブルーリターンＡ(※2)」を、個々の事業所の

状況に応じ、適した会計ソフトの活用による記帳指導を実施している。 

会計ソフトにより記録された数値は、ソフトの経営分析システムを活用すれば、個社
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の経営支援を行う上で大いに役立つツールである。また、金融支援の際にも、蓄積した

データを利用することは、金融機関に対しても信憑性のある数値として提出することが

可能となる。 

しかしながら、記帳以外で役立つ機能を備えた会計ソフト「ネット de 記帳」「ブルー

リターンＡ」を十分に生かし切れていないのが現状であり、数値分析の必要性、分析方

法、分析数値の活用方法などは認識に乏しく、個社の経営診断のツール・手法として生

かされていない。今後、以下に記す目標内容を新たに行う。 

 
(※1) ネットｄｅ記帳 …… 全国の商工会で導入の会計ソフト 

(※2) ブルーリターンＡ … 全国青色申告連合会が作成した会計ソフト 

 

（支援対象事業者） 

 しまなみ商工会(３島５町)内の飲食・宿泊業関係の小規模事業者 

 
（事業内容） 

当初の中期的事業として、飲食・宿泊業関係の小規模事業者を対象に、試算表・決算

書数値を基にした四半期ごとのデータ分析を実施する。 

 

<実施方法> 

① 支援対象事業所の四半期ごとの試算表データの収集 

② １年間集計の決算書データの収集 

 

<分析項目>  

 損益計算書数値 

  ①売上高  ②売上原価（製造原価）  ③販売費及び一般管理費 

貸借対照表数値 

①流動資産 ②固定資産 ③流動負債 ④固定負債 ⑤資本（元入金） 

をもとに、下記の分析を行う。 

 

   <分析内容> 

    [財務系分析] 

      ①収益性 … 企業の稼ぐ力を判断 

      ②活動性 … 資産を効率的に活用し大きな売上をあげているか判断 

      ③安全性 … 企業の借入金返済能力を判断 

      ④成長性 … 今後の企業の可能性について判断 

      ⑤生産性 … 生産要素を効率的に活用し、より多くの売上高や付加価値など

の成果を達成することが可能かを判断 

       などの定量的な分析を行う。 

[非財務系分析] 

  ①SWOT 分析 … 個社の外部・内部環境を基に強み・弱みなどを分析 

  ②外部環境 … 市場動向調査、競合状況、景気動向、地域の特性 

  ③内部環境 … 営業基盤、地域内でのシェア、販売力、技術力、取引商品 

  ④経営力  … 経営理念、経営への取組、後継者、人材教育 

   などを含めた定性的な分析を行う。 
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ＳＷＯＴ分析（資料は、個社へのヒアリングにより実施する） 

ＳＷＯＴ分析（参考） 

 

機会（自社のチャンスとなる外部要因） 

(例)来訪観光客の高まり 

  多様化する顧客ニーズ 

  求められるサービス品質 

 

脅威（自社を脅かす外部要因） 

(例)日本人口の減少 

  高齢化による人材不足 

  外食産業全体の市場低迷 

 

 

強み（自社の武器） 

(例)卓越した店舗経営ノウハウ 

  徹底したコスト削減 

  従業員の高いモチベーション 

 

 

弱み（自社の苦手なこと） 

(例)脆弱な財務体質 

  マネジメント人材の不足 

  個社の認知度の低さ 

 

<成果物の活用方法> 

① 財務系（定量的）・非財務系（定性的）で収集した情報を基に個社の財務面・経 

営面・労働面等の分析結果をペーパーにて支援対象事業所へ提示し、経営改善・ 

継続経営の支援資料とする。 

② 成果物は、ＰＤＣＡサイクルを活用した支援資料として四半期毎又は年 1 回支

援対象事業所に提供し、事業計画策定において方向性の判断材料として活かす。 

 

（支援体制） 

<会計ソフト利用の小規模事業者>  

抽出した数値データ①を基にした分析結果②の見方及び活用方法の支援を行う。 

 

<会計ソフト未使用の小規模事業者> 

全国商工会連合会が運営する「経営分析システム・統計分析システム」により決算 

書の見方及び数値面から自己事業所経営の見える化を実現し、現状把握及び改善事 

項のアドバイスを行う。また、必要に応じ情報機器の導入・活用の支援を行う。 

 

<新規に会計ソフト導入事業所への支援> 

限られた時間を効率よく活用するために、会計ソフト導入により記帳で縛られてい 

た時間を経営活動に転換することの推奨を行う。 

その為に、会計ソフト「ネット de 記帳」「ブルーリターンＡ」の新規導入事業所の 

増加を図るとともに活用スキル向上を支援する。 

 

（支援方法） 

前記（成果物の活用方法）で行った四半期ごとの個社の分析結果資料を基に、分析

内容の説明及び分析結果への対応についてＰＤＣＡサイクルを活用したフォローアッ

プ体制を確立し、稼げる店を実現するための支援を行う。 
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ＰＤＣＡサイクル   

①PLAN(計画) … 試算表・決算書・④(見直し)にて

抽出された数値を基に方向性を計

画 

   ②DO(実行) … 導き出された方向性(計画)の実行 

   ③CHECK(評価) … 前期と今期の分析結果の比較 

   ④ACT(見直し) … 見直し修正箇所の抽出 

 
 
（目 標） 

項 目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)経営分析実施事業者   

 数(a) 
0 30 31 31 35 35 

(2)経営分析支援回数(b) 0 120 124 124 140 140 

※特記事項 

(a)５年間で地域内小規模事業者 1,010 事業所の内、重点対象支援事業者を含めた 15％の

個社経営分析を実施することを目標とする。 

   31年度～33年度に、重点対象支援事業者（92店）の先行分析を行い、33年度から関連

性のある業種（小売業）へと広げていく。 

 (b)経営分析支援回数は、１支援事業者につき４回の指導を想定している。 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【支援に対する考え方】 
   これまで、しまなみ商工会は「大島石ブランド構築支援事業」「しまなみ空き家対策地

域活性化事業」等の様々な地域や団体に関した事業は展開してきたが、事業と連動した

具体的な個社支援までには至っていない。 
また、小規模事業者の多くは日々の業務に追われている。経営ノウハウの蓄積はある

ものの事業を客観的に見つめ直し経営計画・修正の策定を行う習慣がなく、中長期的な

計画性に乏しいことから設備の老朽化・陳腐化・人材不足や経営判断等において企業競

争力の低下を招いている。 
   このような状況を踏まえ、本年度からは地域経済動向調査や観光需要動向調査及び経

営分析の結果に基づき、早急に企業の経営体力や課題に応じて短期・中期・長期的なよ

り実践に即した経営計画の策定支援を行う必要がある。 
精度の高い経営計画の策定支援を可能とするために、愛媛県商工会連合会・愛媛県よ

ろず支援拠点・愛媛県内の金融機関や関係団体と連携し、一般的な経営計画はもとより、

創業・第二創業支援、事業継承支援、円滑な廃業に向けた取り組みなど、小規模事業者
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に寄り添った間断のない伴走型支援をスムーズに実施するための体制づくりが必要とな

る。経営計画の策定や支援にあたっては、下記の事業を行う。 

 

（支援対象事業者） 

前述の経営分析実施事業者・創業予定者 
  
（事業内容） 

 前述の経済動向調査や個社の経営分析を踏まえ、事業計画策定支援を行い、専門家・地

域金融機関・商工会連合会等の支援機関と連携し、小規模事業者と共に計画実現・目標

達成を目指し小規模事業者の事業の持続的発展を目指す。 

 
 （実施方法） 

 （１）前記の、経済動向調査・経営分析・需要動向調査結果を踏まえ支援内容の方向性 

を提示し、個社の経営計画策定支援を行う。 

 

①現状の把握 

個社ごとに行った経営分析結果をもとに、個社の強み・弱みを抽出し分析結果をフ 

レームワークで整理する。 

②経営計画の基礎策定 

フレームワークで整理した内容をもとに経済動向調査・需要動向調査情報も参考に  

しながら改善・対応策、事業の方向性を含めた経営計画の基礎策定を支援する。 

③中長期的な経営計画書の策定 

策定した基礎の経営計画書へ、数値面から目標売上高、目標損益（損益分岐点）、キ 

ャッシュフローや資金繰り計画を併せた具体的経営計画の策定を支援。 

 

（２）上記（１）の経営計画策定を遂行するために必要な知識・ノウハウ習得のための 

各支援セミナー・個別相談会を開催する。 

 

①経営計画・経営革新策定支援セミナー開催 

内  容：経営計画・経営革新策定に必要な知識の習得 

 実施方法：各本所・支所内で年 1回（３日間・６時間程度） 

 実施場所：しまなみ商工会宮窪本所（吉海・宮窪）、伯方支所、大三島支所（上浦・ 

大三島） 

 

   ②事業承継支援セミナー開催 

内  容：事業を存続維持のために必要な知識の習得 

実施方法：年２回、上期・下期各１回（各２時間程度） 

実施場所：しまなみ商工会本所 

 

   ③創業（第二創業）支援セミナー開催 

     内  容：創業を行うにあり必要な知識の習得。事業承継も念頭においた第２創 

業の支援を行い事業継続との連携も図りながら実施。 

     実施方法：年１回(２時間程度) 

     実施場所：しまなみ商工会 
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   ④個別相談会の開催 

     実 施 日 上記①②③のセミナー開催日に併せて実施 

     実施方法 毎回セミナー終了後、希望事業所毎に行う。また、相談内容に応じて 

訪問による個別相談も調整実施 

※専門家にも同行を依頼する。 

 

 ⑤周知方法 ⅰ セミナー開催チラシを作成配布。並行して、経営指導員・職員巡回

時に参加を推進 

ⅱ 商工会のホームページによる掲載ＰＲ周知 

 

（目 標） 

   多くの小規模事業者は、事業計画に基づいた経営が出来ていないケースが多い。こ

の成り行き任せの経営から脱却するため、小規模事業者の経営課題を解決し、持続的

発展を図るため前記(１)の経済動向調査や前記２．の経営分析等を踏まえた伴走型の

指導・助言に重きを置き事業計画策定支援を行う。 

限られた資源の再発掘による新商品開発のため地域内関係団体との連携強化におい 

ても新たな支援体制を構築する。 

支援の結果、創業に必要な経営方針（資金計画等のビジネスプラン作成）や取り組 

   み方について知識の習得や事業承継を念頭においた第二創業の支援を行い、創業者発 

   掘と事業存続事業所との連携も図りながら地域の活性と販路開拓を実施。。 

 

項 目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)経営計画・経営革新策定

支援セミナー開催数(a) 
0 3 3 3 3 3 

 (参加事業所数) (0) (30) (31) (31) (35) (35) 

(2)事業承継支援セミナー開

催数(b) 
0 2 2 2 2 2 

（参加数） (0) (15) (15) (15) (15) (15) 

(3)創業・第 2創業セミナー

開催数(c） 
0 2 2 2 2 2 

(参加数) (0) (10) (10) (10) (10) (10) 

(4)個別相談会開催数(d) 0 7 7 7 7 7 

（参加数） (0) (33) (33) (33) (36) (36) 

(5)経営計画策定事業者数

(e) 
0 30 31 31 35 35 

 ※特記事項 

 (d) 毎回、セミナー開催後に個別相談会を行う。参加者の 60％。 
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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】 

   小規模事業者は、地域に密着した事業展開を強みとしているが、昔ながらの勘と経験

に頼る家族型の経営を行っており、事業計画を策定したものの、実行段階で断念するケ

ースが見受けられるため定期的・継続的なフォローアップが重要となる。 

フォローアップとして、３ヶ月に 1回程度の訪問支援が必要と思われる。 

  的確なフォローアップを行うために、進捗管理による計画・実績差異分析を行うこと

により問題点を明確にし、月次の計画数値に対する計画の進捗度を管理していく必要が

ある。 

計画どおりに推移し、目標の数値結果を達成している場合は経過を観察し、未達成の

場合は、原因を究明すると同時に今後の計画実行の見直しと支援策について検討してい

く。 
 上記のフォローアップを実施・検証するには、個別事業所内でのＰＤＣＡサイクルを

確立させ、併せて支援機関として事務局の支援能力の強化も必要である。 
 

 

（支援対象事業者） 

経営計画策定事業者 

 

（事業内容） 

（１）事業計画実施にあたって必要となる専門分野に関する支援は、愛媛県産業技術 

研究所をはじめとした専門支援機関との連携を行い、小規模事業者に不足している 

専門的ノウハウ・知識の習得の支援を行い経営力向上に繋げる。 

 

（２）中小企業診断士等の専門家による個別相談会を開催し、専門分野の立場から見た 

  計画の進捗や現状での課題抽出、今後の取組への助言を行い計画達成に繋げる。 

   また、事業計画を作成した全ての小規模事業者を対象に支援団体による３カ月に

1 回の訪問を行い、事業計画実施中の新たな課題には究明・助言・指導を行い、必

要に応じ専門家との連携を図り経営計画の実施を支援する。 

 

  （３）新たな事業に取り組む場合は、計画に必要な資金として「小規模事業者経営発達 

支援融資制度」をはじめとした各種融資制度の紹介や制度の説明を行い、金融機関 
の助言も参考に円滑な資金調達を実現するための後方支援を行う。 

また、国・県・市等の助成金制度についても情報提供や効果的な活用の提案を行 

い、事業計画を着実に実行可能なものへと展開する。 

事業計画の展開にあたり、地域経済動向調査及び観光需要動向調査などから得 

られる定量的な情報の提供支援も行う。 
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<ＰＤＣＡサイクルによる支援> 

① PLAN(計画) … 経営計画策定事業所募集(※セミナー受講事業者等)及び支援 

職員によるアドバイス 

② DO(実行)   … 経営計画策定の実施 

③ CHECK(評価) … 専門家等による経営計画内容の評価 

④ ACT(見直し) … 評価に基づいて見直し 

 

（目 標） 

  計画期間中に策定した経営計画策定事業者全てのフォローアップを実施する。 

 

支援内容 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)フォローアップ事業者 

 数(a) 
0 30 31 31 35 35 

(2)フォローアップ延回数 

(b) 
0 120 124 124 140 140 

(3)専門家による個別相談 

会(c) 
0 1 1 1 1 1 

  (参加者数) 0 15 16 16 18 18 

(4)金融・助成金制度の活

用支援事業所数(d) 
0 30 31 31 35 35 

※特記事項 

(a) 重点支援対象（92事業者)のフォローアップを行う。必要ならば継続的支援も行う。

Ｈ34年度から関連性のある業種(小売業)へと対象事業所を拡げフォローアップする。 

(c) 経営計画策定事業所へ金融制度・助成金制度の情報提供を行う。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

［商工会の現状と課題及び改善点］ 

これまでの取り組みは、イベントでの不定期なアンケート調査や消費者の動向を事業者か

ら伝え聞く程度であり不十分であった。今後は対象商品を明確に絞った定点調査を行い、商

品開発や販路拡大に取り組む事業者へタイムリーな情報提供を行う。 

 

[調査経緯] 

しまなみ海道がサイクリストの聖地として国内外で関心が高まりサイクリストを含め「しま 

なみ海道」を訪れる観光客が増加しており、消費者のニーズを拾い上げる絶好の機会である。

地域の商品の知名度アップ・ブランド化のため、観光客が集まる３島「大島、伯方島、大三島」 

(※１)の道の駅において個社事業所商品のアンケート調査を行う。 
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[調査内容] 

 ①意向調査 1回の調査で３００名（各島ごとに１００名）※１ 

 

 ②調査手段・方法 （年間２回） 

サイクリスト・観光客が増加する５月・８月に、３島の「道の駅」において個社 

の商品を試食してもらい、商工会職員が聞き取りの上アンケート票へ記入する。 

 

③調査商品 企業の販売商品 

ⅰ海産加工品 ：練り製品、海苔、伯方の塩、水軍みそ、レトルト食品(５商品) 

ⅱ農畜産加工品：柑橘、ワイン、ハム、はちみつ、ビール(５商品) 

※地区（島）ごとの商品でそれぞれ異なる事業所の商品 
            大 島：練り製品、海苔、水軍みそ、ハム、 
            伯方島：伯方の塩関連商品 
            大三島：柑橘、ワイン、蜂みつ、ビール、レトルト食品 
 
 ④分析手段・方法 

       調査結果は、いよぎん地域経済センター(IRC)の専門家に意見を聞きつつ、経営

指導員が分析を行う。 

       ※IRC：「調査」「教育」「相談」を軸に地域づくりをサポートする事業を展開して

いる。 

 

 ⑤調査項目 基本情報：年代、性別、居住地域 

食品情報：味、食感、容量、価格、見た目、パッケージ等 

 

［成果の活用方法］ 

職員間で、アンケート調査結果資料をもとに消費者ニーズを導き出し、各商品の魅力向上の

ための必要な助言資料を作成。作成資料は、商品アンケート実施事業所へ提供し経営支援ツ

ールとして活用していく。 

 必要に応じ、商品開発・販路開拓の専門家とのマッチングを支援する。 

 

[目 標] 
項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①アンケート調査・

分析回数 
0 2回 2回 2回 2回 2回 

②アンケート収集数

(年間) 
0 600件 600 件 600 件 600 件 600 件 

③アンケート実施・

集計結果情報提供 

事業者数 

0 10社 10社 10社 10社 10社 

 ※②１事業所 1商品の調査内容を 1枚のアンケート用紙にまとめる。 
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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】  
                                                               

[商工会の現状と課題] 

当地域の小規模事業者の多くは、既存の取引先・顧客をベースとした経営を行っている事業

所が大部分であり、少子高齢化・人口減少による顧客の減少や経済環境の変化による顧客ニー

ズを把握できていない。また、商工会による販売機会の提供は、単発的なイベント開催や出展

に留まり、一過性の効果で終わっていた。 

 

[今後の支援に対する考え方] 

アンケート調査（前述）で得られた顧客ニーズ・地域別動向をもとに、支援対象者のターゲ

ットとして最適な販路の拡大方法を提案する。特に、消費者の情報収集手段がスマートフォン

やパソコンなどのＳＮＳ利用に移行していることから、小規模事業者が低コストで販路拡大に

つながる方策にも注力していく。（ネット販売） 

  また、個社の販路拡大のため商談会の情報提供を行い、積極的な商談活動を支援する。 

 

（１）ネット販売事業（Ｂ to Ｃ） 

事業者が消費者ニーズに沿ったＷＥＢコンテンツの作成にあたり県内やミラサポ等の専門

家のあっ旋と事前準備の支援などのフォローアップを行う。 

 

[事業内容] 

 

①事業者が開設するオンラインショップでの販売チャネル拡充への支援 

   全国商工会連合会が運営する小規模事業者支援システム「ＳＨＩＦＴ」を活用したホーム 

  ページ作成と販売システムの構築支援を行い、商品・サービスのＰＲと買い物かごを使った

オンラインショップ開設のための支援。 

 

ⅰ支援対象 

   ・自社ホームページを開設しオンラインショップによる販路開拓に取り組む事業者 

 ………(Ａ) 

ⅱ支援内容 

開設前支援 

Ｗｅｂサイト作成にあたり、商品の強みを顧客に伝えるため、以下の徹底を促す。 

・自社と商品・サービスの強みを顧客目線でＰＲできるサイト設計となっているか。 

・顧客ターゲットを明確にし、対応するコンテンツが用意されているか。 

・ターゲット顧客が検索すると予測されるキーワードの設定やＱ＆Ａが用意されているか。 

・ブログやＳＮＳを活用した記事更新を通じ、会社・人・商品の動向をシームレスに提供 

できる体制が構築されているか。 

   

支援方法 

・オンラインショップ開設に必要な知識習得支援 

・「ＳＨＩＦＴ」活用のためのセミナー開催 

・専門家を招へいした個別指導の実施 

 

開設後支援 

無料で使えるグーグルのＷＥＢ販促ツールを活用し、ネット販売の問題点や効果を測定する。 
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  ・Googleアナリティクス 

サイトの訪問者数、住居地、訪問方法(Facebook・Twitterなど)の訪問者情報を把握し 

集計内容を個社に提供する。 

  

支援方法 

・Googleアナリティクスのデータ取得方法及び分析・活用方法の支援。 

・専門家を招へいした個別指導及び集団指導のセミナーを実施する。 

 

②モール型ＥＣサイトを活用した販路開拓支援 

   ホームページの運営・管理に手間を割けない事業者には、amazon、楽天などの大規模ＥＣ 

モールをはじめ、全国商工会連合会が運営する「ニッポンセレクト」など、既存のＢtoＣプ 

ラットフォームを活用した出品による販路開拓のための支援を行う。 

 

ⅰ支援対象 

  ・既存販売サイトに出品する事業者 ･････････（Ｂ） 

 

ⅱ支援内容 

出品前支援 

  ・サイト内での商品構成・顧客層・集客、サイト使用手数料・配送方法などを勘案し、事業 

   者の商品特性に合った出品先を選定する。 

  ・顧客ターゲットを明確にし、出品商品の効果的な紹介記事や写真掲載へのアドバイスを行 

う。 

 

支援方法 

   ・モール型ＥＣサイトの特徴など情報を収集・提供する。 

・専門家を招へいした個別指導及び集団指導のセミナーを実施する。 

 

出品後支援・支援方法 

前述「①事業者が開設するオンラインショップでの販売チャネル拡充への支援」で実施す 

  る支援策内容・支援方法と同様である。 

 

[目標] 

 

 

 

 

 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

HP 活用による販路開拓 

事業者数(Ａ)+(Ｂ) 
0 10社 10社 10社 10社 10社 

商品登録品目数/社 0 20 ｱｲﾃﾑ 20 ｱｲﾃﾑ 20 ｱｲﾃﾑ 25 ｱｲﾃﾑ 25 ｱｲﾃﾑ 

平均売上増加率 0 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 
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（２） えひめが誇る「すご味」「すごモノ」商談会参加事業（Ｂ to Ｂ） 

  松山市内で開催される商談会への参加を促すとともに、出展前後及び出展時の支援を行い   

新たな販路先開拓のための情報を提供する。 

 

①商談会の内容 

・出展事業所 １０事業所（商品アンケート実施企業） 

・特 徴   食品及び非食品を対象とした県内最大規模の商談会である。首都圏の百貨店や

専門店のバイヤーが多数招へいされる。 

・時 期   例年１月開催 

・主 催   愛媛県商工会連合会 

・規 模   参加バイヤー４０社、全出展事業者１５０社程度参加 

 

②支援対象者 

  地域の資源（農林水産物など）や気候や地域の特性を活かして商品化を行い販路開拓に取

り組む事業者。 

 

③支援内容 

ⅰ出展前支援 

・商談に際して、効果的な商品シートの作成を指導する。 

・商品のマーケティングとして、商品の課題を「誰に、何を、どのように聞くか」など明確

なヒアリングシートの作成支援を行う。 

 

ⅱ出展時支援 

・商談ブースに同席し、商談シナリオや時間配分を管理し、バイヤーの重要なアドバイス等

を記録する。 

 

ⅲ出展後支援 

・商談先の基本企業情報や催事（予定・内容など）情報及び商談会時のアドバイス等の顧客 

情報リストを作成し、今後のアプローチのためのデータとして活用できるように支援す 

る。 

・商品課題の調査結果を検証し、商品計画の見直しやマーケティングプロセスの実行を支援  

 する。 

・バイヤーニーズにもとづく商品開発や改良にあたり、よろず支援拠点のアドバイザー等を 

 活用した専門的な支援を行う。 

 

[目標] 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商談会へ

の出店 

参加事業者数 0 10社 10社 10社 10社 10社 

成約件数/社 0 1件 2件 2件 2件 3件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

【しまなみ地域ブランド創出支援事業】 

 

【現状と課題】 

「しまなみ海道」地域は、周りを海に囲まれた風光明媚な自然環境と豊かな瀬戸内海

の幸に恵まれ、美しいデザインの全国でも稀な自歩道（サイクリング道）を併設した架

橋を含めた沢山の観光資源があり、多くの観光客やサイクリストが景観や食を求めて訪

れている。 

  これまで、個々の企業や各種団体が地域の活性化に向け独自の取り組みを行っていた。 

残念ながら、各自・各団体とも地域に対する思いは他に負けないだけの熱意は持って

いるものの協調性に欠け空回りが現状であった。 

今後の地域活性化においては、共有の認識の下、地域内の産業・団体間の連携を醸成

し、共通認識の基準のもと商品やサービス提供の質の向上により「地域のイメージアッ

プと地域のブランド化」を図る。 

また、特徴のある「しまなみ地域」の地域資源の活用は、観光産業振興への取組手段

の一つとして、地域ブランドを確立する上で今後検討すべき重要な課題である。 

既存イベントを活用し、いかに地元住民に本事業をＰＲし、地元事業所の活力をアピ

ールすることにより地域住民と一体となり本支援計画をいかに効率的・効果的にマッチ

ングさせ、新たに創出する『食』を含めた「しまなみブランド」の魅力をいかに認知し

てもらえるかが課題である。 

課題解決にあたっては、関係他団体と連絡を密に図り、共有認識のもと下記事業 

を実施する。 

 

 

（事業内容） 

（１）地域ブランド創出及び推進計画 

行政及び観光推進協議会・旅館・飲食組合・専門家・漁協などで構成された「しま 

なみ地域活性化研究会（仮称）」を開催する。 

開催にあたっては、地域小規模事業者である飲食・宿泊業者を対象にしまなみ商工 

会地域及び今治地域・しまなみ海道周辺の活性化に向け観光振興、地域ブランド開発 

の中・長期計画の協議・検討を行い意識の共有を図る。 

〈開催回数〉 年２回 

〈協議内容〉 下記(2)～(4)の事業について協議・検討する。 

 

（２）地域資源を活用したオリジナルメニューの創出 

飲食・宿泊業や付随する小売業、製造業等の新たな事業機会の創出を目的として、 

地元の飲食組合等と連携を図り意識を共有する。 

そして、しまなみ海道の背に吹いているサイクリングブームの追い風を味方に「し 

まなみ地域」の食材を活かした、当地に来なければ食せない、体験できない「ご当地
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グルメ」を開発し、地元経済が潤う仕組み作りの創出を支援して地域小規模事業者の

経営力向上を図る。 

※レシピ考案研究会開催 … 年間６回 

（３）観光資源を活用した体験型観光の提案 

当商工会地域は、「しまなみ海道(大橋)」の中で３つの島を管内に持ち、島内に５か所

の特色ある展望台施設がある。「亀老山（きろうさん）展望公園（吉海町）」から望む来

島海峡大橋の三連吊橋は世界でも珍しく、360 度のパノラマは絶景で「しまなみ海道」

屈指の観光スポットである。 

しまなみ商工会が中心となり、今治市及び観光推進協議会や各種団体で構成さ 

れた「しまなみ地域活性化研究会(仮称)」内部において連携と共通の認識のもと、

この「しまなみ絶景ポイント」を利用したスタンプラリー等の体験型観光の仕組み

づくりや、雨天の日でも実施可能なイベント（全天候型観光地の提供）の企画を行

い、地域外からの来訪者勧誘を行い、地域の情報発信並びに小規模事業者の活性化

に結びついける。 

 

<しまなみ商工会内展望施設> 

 ① 亀老山展望公園（吉海町） 

② カレイ山展望公園(宮窪町) 

③ 開山公園（伯方町） 

④ 立石展望台(上浦町) 

⑤ 鷲ケ頭山自然研究路（大三島町） 

 

 <しまなみ地域活性化委員会(仮称)> 

  ※後述の連携体制図を参照 

 

（４）地域ブランドＰＲ 

(1)～(3)の取り組みで出来上がった観光資源・地域資源の具体的な活用のため 

の成果物は、商工会・小規模事業者や関係団体等のＨＰ(ホームページ)・ＳＮＳ(ソ

ーシャルネットワークサービス)・紙媒体(パンフレット等)による積極的な情 報発

信を行い需要の開拓を行う。 

なお、計画実施にあたり、しまなみ海道沿線や隣接する商工会・商工会議所との

連携を今まで以上に密にし、明らかになった課題については相互の共有課題として

共有し解決に取り組み、小規模事業者の安定した企業運営のために傾注する。 

 

  （５）創業・第２創業 

     地域ブランド創出・観光資源発掘の実施に伴い、商工会として農商工連携（６）

次産業化を含む）・創業・第２創業に向けた支援を行い、地域内産業の創出及び既存

小規模事業者の事業継続に取り組む。 
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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）経営支援全般 

愛媛県全域を 4（東予・中予・西予・南予）ブロックに分け、東予ブロック(土居

町商工会、周桑商工会、越智商工会、しまなみ商工会、上島町商工会)では、全職員

対象ほか女子職員対象の研修会を年間２回程実施し、通常の事業所支援では研修に

より成果が出ている。一方、個々の事業所に対する経営支援では必要な基礎データ

の収集と分析情報が不足している。情報不足を補うため、全国連様式の「経営状況

まとめシート」を活用した情報のデータ化を図り、職員による情報の共有を行い小

規模事業者への支援資料として蓄積し支援に活用していく。 

「経営状況まとめシート」作製にあたって、地域商工会内の勉強会や東予ブロッ

ク商工会・県商工会連合会との連携によりスキルアップを図る。 

 

（２）専門支援 

小規模事業者から相談された課題のうち商工会での支援が困難と思われる案件で

は、必要に応じより専門的支援ノウハウを蓄積している愛媛県よろず支援拠点、愛

媛県商工会連合会内部に組織された広域サポートセンター等と連携協力のもとに支

援を行う。 

技術的な課題については、愛媛県産業技術センター、事業承継支援センター等の

公的機関に協力を依頼する。 

また、巡回により個々の相談案件を積極的に拾い出し、ミラサポや専門家派遣事

業なども有効に活用し、年間１０回程度の支援を行いながら新ノウハウも蓄積し商

工会職員の支援能力の向上も図る。 

 

（３）金融支援 

事業経営を行ううえで、必要となる資金の見極め方や効果的な資金の活用方法等

について、専門機関である（株）日本政策金融公庫新居浜支店が開催する年１回の

「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」に参集した管内（東予ブロック）商工会・商

工会議所の経営指導員と支援状況や支援方法などの情報交換を行い、スムーズな金

融支援体制を構築する。 

管内の（株）日本政策金融公庫支店はもとより、連携が希薄であった民間金融機

関支店と積極的に情報交換を行い、事業者の金融相談に対して有効かつ効果的な支

援が実施できるよう連携体制を構築する。 

また、金融機関や専門家の指導を受け、事業所の決算数値を基にした財務分析能

力の向上に取り組む。 

 

（４）税務支援 

小規模事業者の経理状況や事業承継など事業に関わる税務内容の支援を行うため

に、青色申告会（愛媛県・今治地方連絡協議会）と年１回の情報交換を行う。 

また、専門的な税務支援においては、税理士会・税務署などの税務関係団体と連

携し、小規模事業者が必要とする専門的な税務情報を迅速に提供・助言することに
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より事業所の負担軽減を図るとともに、経営に関係する「税」の知識向上を支援す

る。 

税務署・税理士会・青色申告会との連携により、事業の記帳・申告等に必要な相 

談会の実施による支援を行う。 

 

（５）地域振興支援 

「しまなみ海道」や「越智諸島」の地域性を視野に中・長期的な地域振興を実践

するには、行政及び観光推進協議会・旅館・飲食組合・専門家・漁協などで組織す

る「しまなみ地域活性化研究会(仮称)」を組織し、年２回相互の意見・情報交換を

行いながら地域振興のための地域の強み・課題や取り組み内容など情報・意識の共

有を図り、地域の個と面的な取り組みに広げていく。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

   全国商工会連合会や愛媛県商工会連合会が主催する研修に加え、今後「売上や利益の

確保を重点に置いた」支援能力向上を図るため関係機関が主催する短期又は長期の研修

に年 1 回以上は積極的に参加し、幅広く県内外の商工会地域の商工会職員と情報交換を

行い研鑽する。経営指導員としての小規模事業者への提案能力や支援能力の向上を図り、

伴走型サポートを確実に反映させる。 

   経営支援員においても今後「売上や利益の確保を重点に置いた」支援能力向上を図る

ため基本的な金融・税務・労働および経営支援業務がおこなえるように愛媛県商工会連

合会の研修会に参加するとともに経営指導員や本所・支所間の経営支援員との連携を密

にし、小規模事業者への伴走型サポートができるよう努める。 

   また、若手育成の為にＯＪＴを活用し、事業所への応対方法や情報収集方法等を事務

所内で学ばせ本人の自覚や支援能力の向上を図る。 
   さらに OFF-JT を活用し若手育成や職員の資質・指導能力向上の為に積極的に中小企

業大学校や中小企業基盤整備機構等が実施するセミナー等への参加が可能な体制を整え

る。  

   経営指導員や職員が取得した支援ノウハウや事業者の経営分析結果などを商工会内の

パソコンに共有できるフォルダにまとめ情報共有化を図る。また、事業所から収集した

決算数値・金融数値、経営状況まとめシートにより記録した基礎データは、基幹システ

ム(※6)によるデータ管理を行い、全職員で情報共有を行い職員の異動時にも対応が可

能な効果的な経営支援体制を充実させる。 
また、事務局長と経営指導員３人とで開催している「経営改善会議」において現在の

経営発達事業の現状や支援内容について認識を共有する。さらに、各支所においては職

員間の情報一体化を図るため始業に先駆けてミーティングを行う。 
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  (※6)基幹システム：事業所情報のヒアリングを支援するツール。事業所情報の参照やデ

ータ登録による事業者の情報整備を行うもの。（愛媛県商工会連合会運営） 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

  毎年度、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

証を年１回行う。 
 

（１）商工会の役員で構成する事業評価委員会に外部委員を招へいし、事業の実施状況、

成果の評価・見直し(案)の提示を行い、意見を求める。 

 

構成員 

① 内部委員（7名） 

会長、副会長(2名)、理事(2名)、青年部代表(1名）、女性部代表（1名） 

② 外部委員（3名） 

今治市  （1名）、中小企業診断士（1名）、顧問税理士(1名) 

③ 事務局 （11名） 

事務局長（１名)、経営指導員（3名）、経営支援員（5名） 

記帳指導員（2名） 

 

（２）本会の理事会において、評価・見直し（案）の方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直し（案）の結果は、総代会にて報告し承認を得た後、しま 
なみ商工会（https://www.shimanami.or.jp/）に掲載し、計画期間中公表する。 

（４）決定された方針(案)に基づき、必要に応じて内容の方向修正を行い、継続性・成長 

性のある事業とする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 11月現在） 

（１） 組織体制 

 

①役員 

役職等 氏    名 

会 長 （１）  村 上 友 則 

副会長 （２）  村 上 博 典 ・松 岡 一 誠 

理 事 （26） 

 藤 田   毅 ・上 川 正 広 ・平 田 満 則 ・緒 方 範 光 

髙 瀬 宣 貴 ・矢 野 大 洋 ・越 智 功 一 ・益 田 秀 男 

土 岐 栄 剛 ・村 上 勇 策 ・馬 越 義 人 ・野 間 圓 夫 

馬 越 一 矢 ・上 窪 幸 知 ・髙 本   慎 ・亀 田 文 也 

近 藤 光 雄 ・菅      司 ・藤 友   進 ・藤 原 一 成 

脇 谷 敏 明 ・稲 垣 陽 二 ・八 崎 秀 男 ・藤 原 史 宣 

門 岡 照 佳 ・中 司 みなえ 

監 事 （２）  織 田 弘 光 ・渡 辺 稔 雄 

 

 
②事務局 

 

  【総括責任者】 事務局長：田窪政博 

事 業 名 主 副 

経営力強化支援事業 (経営指導員) 池田 潔 
(経営支援員) 曽我真紀 

(経営支援員) 吉村由佳子 

しまなみ地域ブランド 

創出事業 
(経営指導員) 水木 要 

(経営支援員) 河野美恵 

(経営支援員) 澤岻尚哉 

需要(動向調査・開拓)事業 (経営指導員) 村上哲男 
(経営支援員) 澤﨑公亮 

(記帳指導員) 池田紀子 

職員資質向上事業 (経営指導員) 水木 要 
(記帳指導員) 金子 優 

(一般職員) 小原なつみ 
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（２） 連絡先 

 

   しまなみ商工会 

 

 本所・宮窪支所 

             〒794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪 2822-9 

             TEL：0897-86-2130  FAX：0897-86-3792 

             Mail：shimanami@shimanami.or.jp 

 

 

            

           伯方支所 

             〒794-2305 愛媛県今治市伯方町木浦甲 3437-3 

TEL：0897-72-0026  FAX：0897-74-0018 

             Mail：hakata@shimanami.or.jp 

 

            

 

           大三島支所 

             〒794-1304 愛媛県今治市大三島町宮浦 5703 

             TEL：0897-82-0795  FAX：0897-82-1311 

             Mail：oomishima@shimanami.or.jp 
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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 31年度 

(4月以降) 
平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 7,550 7,300 6,900 5,650 5,650 

 

事業計画策定・実施支援

事業費 
1,300 1,300 1,300 1,000 1,000 

経済(地域)動向調査(ア

ンケート)事業費 
750 750 750 500 500 

需要動向調査 

(アンケート)・経営分析

事業費 

200 200 200 100 100 

需要開拓支援事業費 3,650 3,400 3,000 3,000 3,000 

地域経済活性化支援(会

合)事業費 
1,200 1,200 1,200 600 400 

資質向上対策事業費 300 300 300 300 300 

事業計画評価・委員会事

業費 
150 150 150 150 150 

（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 

 

会費収入、県及び市補助金収入、経営発達支援計画実行支援事業、各種事業収入、 

委託事業収入等 

（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。 

 

 



２８ 
 

（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 

 今回の取組にあたっては、効果的・効率的な事業運営が求められる。取り組みに当たり、

地域経済の底上げの一手段として「しまなみ地域活性化研究会（仮称）」を組織し、年２回地

域の観光産業関係団体、行政及び関係諸機関と連携・協調・共有を創出しながら事業展開を

行う。 

連携者及びその役割 

 

１ 

名称 今治市宮窪支所 代表者 白石 泰志 

住所 愛媛県今治市宮窪町宮窪 2668 ＴＥＬ 0897-86-2500 

役割 

商工会を所管する行政窓口として、地域振興計画における情報提供及び

地域活性化に関する他の部・課所管事業との総合調整を行い、地域の取

組を支援する。 

２ 

名称 今治旅館組合（島嶼部地区） 代表者 藤原 一成 

住所 愛媛県今治市大三島町宮浦 5467 ＴＥＬ 0897-82-0565 

役割 

レシピ考案研究会において取り組む地域限定メニュー「ご当地グルメ創

出」を支援する。新たに創出したメニューを観光客等へ周知ＰＲするた

めの支援を行う。また、観光客の流入増加やおもてなしなどサービス向

上に関する協力を行う。 

３ 

名称 
大三島観光推進協議会 

(島嶼部５支部代表) 
代表者 藤原 一成 

住所 愛媛県今治市大三島町宮浦 5708 ＴＥＬ 0897-82-0500 

役割 

地域での交流人口を増加させるため観光資源の再整理を行い、観光ＰＲ

やホームページ等を通じて地域の魅力を町外・国外に浸透させる。イベ

ント実施による地域活性化の支援を行う。 

４ 

名称 宮窪町漁業協同組合 代表者 高取 武則 

住所 愛媛県今治市宮窪町宮窪 2700 ＴＥＬ 0897-86-2008 

役割 

地域の水産資源を活用した６次産業化・農商工連携への取り組みを支援

する。ご当地グルメ創出において、安定した資源の確保体制の作りの支

援をする。 



２９ 
 

連携体制図等 

 
地域内外の連携体制は以下の通りとし、協議事項、取り組み内容によっては愛媛県商工会

連合会、地域金融機関、専門研究機関等もメンバーを加えて実施する。 

 

 

 

 

 

 

しまなみ地域活性化研究会（仮称） 

 

今治市 

しまなみ商工会 

観光協議会 
５支部 

宮窪 
漁業協同組合 

飲食組合 
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