
経営発達支援計画の概要 
実施者名 
(法人番号) 

周桑商工会 （法人番号：4500005004636） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目 標 

１．経営の方向性の明確化を図る 
経営戦略と経営計画を明確にするための経営計画策定支援を行う。さらには、経営の方向性を導き出す

ことに消極的な小規模事業者をも感化し、小規模事業者の自立を促す。 
２．成功事例の創出による人材育成を図る 

小規模事業者を取り巻く環境は激変している。マーケットインの考えの浸透や新事業へのトライ、マッ

チング支援、新需要開拓等によるビジネスモデル再構築の個社支援を進め、成功事例をつくり、小規模事

業者の経営意欲の喚起や地域活性化のリーダーを育成する。 

実施内容 

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 

  ㈱西条産業情報支援センターを拠点とした産学官金各機関と２ＪＡとの連携による「地域経済懇談会」

 での地域経済情報と経済専門誌等からの経済情報を収集整理した地域経済動向をＳＮＳを活用して随時小

規模事業者に提供する。 
２．経営状況の分析に関すること 

  地域小規模事業者の経営状況調査を行い、定量分析や定性分析により経営課題を抽出し、専門家派遣や

 指導員等の定期巡回訪問により具体的課題解決支援に結び付ける。 
３．事業計画策定支援に関すること 

  事業計画作成セミナーを開催し経営計画策定に関するノウハウを指導するとともに、指導員等の巡回指

導・窓口指導を主体に計画策定を行う。個別専門的な課題に対しては専門家派遣にて随時対応する。一方、

創業や事業承継ニーズについてもセミナーを開催し支援に努める。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画策定後のフォローアップとして３ヶ月に１回程度の巡回訪問による計画の進捗状況把握に努 
め、㈱西条産業情報支援センターとの定期協議により効果的なフォローアップを実施する。一方、支援機

関の支援策を活用して、課題に応じて専門家派遣を行なう。 
５．需要動向調査に関すること 

  周ちゃん広場など６か所の産直市での消費者動向調査並びに日経テレコンのPOSデータやRESASでの
農産品や農産加工品の売れ筋や新商品情報を収集して分析・整理の上、商品化や役務の提供につながるよ

うＳＮＳ等活用して随時情報を提供する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  西条市では６次産業化の取組みが進んでおり、豊富な地域資源を活用した商品化を進める。小規模事業

 者の弱点である販売力を支援するため、展示会や商談会の活用のやネット通販での支援も進めていく。な

お、ブランディングに注力したＳＮＳの活用をあげていくことについても支援する。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  経営意欲を喚起し経営戦略、経営理念の進展を図るとともに地域活性化のリーダー育成のため「次世代

経営塾」を開講する。講師陣には多彩な講師を招聘して塾参加者の視野を広げていき、地域経済の活性化

につなげていく。 

 
連 絡 先  
 

 〒791－0508  愛媛県西条市丹原町池田 1711－1 
 周 桑 商 工 会 経営発達支援事業担当課 ＴＥＬ0898－68－7244 ＦＡＸ0898－68－3544 
 E-mail info@shusou.or.jp  URL http://www.shusou.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 
【現 状】 
  平成１６年１１月１日に旧西条市、東予市、丹原町、 
小松町の２市２町による合併により現在の「西条市」が 
誕生するとともに平成１９年４月には、丹原町商工会と 
小松町商工会が合併し、現在の「周桑商工会」がスター 
トした。 
西条市は、愛媛県東部に広がる道前平野に位置し、北 
は瀬戸内海の燧灘に面し、北西は今治市、西は東温市、 
南は久万高原町と高知県いの町、東は新居浜市と接して 
いる。 
平野部に肥沃な農地が広がり、良質で豊富な地下水に 
恵まれていたため、古くから農業をはじめ、酒造や手す 
き和紙などの利水産業が盛んであった。 
経営耕地面積は四国第１位（２０１０年世界農林業セ 
ンサス）の規模を誇り、生産量国内トップクラスの愛宕 
柿や裸麦、春の七草をはじめ、生産量県内第１位の水稲、 
きゅうり、メロンなど、多品目の農産物を産出している。 
また、養鶏（採卵鶏）や養豚などの畜産業も盛んである 
とともに、ワタリガニや車えびなどの海産物にも恵まれ 
ているほか、海苔養殖などの栽培漁業も盛んに行われている。 
第２次産業についても昭和３９年の「新産業都市」の指定や、昭和４８年の黒瀬ダムの

完成、100 万坪の大規模臨海工業用地が造成されたことを契機として、半導体製造工場、
鉄鋼・機械工場、飲料工場、電子機器製造工場や造船工場などの立地も進み、第１次産業

及び第２次産業共に就業者割合は全国及び愛媛県の割合を上回っている状況である。 
産業別の就業者数割合（2010年）
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このような経済環境のなか、企業誘致により地域経済の活性化を図る「誘致外来型」の

産業経済から、新規産業の創出やベンチャー企業の創業支援により地域活性化の原動力を

強化する「内発型」の産業政策への転換を図るため、平成３年には新居浜・西条広域圏を

網羅する（公財）えひめ東予産業創造センターが設立され、また平成１１年には、西条市

が公設民営型の産業支援機関（西条市産業情報支援センター）を設立し、㈱西条産業情報

支援センター（サイクス）が中心になって積極的な内発型の産業振興事業を実施してきた。

さらに、平成２７年 1 月には、西条市が提案した「四国経済を牽引する【総合６次産業
都市】推進計画」が四国で唯一、国の地域再生計画の認定を受け、国が推進する地方創生

のモデル事業として位置付けられた。これを受けて西条市と愛媛大学などの高等教育機関

が連携して地域創生事業に取り組む拠点として平成２８年４月に西条市地域創生センター

を開館し、総合６次産業の仕組みづくりへ貢献できる高度専門人材の育成を行うと共に、

工業分野も含めた産学官金連携事業、研究者養成事業を推進することとしている。 
 
小規模事業者内訳              商工会独自の調査     （27.4.1現在） 

区分 建設業 製造業 
卸売・ 
小売業 

宿泊・ 
飲食業 

サービ 
 ス業 

その他 計 

商工業者数 152 103 173 58 172 55 713

うち小規模 
事業者数 

150 87 167 58 171 52 685

【課 題】 
 課 題 
周桑商工会経営発達支援計画策定のため、「経営発達支援計画策定推進事業」（２７年 
度全国連事業）の採択を受け、商工会三役のほか商業・工業・建設・青年部・女性部の各

部会長及び中小企業診断士を構成員とした経営発達支援計画策定委員会を商工会内に設置

し、計画の骨子となる地域小規模事業者が抱える問題把握のための事業所アンケートの実

施や経営発達支援計画策定に向けて委員会を重ねた。 
小規模事業者の現状把握に実施したアンケート調査（下表のとおり）からは、抱える問

題や解消すべき課題抽出を進めた。設問「会社の重要課題」として挙がってきた問題は①

売上減少 ②人材育成 ③利益率の減少 ④人手確保 ⑤後継者難 ⑥競争激化……と続

いている。問題とは表れている事象であり、問題を解決するための課題をピックアップし、

課題の解消に努めることが重要で、今回のアンケートで浮び上った上記問題を解決する課

題として「人材育成」、「人手不足」、「経営の方向性の明確化」に取り組むことが事業所か

ら求められている。別の設問「地域経済が元気でない理由」での設問にも“地域づくりに

熱心な人がいない”との回答が多くあった。また、「会社活性化のために商工会に望む事業」

での設問では①補助金その他各種施策のきめ細やかな案内 ②経営者の勉強会 ③販路開

拓支援 ④経営計画策定支援」が上がっており、将来の経営に対する方向性の明確化に高

いニーズが示されている。 
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  課題のまとめ 
（１）当地域における小規模事業者の課題 
① 地域の強みである農産品や観光農園といった地域資源を個々の経営の中に取り込め

ていない。 
② 食料品製造業者は開発した商品の販路開拓がうまくいっていない。 
③ 廃業者数が創業者数を上回り、地域の雇用力やサービス提供力が低下している。 
④ 人口減少や高齢化や後継者不在のため、リスクを伴った経営の新たな取り組みが難し

い。 
 

（２）小規模事業者の課題に対する、商工会の取組み課題 
① 経営計画作成支援においては経営分析が中心で、地域経済動向や需要動向の把握がで

きていなかったため、小規模事業者の支援ニーズ変化や経営目標を捉えた対応が不十

分である。 
② 事業計画作成支援が中心だったため、その実行段階での支援が不十分であった。 
③ 物産展・商談会など販路開拓支援については支援が十分ではなかった。また、さらに

商品開発段階からの支援や商品改良支援もできていなかった。 
④ 創業予定者の相談に対応することが中心だったため、創業者を増やすような事業（Ｐ

Ｒ活動等）ができていなかった。 
 
（３）当地域の中長期的な振興のあり方 
① 地域の強みである農産品や観光を小規模事業者の経営において経営資源として取り

組む。 
② 市の重点施策である６次産業化に向けた農産物加工の商品開発と販路開拓を推進す

る。 
③ 創業支援を充実して創業者を増やすとともに、創業したいと思うような地域の魅力を

高める事業を実施する。 
 
経営発達支援計画策定 
 事業所アンケート （平成２７年６月２６日 ~ ７月３１日） 
 地域小規模事業所 439事業所へ依頼 回収 107事業者 回収率 24.4％ 
回答企業の属性等 

 業種構成                                       （％） 
卸小売業 建設業 製造業 サービス業 飲食・宿泊業 その他 医療・福祉 

29 19 19 18 7 5 3
 従業員数                                （％） 
代表者のみ 5名未満 5～9名 10～29名 30～49名 50名以上 

25 42 13 12 2 6 
 代表者のみの事業所と５名未満の事業所の合計で 67％を占めている 
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 経営者の年齢                 （％） 
50歳未満 50～59歳 60～69歳 70歳以上 

24 36 33 7
 今後の将来性                              （％） 

将来は明るい 分からない 将来は暗い 
4 65 31 

 将来が明るいと回答している事業所は 4社しかなく、業種別では製造業者が 2社、卸小売業 
 が 1社、飲食・宿泊業が 1社であった。経営者の年齢別では 50歳以上 60歳未満が 3社、60 
歳以上 70歳未満が 1社であった。 

 
 
設問：会社の重要課題（複数回答） 
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【目  標】 
（１）目 標 

小規模事業の活性化は、出来る限り「地域の強みである農産品や観光を取り込む」「６

次産業化に向けた農産物加工の商品開発と販路開拓を推進する」この二つの視点を重視す

る。例えば、小売店において地元農産品を取扱品に加えてもらったり、外来者の方たちに

積極的に観光案内するように仕掛けるといった具合である。しかし、業種や業態によって

はこれらの視点を絡ませられない場合もあるので、その場合は、別の視点も加味して「売

上増加」「人材育成」「利益率向上」に資する活動を助言する。なお、BtoB に貢献する意
味でも、町内にない新しい業種の起業を目指した創業支援活動を充実させる。 

 
○経営の方向性の明確化を図る 
今、時代が見えにくくなっているなか、小規模事業者自らがどう動いていけば良いのか

非常にわかりにくい現状がある。小規模事業者数（６８５事業者）の２割の１３７事業所

を５年かけて経営戦略と経営計画を明確にするための経営計画策定支援を行う。経営戦略

策定においては、出来る限り多くの企業で地域資源の活用を盛り込むよう指導する。さら

には、経営の方向性を導き出すことに消極的な小規模事業者をも戦略的アイディアの活用

において感化し、小規模事業者の企業文化を改革する。 
 
○成功事例の創出による人材育成を図る 
人口減少など小規模事業者を取巻く経営環境が激変している。小規模事業者がこのよう

な経済・社会情勢の変化に対応し、マーケットインの考えの浸透や新事業へのトライ、マ

ッチング支援、新需要開拓等によるビジネスモデル再構築の個社支援を進め、成功事例を

つくり、小規模事業者の経営意欲の喚起や地域活性化のリーダーを育成するため「次世代

経営塾」を開講し、小規模事業者の資質向上に努める。 
 
（２）周桑商工会目標達成方針 
 ①小規模事業者の多くは目前のみしか見ていないことが多いことから、地域の強みである

農産品や観光を取り込められるように積極的にアドバイス・提言する。 
②愛媛県、西条市、地域金融機関及び他の支援機関と連携して、創業支援など長期目標必

達に向けて積極推進する。 
③経営計画策定後のフォロー支援を重視することで伴走型支援を徹底する。 
④小規模事業者の事業計画の実施にあたっては、国、県、市の施策活用を推進する。 
⑤経営発達支援事業の実施にあたっては、ＰＤＣＡ管理を徹底する。 
⑥外部評価制度を取り入れて経営発達支援事業の効果を検証する。 
⑦経営発達支援事業が効果的に進められるよう職員の資質向上に努める。 
⑧小規模事業者の取組みを広報誌やＨＰ及びＳＮＳを活用して積極的に紹介する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施時期 
（１）経営発達支援事業の実施時期 （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） 
これまでの商工会では経営指導員を中心に経営改善普及のための巡回指導を実施して

きたが、税務・労務・金融の事業運営における基幹的指導ばかりで、事業の発展的につ

ながる支援はできていなかった。またそれと同時に、地域の経済動向調査についても十

分でなかった。昨今の厳しい経済状況の中、今まさに売り上げに結び付く伴走的な支援

が求められており、小規模事業者の経営分析や方向性提案に活用できる情報の提供に取

り組んでいかなければならない。 
 
（事業内容） 
地域内の経済動向を調査分析することにより、小規模事業者の現状や経営状況を把握

し、小規模事業者や創業者の中長期的な販売戦略や新分野へ進出に向けた取り組み等の

検討の時の参考データとして活用する。 
㈱西条産業情報支援センターでは産学官金連携や地域資源を生かした６次産業化の取

組みや創業、新商品・新サービスの開発ほかビジネスモデルの再構築、新規市場開拓、

技術開発支援を積極的に展開している。商工会にあっても連携を深め情報交換会「地域

経済懇談会」を定期に開催し、小規模事業者へ有効情報をその都度提供していく。 
なお、情報を提供する際には、データの紹介とその解釈の仕方までの細かいフォロー

が必要と考えている。 
① ㈱西条産業情報支援センターを拠点とした産学官金各機関と周桑地域２つのＪＡであ

る、ＪＡ周桑、ＪＡ東予園芸との連携による有効な地域経済動向の情報交換会として「地

域経済懇談会」を開催し、地域経済情報を収集の上小規模事業者へ有効情報を随時提供

していく。                             【新規】 
地域経済懇談会 協議項目 
 ・人口動向分析（年齢別人口の推移、性別・年齢階層別の人口移動、就労人口ほか） 
 ・６次産業化への進展把握（農産物加工販売動向など） 
 ・ものづくり産業など地域基幹産業動向 
 ・新産業の創出と起業家の育成動向 
・市街通行量調査、空き店舗調査   など 

 
② 労働月報、経済紙及び地方紙（購読紙のほか日経テレコン利用）、行政データ、民間調

査会社の景況調査を中小企業診断士の指導を受け収集整理して、「地域経済懇談会」で
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の情報と合わせ小規模事業者の経営環境を把握する。          【新規】 
景況調査 情報収集項目 
 ・愛媛県と全国の人口動向（年齢別人口の推移、性別・年齢階層別の人口移動、就労人口ほか）

 ・労働市場の動き、愛媛県の業種別有効求人倍率の動き 
 ・６次産業化への進展把握（愛媛県と農産品が類似した県の農産物加工販売動向など） 
 ・全国各地のものづくり産業など地域基幹産業動向 
 ・全国各地の新産業の創出と起業家の育成動向  など 

 
③ 地域経済懇談会での判明事項と②で収集整理した各種データをリンクさせながら分析

結果をＨＰや商工会報を活用して、最終的に毎月小規模事業者に提供する。 
 

④ 管内を７地区に分け、職員７名がそれぞれの地区を担当し、すべての小規模事業者を 
巡回訪問する。訪問回数目標は、最終的に商工会員は年２回以上、非会員は年１回以上

の合計年間 1,200回とする。そのうち情報提供のための巡回回数を毎年９０回実施し、
５年間で全会員へ情報を提供する。同時に事業所の経営状況や地域の経済動向について

ヒアリングを行う。ヒアリングの調査項目は、基本的内容（事業所名、所在地、表者名、

創業（設立）年月日、従業員数等）と経営状況、業界動向、事業所が抱える課題や問題

点、要望事項及び地域経済動向とし、地域・業種毎に情報を整理してＨＰと商工会報を

通じて提供する。                           【新規】

 
（目  標） 

支援内容 事業内容 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
地域経済懇談会開催回数 
 （産学官金連携） 

＊最終的に隔月１回の年６回開催を 

目標とする 

 
①  

未実施 １ ２ ４ ６ ６

地域経済情報分析結果発信回数 

＊最終的に毎月１回の年１２回発信

を目標とする 

 
②③④ 

 
未実施 ２ ４ ８ １２ １２

情報提供の為の巡回訪問回数 ④ 40 90 90 90 90 90

 ２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 
（現状と課題） 
周桑地域には鋳物・金属加工の企業集積もあり、特殊技術に秀でた事業所も多くある。

西条市においては㈱西条産業情報支援センターを拠点としてものづくり産業の振興に力

を入れている。さらには、石鎚山に象徴される豊かな自然環境にめぐまれ、豊富な野菜

や果物も多くあって観光農園が賑わっている。周桑地区には企業マインドの醸成による

新規事業開拓の土壌も十分備わっている。地域経済情報をうまく取り入れ、生かしてい
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くためには、ベースとなる経営状況について経営者自ら把握する必要があるが、これま

での商工会では事業所毎に経営状況の分析のためデータ整理やその活用についての指導

支援はできていなかった。 
   
 （事業内容） 

小規模事業者の効果的な事業計画策定や持続的な発展を支援していくために、巡回指

導や窓口指導、個別相談による経営状況調査を行う。財務諸表を基にした定量分析や 
SWOT分析など小規模事業者の強みや弱みの内部環境を明確にすることで事業者が抱 
える経営課題を抽出し、連携する中小企業診断士派遣を含めて具体的経営課題解決支援

に結び付けていく。巡回指導の継続的な実施によりさらなるフォローアップを心掛ける。

 
① 地域小規模事業者について下表の調査項目（定量分析・定性分析）を把握・分析し、そ

の情報をデータファイルに落とし込み、蓄積し、計画策定を事業者に認識してもらうこ

とに重点を置いた巡回指導を行う。                   【新規】

○経営状況調査シート 
経営状況調査項目 

・ 事業概要 
   従業員数・創業年月日・資本金・売上高 
  事業内容（個客先・取扱商品） 

・ 現状分析 
   経営環境（業界動向・競合等）  

自社の強み（商品・技術・立地） 
   問題点 （営業・財務面・その他） 
・ 支援内容 
   支援の方向性についての所見 

 
② 巡回訪問で得た情報の中から新製品や新事業をすでに開発、もしくはそれにつながる要

素があれば、再度巡回訪問して課題の抽出・戦略指導を行う。      【新規】 
 

③ 窓口指導、巡回指導、金融指導、税務指導の際には新たな経営状況を把握し、データの

更新に努める。                           【新規】 
 

④ 取得するデータは中小企業診断システムなど既存の分析システムを使っての財務分析

に加えて、売上、商品特性については連携する中小企業診断士と一緒にヒアリングを行

い総合的な経営分析(SWOT分析・粗利ミックス・差別性など商品の特徴・各種比率の
背景要因など)を行なう。分析結果はデータベース化を図り、巡回指導時や窓口相談時
に経営計画づくりに活用し、新事業へのトライやマッチング支援を推し進める。 

【新規】
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⑤ 経営指導員等の巡回だけでは支援対象小規模事業者の掘り起しに限りがあるので、小規

模事業者が新たな取り組みの必要性やそれに伴う経営分析・計画策定の重要性を啓蒙す

るためのセミナーを実施する。 
 

（目  標） 
支援内容 事業内容 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

経営状況調査件数 ①②③ 未実施 ９０ ９０ ９０ ９０ ９０

個社の経営状況分析件数 ④ 未実施 ２７ ２７ ２７ ２８ ２８

啓蒙セミナー開催数 
参加者数 

⑤ 
２

１５

４

３０

４

３０

４ 
３０ 

４ 
３０ 

４

３０
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３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 
（現状と課題） 
地域経済動向を踏まえた経営状況の分析から事業計画策定へと流れる連動した一連の

  動きとして売り上げにつながる事業計画支援が求められている。経営発達支援計画策定

にあたって実施した事業所アンケートを紐解くと「商工会を活用している事業」として

挙がってきたのは金融支援・税務経理支援・労務支援など事業者が今困っている事柄に

対する対処への活用が求められているが、本来は売上や販路開拓につながる中長期（３

年から５年）に至る経営計画支援が必要と思われるが、一連のつながる指導はできてい

なかった。 
  ㈱西条産業情報支援センターを中核とした内発型の産業振興事業や新居浜・西条広域

 圏を網羅した（公財）えひめ東予産業創造センター、愛媛県下をエリアとした（公財）

えひめ産業振興財団のよろず支援センター、中小企業基盤整備機構のミラサポとの連携

をもとに、本事業の目標としている「経営の方向性の明確化」に向けて指導体制をつく

っていかなければならない。 
   
（事業内容） 

   小規模事業者の置かれている経営環境は、今後ますます厳しく、競争の激化が想定さ

  れる。そのためには事業運営の羅針盤として、また、儲けるしくみづくりとして、１. 
地域経済動向調査、２.経営状況の分析及び５.需要動向調査を踏まえ小規模事業者の内 
部環境と外部環境をＳＷＯＴ分析等により整理して、経営計画策定を支援する。 
経営計画策定支援は指導員等の巡回指導・窓口指導を主体に行うが、経営課題に応じ

て専門家派遣を行い、ブラシュアップによって革新性を見出される事業所においてはさ

らに経営革新認定に向けた支援体制づくりを行う。 
 
① 小規模事業者が新たな取り組みを行なうための事業計画作成セミナーを開催し、計画

策定に関するノウハウを指導する。 
 1）計画作成の意義  2）計画策定の考え方  3）計画策定のステップ 
 4）計画書に必要な項目と記載方法  5）中小企業施策の活用方法等   
 

② 事業計画を策定する事業に対して、経営指導員等が巡回、窓口相談によって計画策定 
支援を行なう。計画策定は中小企業基盤整備機構が作成した「小規模事業者の事業計画

づくり・サポートブック」及び「事業計画作成キット」を基本とする。  【新規】 
 

③ 計画策定に係る個別専門的な課題には専門家を派遣して随時対応する。専門家は㈱西 
条産業情報支援センターや（公財）えひめ東予産業創造センター、（公財）えひめ産業

振興財団のよろず支援拠点、中小企業基盤整備機構のミﾗサポ、愛媛事業引継ぎセンタ

ー等の制度を活用する。                       【新規】 
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④ 革新性が見出される事業所にあっては県の認定を受けられるよう経営革新計画支援を 
行なう。 
 

 ⑤ 創業予定者に対する相談対応によって経営方針や資金計画等のビジネスプラン作成指
導を行う他、創業予定者を掘り起こすため、創業セミナーを開催する。商工会を知ら

ない創業予定者にセミナー情報を提供するためＳＮＳやマスコミ、商工会報を活用し

て広く宣伝する。                          【新規】 
 
⑥ 事業継承ニーズを掘り起こすため愛媛県事業引継ぎセンターと連携して事業承継セミ 
ナーを開催する。                           【新規】 
 

⑦ 創業や事業承継に関する専門家による計画作成や個別相談会を開催する。  【新規】 
 

（目  標） 
支援内容 事業 

内容 

現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営計画作成セミナー 

参加者数 
① １５ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０

経営計画策定事業者数 ② ③ ８ ２７ ２７ ２７ ２８ ２８

経営革新計画又は経営力向

上計画認定事業所件数 
④ 未実施 １ １ １ １ １

創業セミナー参加者数 ⑤ 未実施 ３ ５ ５ ５ ５

創業計画策定事業者数 ⑤ ⑦ １ ３ ３ ３ ３ ３

事業承継セミナー 

参加者数 
⑥ 未実施 ５ １０ １０ １０ １０

事業承継計画策定事業者数 ⑥ ⑦ 未実施 ３ ３ ３ ３ ３

創業・事業承継個別相談会

参加者数 
⑦ 未実施 ２ ３ ３ ３ ３

 
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） 

     これまでは地域小規模事業者には支援メニューも示し切れず、また、支援もできてい
  なかった。補助金獲得につながった事例でも実施後における支援はできていなかった。

事業計画策定後は目標達成に向け課題解消のため具体的な伴走型支援が求められる。 
  （事業内容） 
   本事業の目標に掲げている「成功事例の創出」により小規模事業者の意欲喚起を図る。

事業計画の実施から売上増につながる事例づくりを示したうえで、ものづくり補助金や

小規模事業者持続化補助金など具体的施策の重要性を周知し、伴走型で計画実施のフォ
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ローアップにより小規模事業者の売り上げの拡大・利益の確保につながる支援を行なう。

また、創業・事業承継の実施についても伴走型支援を行う。 
 
① 事業計画・創業計画・事業承継計画策定後の円滑な実施のために、㈱西条産業情報支

  援センターでは創業、新商品、新サービス開発ほかビジネスモデル再構築、新市場開

拓や技術開発支援が準備されている。 
国や県でもよろず支援拠点でのワンストップ（専門家支援・販路開拓支援）支援や 
「えひめ中小企業応援ファンド」活用による新商品・新サービス開発支援を、また 
ミﾗサポ活用による専門家支援や地域資源活用の支援策など、数多くのメニューが 
準備されている。計画実行の課題解決にあたっては上記支援策を活用して、課題に 
応じて専門家の派遣を行なう。 
 

② 事業計画策定後は事業の進捗状況の把握、確認を行ない、それに基づいて３か月に１

回のフォローアップ指導を行なう。また、必要に応じて専門家による追加アドバイス

も実施する。さらに巡回訪問時にはタブレット端末を活用し、日経テレコンやＪＲＳ

経営情報サービスにアクセスして、最新の情報を提供しながら計画の分析や修正等の

提案を行いローリング計画策定までの支援を実施する。          【新規】

              
③ 事業計画・創業計画・事業承継計画策定後のフォローアップ支援の一つとして、㈱西

条産業情報支援センターとの定期的（年２回）な相談・協議を経て効果的なフォロー

アップを実施する。㈱西条産業情報支援センターでは関東エリアや関西エリアにエー

ジェントを配置した独自の情報チャンネルがあり、販路開拓では大きな力添えになる。

また一方、(公財)えひめ東予産業創造センターでは西条・新居浜地区の広域ベンチャ
ー企業支援に力を入れており、当地区の鋳物鉄工業の高付加価値化にも支援を受けて

いる。これらを有効活用して小規模事業者のニーズに沿った支援策の選択を含め伴走

で指導・支援を行なう。                        【新規】

 
④ 小規模事業者の持続的発展の取組みや創業・事業承継に必要な資金需要については日

本政策金融公庫の融資制度の活用を推進する。また、経営発達支援計画認定後は「小

規模事業者経営発達支援融資制度」を活用して小規模事業者の事業計画実行のフォロ

ーアップを行う。 
 
⑤ 小規模事業者の新たな取り組み事例や成功事例・新規創業事例をＨＰや商工会報にて

ＰＲを行い、他の小規模事業者の取組み意欲を喚起する。 
（目  標） 
支援内容 事業内容 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

専門家派遣件数 
    （計画策定後） 

① ３ ２７ ２７ ２７ ２８ ２８
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事業計画策定後の 

フォローアップ事業所数 
②③④ 未実施 ２７ ５４ ８１ １０９ １３７

創 業 フ ォ ロ ー ア ッ プ 

事業所数 
①③④ 未実施 ３ ３ ３ ３ ３

事業承継フォローアップ

事業所数 
①③④ 未実施 ３ ３ ３ ３ ３

   １事業所につき最低年４回のフォローアップを行う。 
 
５．需要動向調査に関すること 【指針③】 
（現状と課題） 

   周桑地域の商店街は、江戸時代から街道沿いに物流の流れとして栄えた商業地域とし

  て発展してきた経緯があるが、近年は近隣の幹線道路沿いに相次いだ大型商業施設の出

店があり、下表のとおり商店数の減少や店主の高齢化が進むなかで、事業維持が厳しく

空き店舗が増加している。商工会としては具体的な支援策も示せないままに今日に至っ

た。これまでの事業計画策定支援等において、景況調査や経営環境について調査分析し

てはいたが、商品ごとや業種ごとの地域需要動向にもとづく十分な対応はできていない

ことが課題であった。今後は、地域内の小規模事業者の製造又は販売する商品・提供す

るサービスについて、その需要動向を調査して、小規模事業者の事業計画策定や、商品

開発、販売活動に寄与していく。 
 
 周桑地域小売業者数の推移 
      平成１１年 平成１４年 平成１６年 平成２４年 

小売業者数  342 307 289 239 
    ※ 平成１１年と平成２４年を比較すると 事業所が３０％減少となっている。 

  周桑地域の人口推移・高齢化率                （各年１０月１日現在） 
      平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２６年 

周桑地域人口 （人） 23,445 22,536 21,569 21,666 
高齢化率  （％） 25.9 28.5 31.4 33.4 
高齢化率県平均 21.4 24.0 26.6 29.7 
近隣に出店した主だった大型店 

店舗名 出店年月日 店舗面積 
 マルナカ東予店   西条市周布 H12.12 6,246㎡ 
 フジ東予店     西条市周布 H17.5 8,823㎡ 

DCMダイキ周桑店  西条市周布 H24.11 10,000㎡ 
  ※丹原商店街と大型店との距離は２㎞弱にある。 
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（事業内容） 
  需要動向調査については、消費動向調査や日経テレコン 21 のＰＯＳデータなど公開し
ている統計データの紹介を基本スタイルとしながらも、周ちゃん広場などの直接取材結

果も織り交ぜ、販売業者に役立つ情報を解説付きで情報発信する。 
 
①地域内にある六カ所それぞれの産直市の売れ筋商品と顧客の希望商品を把握し、支援対

象事業者へ紹介することによって、産直市別の差異と共通点ならびに顧客ニーズとのギ

ャップを認識してもらい、更なる売上増加に向けて商品提供のあり方を研究してもらう。

                                    【新規】

 
・調査場所・・・市場直接取材調査は「周ちゃん広場」、「もぎたて倶楽部」、「大成商店（百

笑市）」、「ふれあい産直市」、「東予園芸直販所」、「おあしす市場」の産直

市６か所で実施する。 
〇周ちゃん広場：四国最大級の直販所として 2006 年 3 月にオープンし、新
鮮な農産物を提供している。平成２４年度の販売額は約１９億円で人口５

万人ほどの地域に年間１００万人が訪れる。特に土日は、観光バスを連ね

て県外からのお客さんも多く地元の人は買えないほど賑わっている。 
〇もぎたて倶楽部：１年をとおして様々な果実が楽しめるとあって県内外

から観光客が訪れる一大観光農園となっている。また、農園で収穫された

イチゴやブルーベリー・イチジクなどの加工品（ソース・スムージーなど）

をもぎたてショップ等で加工販売している。 
〇東予園芸直販所：花卉や野菜、果物、農産物加工品を季節、季節に提供し

ており特に花卉類は好評である。 
 ・調査方法・・年１回職員３人で１日２ヶ所でアンケート調査を３日間行い、合計６００

サンプル（産直市６か所１日の来客者の２０％程度）を収集する。 
・調査対象者・対象者の内訳は、おおむね各年代層からバランスよく収集する。その割合

の目標は、２０代から３０代３割、４０代から５０代３割、６０代以上４

割程度とし、男女比もほぼ１対１とする。 
 ・調査項目・・①調査対象者情報：住所・性別・年代・購入頻度・購入商品・購入金額 
         ②個社の加工品開発に繋がる情報 
          ・花卉（鉢物）花の色や種類と庭、部屋装飾用などの購入理由と目的 

・花卉（切花）花の色や種類と仏花・部屋装飾・記念日用などの購入理由と目的 
・野菜（果菜類・葉菜類・根菜類など）の分類による購入理由と用途 
                  （例えば、おでんの具には何を使うか） 
・農産加工食品（麦類・粉類・でん粉・野菜加工品・果実加工品など）の分類によ

る購入理由と用途（例えば、果実加工品ならジャム・果実飲料・乾燥果実等個社

の加工品開発につながる情報） 
         ③調査対象者のニーズ：色・味の嗜好・価格・分量・包装などの顧客特有のニーズ 
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・調査結果のフィードバック・・農産品や農産加工品その他商品の売り上げ動向を把握し

た結果は、業種別・商品別に情報を分類整理して、全職員で情報共有の上、

商工会会員を中心にしながらも広く周知するとともに、重点商品の明確化

や新しい商品開発支援などに活用してもらう。また創業者に対しては事業

の方向性の策定支援に活用する。 
 

②日経テレコンのＰＯＳデータやＲＥＳＡＳを活用して、農産品や農産加工品の売れ筋や

新商品情報等の全国規模の調査データを情報収集する。①の地域産直市でのデータと全

国規模の調査データを比較分析し、市場を全国展開していこうとする事業者へどういっ

た商品が受け入れられるのか随時情報提供をしていく。           【新規】

                             
 各種分析データの取得手段・分析項目 

手段 分析項目 

日経テレコン 
・売れ筋商品  ・商品トレンド 

・マーケット動向・購入者属性分析 

ＲＥＳＡＳ【人口マップ】と 

家計調査年報 

・人口や世帯数をベースにした 

要望調査 

ＲＥＳＡＳ【観光マップ】 ・月別、平日・休日別滞在人口調査 

 
（目  標） 

支援内容 事業内容 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
市場直接取材調査回数 ① 未実施 １ １ １ １ １

情報提供する個社数 ①② 未実施 １０ １０ １０ １０ １０

 
 
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】 

（現状と課題） 
西条市は、良質で豊富な地下水に恵まれているため、戦前から工業立地が進んでいた。

特に東予新産業都市の指定や、工業用水ダムの完成を機に工業都市への道を加速させた。

さらに大規模な工業用地の造成を行い、企業立地が進み四国屈指の工業都市としての発

展を遂げた。周桑地域にあっては技術力の高い鋳物鉄工業や機械産業群が形成されてい

るが、当商工会ではものづくり産業への支援ができていなかった。 
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 四国における西条市の製造品出荷額   （Ｈ24 工業統計調査） 

  
 

また一方で、四国最大の経営耕地面積を有し、全国一や愛媛県下一の収穫量を誇る各

  種農産物が栽培され、農業都市としての特徴も有している。 
   当商工会における経営発達支援事業の推進には㈱西条産業情報支援センターとの連携

を中核において、西条商工会議所、ＪＡ周桑、ＪＡ東予園芸、金融機関とも連携をもっ

て 中長期に至るものづくり産業や農産物について新たな需要の開拓に寄与する事業と

して取組んでいく必要がある。 
    

（事業内容） 
   西条市では平成２７年１０月に「西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略」がまとめ

  られ、㈱西条産業情報支援センターを拠点とした産学官金連携や農商工連携による、豊

富な地域資源を生かした地域内発型の産業創出や企業支援、技術交流などによる新規産

業の育成支援や既存産業の新規分野への事業展開支援が取りまとめられている。地域の

優位性・独自性のある地域特有の資源を掘り起し、積極的に情報発信することにより、

市場での優位性確保に努めていく。そのためには、小規模事業者の弱点である販売力を

支援するためのプレスリリース支援、ＳＮＳの情報発信支援、商談会や展示会等による

マッチング支援を行うとともに 中小企業基盤整備機構のハンズオン支援を積極的に活

用する。 
 

① 西条市では市の６次産業化の取組み（地域再生計画の認定をＨ27.1 に取得）に触発さ
れ、ドレッシングや果樹ムースや梅加工品など数多くの商品化が豊富な地域資源を活用

して進められており、小規模事業者や６次産業化を目指す農業者を対象に、県連が主催

するバイヤー商談会やニッポン全国物産展等その他物産展への出展ならびに出店支援

を行う。経営指導員等は商談に不慣れな事業者の支援要請があれば、商談会等に同席し、

状況を把握の上で、バイヤー意見や消費者反応をもとに改善提案や実施のフォロー支援

を積極的に行う。                          【新規】 



- 17 - 

②小規模事業者や６次産業化を目指す農業者を対象に全国連が開設するＥＣサイト「ニッ

ポンセレクト」や「１００万会員ネットワーク」(ＳＨＩＦＴ：全国商工会連合会事業)
のほか YAHOOなど民間通販サイトも活用した販路開拓を行う。なお、ネットマーケテ
ィングへの登録を推進して、ネット通販につなげ販路の拡大を図り、登録前の１０％売

り上げ増加を目指す。なお、ネットマーケティングについての講座を開講して、専門家

による個別相談や指導により、現代に適した販売環境の整備を進めていく。

【新規】

 ③ 新規事業や新商品の需要開拓に向けては、西条商工会議所と当商工会が編集発行してい
る「西条エンジョイパスポート」（グルメ・レジャー・ショッピング 106スポットの紹
介ブック）や情報誌「タウン情報まつやま」・「愛媛こまち」、特産品カタログ「マルシェ」

等への掲載支援（構成やデザインについて）を行う。なお、革新度の大きい新技術や新

サービス、新製品の開発については日経新聞や愛媛新聞等へプレスリリース支援してい

く。小規模事業者はプレスリリースの経験がないことから、初回においては文案の作成

まで細かくフォローする。                       【新規】

 
④事業計画策定支援を行った個社の商品は、周桑商工会主催等のイベント（小松町ふるさ

と祭り、丹原七夕夏まつり、クラシックＣａｒニバル、丹原町産業まつり、小松文化祭、

いしづち山麓ＳＷＥＥＴライド等）に於いてテストマーケティングを行い、顧客の反応

を見ながら商品の魅力度を高めていく。                 【新規】

（目  標） 
支援内容 事業内容 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

バイヤー商談会出展支援社数 

① 

１ ３ ３ ３ ３ ３

(出展者数) ０ ２ ２ ２ ２ ２

(商談成約数) ０ １ １ １ １ １

物産展出店支援社数 
① 

１ ３ ３ ３ ３ ３

（出店者数） ０ ２ ２ ２ ２ ２

（目標売上額） １０％増 １０％増 １０％増 １０％増 １０％増

ECサイト登録支援 

② 

未実施 ３ ５ ５ ５ ５

(登録事業所数) ０ ２ ３ ３ ３ ３

（目標売上額） １０％増 １０％増 １０％増 １０％増 １０％増

ＳＨＩＦＴ新規利用者数 ② ０ ５ ５ ５ ５ ５

ネットマーケティング

講座開催数 ② 
未実施 ２ ２ ２ ２ ２

（参加者数） ０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０

プレスリリース支援 
③ 

１ ３ ５ ５ ５ ５

(掲載事業所件数) １ ３ ３ ３ ３ ３

イベント出店事業者数 ④ 未実施 ２ ３ ３ ３ ３
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（現状と課題） 

  経営発達支援計画を策定するにあたって実施した、事業所アンケート結果によると地域

経済を元気にする取り組みとして、“地域づくりに熱心な人がいない”イコール「地域おこ

しのリーダー育成」の課題が判明した。今後地域小規模事業者の資質向上と経営意欲の喚

起を促して行くことは、ひいてはそのことが地域振興につながり、育つリーダーたちが地

域経済を引き立て、地域の賑わいにもつながることである。 
 
（事業内容） 
 経営意欲の喚起を促していくともに資質向上に資するために、経営戦略の策定講座や 
地域活性化講座をメインにした「次世代経営塾」（年４回開催）を開講する。 

 
① 「次世代経営塾」では将来的には内部講師を育成することも視野に入れるが、開講当初

はＮＰＯ法人えひめ人材ブリッジと連携して運営し、経営ビジョン・経営戦略・経営理

念などの経営基本方針策定と経営計画の作成を主眼とした経営塾を開講する。一方で、

塾の講師には経営の分野に限らず多彩な講師を招聘して、経営の視野を広げるとともに

地域活性化のリーダーとしての育成も行なう。また、日常の些細な成功事例（顧客サー

ビスに繋がった、新規顧客獲得に繋がった、新商品の発想に繋がった等）を参加者メン

バーが発表し、質疑応答を加えて討論し、新たな経営発想を広げていき、地域経済の活

性化につなげていく。                        【新規】 
 

②「次世代経営塾」が地域おこしのリーダーにつながっていくよう、西条市、㈱西条産業

情報センター、西条商工会議所、JA周桑、日本政策金融公庫、ＮＰＯ法人えひめ人材ブ
リッジで構成する「次世代経営塾運営委員会」を開催し、関係団体で情報の共有を図る

とともに地域振興に向けた塾の方向性や運営について検討を行なう。（年１回）【新規】

 
（目  標） 

支援内容 事業内容 現 状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
次世代経営塾開催数 ① 未実施 ４ ４ ４ ４ ４

次世代経営塾 
運営委員会開催数 

② 未実施 １ １ １ １ １
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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 
（現状と課題） 

   これまでの経営改善普及事業においては基幹的事項に関する指導ばかりで、売り上げ

に結び付くような一連の事業発展的支援ができていなかった。小規模事業者支援機関と

しての役割を踏まえ個社支援とか地域経済の活性化に向けた支援力を上げていくには、

まずは経験値を上げていく必要があり、㈱西条産業情報支援センターやＮＰＯ法人えひめ

人材ブリッジ他の支援機関及び専門家と連携して支援ノウハウの向上育成が求められる。

 
（事業内容） 

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 
 地域小規模事業者に対しては㈱西条産業情報支援センターや金融機関他の支援機関と

連携・共同して経営支援を行う。これを通じて事業計画策定、伴走型支援、需要動向調

査や需要開拓などの支援ノウハウを共有し、支援に係る改善策や新たな需要開拓の促進

策等について以下の要領にてスキルアップを図る情報交換会を行なう。 
                                【新規】

 連携する機関・内容・頻度 
連携する他の支援機関 連携する内容 頻度 

㈱西条産業情報支援センター 

豊富な地域情報と企業支援データをもとに事業計画策定、

伴走型支援、需要動向調査や需要開拓などの支援ノウハウ、

施策情報、事業関連情報や参考となる取組事例について情

報交換をおこない、事業者への精度の高い情報提供や指

導・助言に活用する。 

毎月１回 

西条商工会議所 

従来から地域的な繋がりがあり連携協力が強い。このため

お互いが事業計画策定、伴走型支援、需要動向調査や需要

開拓などの支援ノウハウや取組状況に関する情報を交換し

情報共有を図り、成功事例や困難事例の意見交換を行うな

ど、職員同士のパフォーマンスを高めていく。 

毎月１回 

NPO法人えひめ人材ブリッジ 

支援機関では困難な事案は、中小企業診断士、弁護士をは

じめとする各種専門家と連携して、複雑高度な事業計画の

策定支援、困難事案や資格を要する業務について情報交換

を行う。必要に応じて支援を要請し困難事案の解決を図る。

また、四半期毎に開催する「経営発達支援事業評価委員会」

においては専門的な立場からアドバイスをしてもらう。 

毎月１回 

金融機関 

日本政策金融公庫 

民間銀行・信用金庫 

マル経協議会等金融懇談会において、金融政策、市場動向、

景気動向などについて情報交換を行い、小規模事業者への

情報提供、計画策定や伴走型支援に活用する。 

年２回 
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２． 経営指導員等の資質向上に関すること 
経営指導員・経営支援員等の支援力向上のため、税務指導など従来の経営指導に必要

  な能力向上を継続するとともに、経営計画策定に係る研修や販路開拓・商品開発等、小

規模事業者の利益確保に資するノウハウを習得する研修に参加する。各職員は、年度

当初に経営発達支援計画実施スケジュールを作成し、それをもとに職員間での「スタッ

フカンファレンス」を開催する。 
 

① 研修会に積極的に参加し経営指導員等職員の小規模事業者支援能力の向上に努める。 
経営指導員等職員の経験年数の違いにより支援スキルに格差が生じている。地域小規模

事業者に対する不公平感のない一定の支援サービスの提供という点において課題を抱

えている現状があり、この解決のために経営指導員等職員の資質向上に取り組んでいか

なければならない。 
 

 ・愛媛県商工会連合会が実施する研修に参加 
   従来型支援：金融・労務・記帳税務 
   専門型支援：個社・地域支援や販路開拓支援等の能力開発研修 
 ・中小企業大学校の主催する研修に参加 
   新たに経営指導員等になった者は、２カ年に１か月間の研修 
   １年目は記帳指導、税務指導の従来型経営指導に必要な能力向上 
   ２年目は事業計画作成に関する能力向上（演習形式） 
   中堅の経営指導員等は専門分野（販路、事業承継、創業など）研修 
・中小企業基盤整備機構の主催する研修に参加 
 小規模事業者の利益確保につながる経営計画作成するためのマスター研修 

 ・西条市が推し進めるＩＭ（インキュベーションマネージャー）養成研修に参加【新規】

 
② 指導員等職員のスタッフカンファレンス（月２回）では従来型の金融・労務・税務など

基幹的能力はもちろんではあるが、経営発達支援計画実施スケジュールをもとに助言や

意見交換を交えながらＰＤＣＡサイクルを繰り返していく。また、小規模事業者のニー

ズに応えられるよう経験値を上げていくべくＯＪＴを強化して、情報の共有並びに組織

全体の資質向上を図る。                        【新規】

 
③ 通常の経営指導の際、相談事例はデータ保存し情報共有化することはもちろんである

が、特に大きな成功事例と失敗事例についてはその原因分析と背景整理を行い、職員が

勤務配置換えになった場合の後任者が、そのプロセスを探れる状態にしておく。 
                    【新規】
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 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 
① 経営発達支援事業を効果的に進め成果を上げるために、別組織として外部専門家を組み

入れた「経営発達支援事業評価委員会」を組織する。なお、経営発達支援事業を統括す

る統括 PM（プロジェクトマネージャー）と評価委員長に多くの権限を委ね、互いに牽
制する組織とすることによって、全体の機動力を高めるものとする。 
 

② 事業計画に基づいて事業を推進し年４回（四半期毎）「経営発達支援事業評価委員会」

を開催し、事業の進捗状況や事業の成果、課題や推進方法について理事会へ報告し、事

業の見直し・修正を行う。また、毎年度当初に目標を定め、そののちに計画の実行、実

行したことによる結果の評価を出す。より良い結果を導き出すための改善検証を行い、

事業計画や事務局体制への改善についても理事会へ提言する。ＰＤＣＡサイクルを意識

した運営に努める。 
なお、経営発達支援事業の進捗状況や評価委員会での見解や事業の見直し・修正につい

ては随時商工会ホームページに掲載して、誰でも閲覧可能とする。 
 
 
 
 
         経営発達支援事業評価委員会構成員 （四半期毎に開催） 

  周桑商工会理事（選出者） 
  西条市 
  ㈱西条産業情報支援センター 
  西条商工会議所 
  ＪＡ周桑 
  ＪＡ東予園芸 
  中小企業診断士 
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【経営発達支援計画】PDCA 
 
                      Plan 
                        【計画】 
                                             総代会で承認 

 
 
                     Action                                   Do 
           【改善】                【実行】 
                                  事務局へ                                                       事務局 

 
                    Check 
                    【評価】 
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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 

                                 
（１） 組織体制 

（平成２８年１月現在） 
 
         事業の成果・評価・見直しの結果報告 
 
 
 
 
 
 
      事業の評価・見直しの方針報告 

 
    
  
 次世代経営塾 
 次世代経営塾運営委員会 
  自由な運営を目指す 
           連絡調整 

事業の実施状況報告    見直し案提示    
                              成果の評価              
                   
 
 
            
 
 
 
 

参加 相談             支援         
 
 

（２）連絡先 
 〒791－0508 愛媛県西条市丹原町池田 1711－1 
 周 桑 商 工 会 経営発達支援事業担当課 ＴＥＬ0898－68－7244 ＦＡＸ0898－68－3544
 E-mail info@shusou.or.jp  URL http://www.shusou.or.jp/ 

        【周桑商工会総代会】 
（事業の成果・評価・見直しの承認） 
会員数：４５０名・総代数：１１０名 

        【周桑商工会理事会】 
（事業の成果・評価・見直しの方針の決定） 
会 長：渡部 英志 
副会長：曽我 藤夫・今井 博志 
理 事：３０名  監 事： ２名 

【経営発達支援事業評価委員会】（四半期毎に開催） 

周桑商工会理事（選出者） 
西条市・㈱西条産業情報支援センター 
西条商工会議所 
周桑農協・東予園芸           
中小企業診断士

【経営発達支援事業 事務局体制】 
総括ＰＭ：事務局長  ：十亀 直敏 
担  当：経営指導員 ：山本 純一・福入 康平 
担  当：支援員   ：谷口 絵里・髙岡 愛美 
担  当：支援員   ：武智 周子 
支  援：記帳指導職員：山内 智子・菅   章  

（事業成果・評価・見直し結果公表） 

西条市 周桑地区 小規模事業者 周桑地区市民 
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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 

(29年 4月以降)

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 ４，８００ ４，９００ ５，０００ ５，３００ ５，３００

 小規模事業者対策事業 
(経営発達支援事業) 
 
講習会・研修会開催費 
(各種セミナー・専門家派遣) 

市場調査・分析費 
(課題抽出マーケティング 

   HP、会報、専門家依頼) 
展示・商談会開催費 
(参加出展等事業) 

地域活性化対策費 
(地域経済懇談会 

・地区別懇談会) 

職員等資質向上事業費 
(スキルアップ事業・支援機関

連絡会議) 

委員会費 
(評価委員会開催費ほか) 

 

１， ３００

８００

１，５００

５３０

４７０

２００

  

１， ４００

８００

１，５００

５３０

４７０

２００

１， ５００

８００

１，５００

５３０

４７０

２００

 
 
 

１， ８００ 
 

８００ 
 
 

１，５００ 
 

５３０ 
 
 

４７０ 
 
 

２００ 
 
 

１， ８００

８００

１，５００

５３０

４７０

２００

 
（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 
県補助金、市補助金、会費収入、手数料等収入、各種事業収入 
 
(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．経営発達支援事業の内容 
１． 地域の経済動向調査に関すること 
① ㈱西条産業情報支援センターを中核とした産学官金各機関と周桑地域の２JA とで地域経済
動向の情報交換会として「地域経済懇談会」を開催する。 

② 労働月報、経済紙及び地方紙、行政データ、民間会社の景況調査を中小企業診断士の指導を

受け収集整理して、「地域経済懇談会」での情報と合わせてＳＮＳや商工会報を活用して随

時小規模事業者に提供する。 
２． 経営状況の分析に関すること 
① 取得するデータは中小企業診断システムなど既存の分析システムを使っての財務分析に加

えて、売上、商品特性については連携する中小企業診断士と一緒にヒアリングを行い、総合

的な経営分析を行なう。 
② 経営分析・計画策定の重要性を啓蒙するセミナーを実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること 
①  経営計画作成セミナーを開催し、経営計画策定に関するノウハウを指導する。 
②  計画策定に係る個別専門課題には専門家を派遣して随時対応する。専門家は㈱西条市産業
情報支援センター、ＮＰＯ法人えひめ人材ブリッジ、中小企業基盤整備機構のミラサポ、愛

媛事業引継ぎセンター等の制度を活用する。 
③ 創業や事業承継のセミナーを開催してニーズの掘り起しとともに専門家による計画作成支

援や個別相談会による支援を実施する。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
① ㈱西条市産業情報支援センター、ＮＰＯ法人えひめ人材ブリッジ、中小企業基盤整備機構の
ミラサポと連携して事業計画の策定後支援を行う。なお、㈱西条産業情報支援センターとは

年２回の定期相談・協議をもってフォローアップ支援を実施する。 
② 小規模事業者の持続的発展の取組みに必要な資金需要については日本政策金融公庫の融資 
   制度を活用する。 

５． 需要動向調査に関すること 
① 周ちゃん広場等地域産直市６ヶ所で年１回直接取材を実施し、売れ筋商品や購入者情報・消

費者ニーズの収集に努め、ＳＮＳ・マスコミ・商工会報を活用して小規模事業者に情報を提

供する。 
② 日経テレコン 21 やＲＥＳＡＳを活用して小規模事業者が必要とする需要情報の収集に努
め、ＳＮＳ・マスコミ・商工会報を活用して小規模事業者に情報を提供する。 
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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 
① 豊富な地域資源を活用した商品に対して展示会・商談会への参加支援や、販路拡大支援を行

うとともに、事後のフォローも実施する。 
② 全国市場を視野に入れた商品の開発や販路開拓においてはブランディングに注力してＳＮ

Ｓの活用を上げていくほか、ＹＡＨＯＯなど民間通販サイトも活用する。ネットマーケティ

ングについての講座を開講して、専門家による個別指導により現代に適した販売環境の整備

を進める。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

① 経営意欲を喚起し、経営戦略、経営理念の進展を図るとともに地域活性化のリーダー育成の

ため「次世代経営塾」を開講する。講師陣については NPO法人愛媛人材ブリッジから招聘
して行う。なお、「次世代経営塾」の運営方法については「次世代経営塾運営委員会」を設

置し、関係団体で情報の共有を図り、塾のあり方について検討を行なう。 
 

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 ㈱西条産業情報支援センターや金融機関他の支援機関と連携・共同して経営支援を行ない、
これを通じて支援ノウハウを共有し支援に係る改善策や新たな需要開拓の促進等について 
スキルアップのための情報交換会を行なう。 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 
① 愛媛県商工会連合会が実施する研修に参加する。 
② 中小企業大学校の主催する小規模事業者支援能力向上支援員研修に参加する。 
③ 中小企業整備機構が主催する小規模事業者の利益確保につながる経営計画作成研修に参加

する。 
④ 西条市が推し進めるＩＭ（インキュベーションマネージャー）養成研修に参加する。 

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 
① 外部専門家を組み入れた「経営発達支援事業評価委員会」を組織して事業の進捗状況

や事業の成果、課題や推進方法について理事会に報告し、事業の見直し・修正を行う。

年４回開催 
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連携者とその役割 
【事業連携機関・団体等】 

 (株)西条産業情報支援センター（サイクス） 
 代表取締役 青野  勝 
 〒793－0041 愛媛県西条市神拝甲 1501 
 TEL0897－53－0010 

（役割） 
 西条市が新事業創出や新分野への進出を始め、あらゆる企業活動の支援と情報化を推進するため

に設立した公設民間型の産業支援機関を設立し、㈱西条産業情報支援センター（サイクス）が中心

となって、積極的な内発型の産業振興事業を実施してきている。 
 本事業において、事業実施評価での「経営発達支援事業評価委員会」並びに周桑地区における地

域経済動向情報収集や周桑地域の経済活性化に向けたプランづくりに際して設置する「地域経済懇

談会」に参画を願う。また、㈱西条産業情報支援センターには豊富な支援ノウハウが蓄積されてお

り、連携によって本事業の効果的実施が行える。 
 
 
 
 
 

（独）中小企業基盤整備機構 四国本部 
 本部長 高山 千佳歳 
 〒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 
 TEL087－811－1752 

（役割） 
 中小企業者の経営課題に対する経営支援セミナーの開催実施であったり、経営課題の解決にあた

り専門家継続派遣が受けられるハンズオン支援であったり、また一方、販路拡大・事業拡大に際し

て相談から活動サポートに至る支援もあり、海外に販路を展開する国際化支援でのメニューも取り

そろえられており、本事業実施において連携することにより効果的な支援が行える。 
 
 NPO法人えひめ人材ブリッジ 
 代表 東矢 憲二  (中小企業診断士) 
 〒791－8013 愛媛県松山市山越 5丁目 8－17 
 TEL089－922－6844 

（役割） 
 あらゆる国家資格のほか、芸術・料理・職人などプロを自認する人たちの集団として平成 28年 5
月に設立。経営セミナーの開催や専門家支援にあたってはテーマに沿った講師派遣を受けるととも

に、本事業計画で中核をなす「人材育成事業」において幅広い分野での講師派遣を受け、地域の活

力につながる効果的事業実施を行う。 
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■（株）日本政策金融公庫 新居浜支店  
 支店長  谷本 直貴 
 〒792－0023 愛媛県新居浜市繁本町 3－3       TEL0897－33－9101 
■伊予銀行 丹原支店 
 支店長 岡部 誠記 
 〒791－0510 愛媛県西条市丹原町丹原 249       TEL0898－68－7075 
■伊予銀行 小松支店 
 支店長 伊藤 裕樹 
 〒799－1101 愛媛県西条市小松町新屋敷字中町裏甲 448－1 TEL0898－72－2511 
■愛媛銀行 丹原支店 
 支店長 石崎 崇士 
 〒791－0503 愛媛県西条市丹原町今井 478      TEL0898－68－7315 
■愛媛銀行 氷見支店 
 支店長 石川 智一 
 〒793－0072 愛媛県西条市氷見乙 1148－1      TEL0897－57－9211 
■愛媛信用金庫 丹原支店 
 支店長 丸山 成明 
 〒791－0508 愛媛県西条市丹原町池田 1775－9  TEL0898－68－7049 
■東予信用金庫 小松支店 
 支店長 越智 奈緒美 
 〒799－1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲 344－3  TEL0898－72－2480 

（役割） 
 地元金融機関等と連携し情報交換を行うことにより地域小規模事業者対しての金融相談に対する

支援や新たな顧客や市場へのアプローチが効果的に実施できる。商談会やビジネスマッチングによ

る新しい販路拡大にも努めていく。周桑地域の市場調査や経済動向の把握を行うために「地域経済

懇談会」にも参画願い、連携し本事業の効果的実施を行う。 
 
 
 
 
 

■周ちゃん広場：JA周桑 
 代表理事組合長 戸田 耕二 
 〒791－0593 愛媛県西条市丹原町池田 1701－1 
 TEL0898－68－7800 
■東予園芸直販所：JA東予園芸 
 代表理事組合長 越智 敬一 
 〒791－0594 愛媛県西条市丹原町今井 431 
 TEL0898－68－4545 

（役割） 
 周ちゃん広場は四国最大級の直販所として 2006 年 3 月にオープンし、新鮮な農産物を提供して
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いる。ちなみに平成２４年度の販売額は約１９億円で人口５万人ほどの地域に年間１００万人が周

ちゃん広場」を訪れる。特に土日は、観光バスを連ねて県外からのお客さんも多く地元の人は買え

ないほど賑わっている。一方、東予園芸直販所では花卉や野菜、果物、農産物加工品を季節、季節

に提供しており特に花卉類は好評である。これら直販所においては、近年地域原材料を加工した商

品も多く提供し地産地消を進めているが、まだまだ人気のある野菜、果物、農産物が加工されてな

く商品開発材料が多く埋もれている状況である。 
 周桑地域には上記以外にも４直販所がある。本事業においては併せて６直販所において、直接取

材による市場調査を実施し、需要の開拓につながる有益な情報の確保に努める。 
 なお、JA周桑並びに JA東予園芸については周桑地区における地域経済動向情報の収集や周桑地
域の経済活性化に向けたプランづくりに際して設置する「地域経済懇談会」並びに「次世代経営塾

運営委員会」や事業実施評価での「経営発達支援事業評価委員会」に参画願い、周桑地域の経済活

性化に向けた取り組みを効果的に実施する。 
 
 社団法人 西条市観光物産協会 
 会長 関野 邦夫 
 〒793－0030 愛媛県西条市大町 798－1 
 TEL0897－56－2605 

 (役割) 
西条市は、石鎚山を源とする良質で豊富な地下水伏流水「打ち抜きの水」をはじめ恵まれた環境の

中、優れた農水産品が数多くあり、また、観光農園、温泉、産直市場など観光の見どころもあり地

域資源を有機的に活用することにより地域ブランドは向上する。周桑地域振興の力添えを受け、本

事業を効果的に行う。 
 
 西条商工会議所 
 会頭 星加 隆夫 
 〒793－0027 愛媛県西条市朔日市 779－8 
 TEL0897－56－2200 

(役割) 
 昭和 22年設立、平成 19年に四国で初めてとなる商工会議所同士となる東予市商工会議所と合併
し、西条市の中心となる総合経済団体として西条市商工業の振興に努めている。 
 本事業の実施にあっては連携して効果的事業実施を行なう。 
 
 愛媛県商工会連合会 
 会長 村上 友則 
 〒790－0065 愛媛県松山市宮西１丁目 5－19 
 TEL089－924－1103 

（役割） 
 愛媛県下に 23商工会と連携し、地域商工業者、特に地域小規模事業者の振興及び地域経済振興に
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各単会ともども努めている。連合会に広域サポートセンターをおいて地域での高度化事案支援への

サポートも図っている。一方、経営指導員等職員の資質向上にも努めている。 
 本事業の実施にあっては連携して効果的事業実施を行なう。 
 

連携体制図等 
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                                                               【事業計画の策定】 
                                【経営改善支援】 
                                【創業支援】 
                                【地域経済の活性化】 
                       

 
   
                                      
           方                
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