
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
北条商工会     (法人番号 3500005001147) 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

近年の小規模事業者の減少による地域活力の低下を防ぐため、愛媛県商

工会連合会、愛媛県、松山市、愛媛県よろず支援拠点、えひめ産業振興財

団、その他支援機関と連携し、真に必要な小規模事業者の支援を核とした

「産業振興」を商工会事業として実施することで、販路開拓による新たな

需要の開拓や雇用機会の維持拡大、地域イメージの向上に繋げ、「小規模

事業者の維持により、地域の持続的発展を図る」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】 

  地区内の経済動向に関する情報を調査・分析し、小規模事業者の現

状や経営課題を把握し、その結果をＨＰ等で広く情報提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  対象企業を巡回訪問やセミナー参加者の中からアンケート等に 

より抽出し、財務分析やＳＷＯＴ分析による経営分析を行い経営計画

策定の参考資料とする。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  経営状況の分析結果を基に、関係支援機関と連携して事業計画の 

策定に係る指導・助言を伴走型で行う。特に事業承継に係る事業 

計画の策定は寄り添いながら支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  巡回訪問による進捗状況の確認や課題解決に向けた指導・助言を 

伴走型で行うとともに、関係機関が実施する支援策の情報提供や 

必要に応じて専門家派遣を行い、実施に向けた着実な支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  域内外の消費者の需要動向をアンケート調査で把握し、併せて 

他機関が実施した需要動向調査を分析し、消費者の求める商品・ 

サービスを把握することで、新商品の開発等の事業施策に活用する。 

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】 

   小規模模事業者の販路開拓を県や市が行っている展示会や商談会 

と連携し支援するとともに、ＩＴを活用した販路開拓支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

   域外からお金を稼ぎ、域内で循環させる観光振興のまちづくりを 

中心市街地の活性化等の取り組みを実施することで、小規模事業者 

の経営の改善発達に繋げる。 

連絡先 
〒799-2432 愛媛県松山市土手内 125-1 

北条商工会  TEL  089-993-0567   FAX  089-993-1718 
E-mail:hojo-shokokai@bell.ocn.ne.jp  
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）現状・課題 

松山市の北部に位置する北条地域は、2005年 1月、温泉郡中島町とともに松山市へ編

入された地域である。 

北条地域は、松山市の北部に位置しており、東と北は今治市に接し西は瀬戸内海に向

かって開けており、陸地部は正方形に近く、総面積は 102.13k㎡である。浅海・立岩・

難波・正岡・北条・河野・粟井の 7 地区で

構成されている。地形は標高 986mの高縄山

を最高地点として東の山地から西の瀬戸内

海に向かって傾斜し、山地、丘陵、台地、

低地に区分されており、地域の東側の山地

から立岩川、河野川、高山川及び粟井川等

が並行して流れ、瀬戸内海に流れ込んでい

る。海岸線の延長は 16.9kmに及び、東部の

山林を背にこの海岸線に沿って細長い市街

地が南北の帯状に形成され、その東端に位

置するＪＲ予讃線が市街地と田園地帯を画

している。 

 温暖な瀬戸内海気候で、年間平均気温は

約 16℃強と暖かく、年間降水量は 1,000ｍ

ｍ前後と少雨である。積雪や台風の通過も少

なく、穏やかで恵まれた環境にあり、農業に

おいては米作が中心であったが、近年は、な

だらかな丘陵を利用して伊予柑の栽培、平野

部では「キウイフルーツ」、「イチゴ」などの

栽培が盛んである。水産業においては、瀬戸

内海で育った豊富な魚介類に恵まれている

が、新鮮な瀬戸内の小魚を独自の漁法で獲

り、天然塩のみで干しあげた「いりこ」と無

添加･低塩で仕上げた「ちりめん」などが生

産されている。 

 北条地域は、県のほぼ中央に位置する地理

的条件を背景に、近世には海上輸送の基地と

して栄えてきた。今治市と隣接する関係で繊維、いぶし瓦工業等の地場産業が存在して

いたが現在は衰退している。理由は、輸送手段が海上から鉄道や自動車の陸路に移行し

てきたことで、港は小規模な漁港として、また街路は単なる通過車両を通す機能しか持

ち合わせなくなっているからである。 

 北条地域の小売商業は、地域の基幹産業であった繊維等の低迷に伴って、商業活力も

次第に低下し、本来あるべき拠点商業としての役割や機能を十分果たさなくなってきて
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いる。北条地域の中心市街地である北条地区の商店街は国道 196号線（北条バイパス）

の開通により、域外への購買力の流出が著しく、商業の発展は厳しい現状である。 

 

【事業所数・商工業者数・小規模事業者数の推移】 

 事業所数 商工業者数 小規模事業者数 

平成 24年 896 737 581 

平成 21年 1004 884 706 

平成 18年 1000 870 719 

出典：経済センサス基礎調査 
※小規模事業者の年平均増減数は、(581 社－719社）/6年＝年平均△23社である。 

 

【北条商工会の会員数推移】 

業種 製造 建設 商業 サービス 合計 

平成 28年 3月末 67 101 117 195 480 

平成 27年 3月末 71 100 119 198 488 

平成 26年 3月末 74 102 125 191 492 

（参考）平成 17年 3月末 108 136 168 230 642 

 

【人口の推移】 

 
人口 

 
世帯数 

男 女 

平成 29年 4月 27,205 12,694 14,511 12,151 

平成 28年 4月 27,570 12,877 14,693 12,155 

平成 27年 4月 27,899 13,008 14,891 12,118 

（参考）平成 17年 4月 28,807 13,493 15,314 10,706 

出典：松山市住民基本台帳登録人口 

 

当商工会は、これまで記帳・税務・金融指導・労働保険代行等の定型的な経営改善業

務を中心に、セミナー・研修、青色申告会・商業サービス協同組合等の受託業務や旧北

条市が主催するイベントへの協力等を通じて、地域活性化や地域振興に携わってきた。 

このような中にあって、小規模事業者個々の経営課題の把握や、有用な情報提供、伴

走型の支援があまりできておらず、また、地域団体が主催する事業やイベントは地域の

連帯や活性化に少なからず貢献しているものの、多様な産業構造や慣習等から各団体が

それぞれ活動を行っているため、情報の集約・発信が限定的となっており、かつ、内向

きなイベントとなっている面は否めず、農業・林業・漁業と商工業との連携や交流、６

次産業化、農商工連携等の「産業振興」の動きには全く繋がっていない。 

 

また、稼いできたお金が街の外に流出していることで、実質的豊かさが実感できない

状況になっており、「域外からお金を稼ぎ、域内で循環させるまちづくり」に取り組み、

人口・事業者数・就業者数の減少軽減を図る必要がある。 
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（２）中長期的な振興の在り方 

当商工会としては、限られた人員と財源を前提として、本来の使命である「商工業者

の収益向上や雇用創出につながる経営支援」に応えているか、「産業の発展を促す地域

振興事業」に携わっているか、自問自答してきた。 

既存事業の真摯な評価・検証を続け、これからは商工会が地域に密着した唯一の総合

経済団体として、特に情報の集約・発信に関し各団体をまとめるとともに、地域経済を

活性化するための真に必要な小規模事業者の種々の支援を核とした「産業振興」による

新たな需要の開拓や雇用機会の維持拡大を優先課題として取り組む。 

併せて、既存事業の見直し及び優先課題を実行することで商工会の再生を図り、商工

業者並びに地域から一層信頼される組織となることで、商工会組織のバロメーターであ

る組織率の向上を目指していく。 

 

（３）経営発達支援計画の目標 

本計画において、現状の商工業者及び商工会員等の減少が地域経済活性化を阻害する

大きな問題と捉え、商工会の地域の総合的経済団体、小規模事業者支援機関としての役

割を踏まえ、経営状況分析、事業計画策定等の個社支援を効果的に行うことで、小規模

事業者の持続的な経営に向けた力を養い、「小規模事業者の維持により、地域の持続的

発展を図る」ことを目標に掲げる。現在の北条商工会の小規模事業者は 581事業者であ

り、高齢による自然廃業を除き、この数値の維持を図ることが地域の持続的発展につな

がると考える。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

このような現状・課題を踏まえ、現状を把握しきれていない小規模事業者のニーズ調

査に加え、「事業継続や拡大に前向きな事業者」、「若い事業承継者」等、経営支援が必

要とされている個社及び、「当地域へ移住し創業を計画する創業希望者」「地域資源の活

用を模索する創業希望者」を重点支援先として設定し、経営支援を実践する。 

特に、12年後の平成 42年には北条地域の人口は 23,700人程度になると推計されてい

る。現在、14歳以下の子供は 12.6％と子供の姿がなくなると街に元気もなくなるため、

事業者の若返りを図り、重点支援先への支援結果を成功モデル化することで、モチベー

ションが低下している既存事業者にも意識改革が図られ、結果、地域全体の活性化に繋

がると考える。 

なお、上記方針は第 6 次松山市総合計画（平成 26 年度～平成 33 年度）の＜政策 1＞

暮らしを支える地域経済を活性化する（施策①：雇用・就労環境の整備、施策②：事業

所立地と雇用創出の推進、施策③：農林水産業の活性化）と整合している。 

 

本経営発達支援計画策定にあたり、独自に、会長・副会長を含む商工会理事から 10

名、事務局 4 名の合計 14 名の協議会を設置し検討するとともに、北条地域にある唯一

の大学である聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部との意見交換として、北条地

域の魅力・課題等をテーマとして議論を行い、これら種々の意見等を踏まえ、本経営発

達支援計画を策定した。 
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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】 

【目的】 

地区内の経済動向に関する情報を収集、整理、分析を行うことにより、地区内の小規

模事業者の現状や経営課題を把握し、調査により得られた情報を整理分析、提供するこ

とで小規模事業者の経営発達を図る。 

 

【現状と課題】 

地域の経済動向に関する調査を平成 29年 4月に地区内の会員事業者 471社に対し、「中

小企業景況簡易調査」を当会独自で実施した。 

 (118事業者から回答あり。) 

 

 当地区内事業者の売上状況は、全ての業種で横ばい又は減少傾向と回答する事業者が

約 75％にのぼり厳しい経営状況に置かれている。また、事業者が認識する経営課題は、

製造業・建設業では「コスト削減による生産性向上」、商業・サービス業では「売上拡

大」であり解決していく必要がある。 

昨今の厳しい経済状況の中、いかに売上・利益に結び付ける支援が大切かを踏まえ、

次のとおり地区内の小規模事業者実態調査を会員事業者に限らず調査範囲を広げ、且

つ、きめ細かい調査を行い、それぞれの事情に合った対策を検討し、併せて、巡回相談

等の際、有益な情報を小規模事業者に提供していく。 

 

【事業内容】 

①地域動向及び小規模事業者の現状把握と情報提供 

平成 29 年 4 月に当商工会にて独自に実施した「中小企業景況簡易調査」を更にブラ

ッシュアップし、同様のアンケートスタイルで「中小企業景況調査」を実施し、会員事

業者に限らず、当地区の小規模事業者全体（581 事業者）へ調査対象を広げ、支援ニー

ズ等のきめ細かい調査を実施する。定期的に情報収集・分析を行い小規模事業者に寄り

添った支援を展開するための基礎情報として活用する。 

 

＜調査項目＞ 

後継者の有無、売上状況、経営課題、今後の取組み、支援ニーズ、 

企業概要(主要商品・サービス・技術)、景況感、収支状況、資金繰り、需要動向等 
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＜分析方法＞ 

 調査の結果をクロス集計分析による属性ごとの数値の把握や、業種ごとの DI（ディフ

ュージョン・インデックス）値を指数としてその推移を把握する。 

 

＜成果の活用方法＞ 

 分析した調査結果は、小規模事業者へ巡回時に情報提供するほか、当商工会ホームペ

ージで幅広く周知し、小規模事業者が経営分析や事業計画策定等に利活用できるように

する。尚、当商工会ホームページは小規模事業者がより活用しやすいようリニューアル

するほか、新たに SNS等の情報発信媒体の活用拡大を図り Push型の周知を実践する。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

小規模事業者実態 

アンケート調査回数 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

公表回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【目的】 

小規模事業者の経営分析を行うことにより、自社の経営状況や経営の方向性を把握す

ることができ、経営状況に応じた経営支援を行うことで、持続的な発展に繋げることを

目的とする。 

 

【現状と課題】 

これまでの調査は、感覚的な売上推移や取引状況を確認していたに過ぎず、分析のも

ととなる指標が無い状況であり、経営改善に結びつける資料整備も行っていなかった。

現状は、事業者が困窮状態に陥ってから相談を受けるという受け身の姿勢で、後手に回

っていた。また、これまで職員の意識が経営管理面の指導に目が行き、生産性や収益性

追求の支援という経営改善に関する支援意識が薄く、当地域のイベント等に時間を取ら

れていた面もある。 

一方、小規模事業者においても、経営分析の重要性や必要性を認識している事業者は

少ない。今後、日常より巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者に積極的にアプローチ

し、各種セミナーへの参加等を通じて個々の経営分析を行うことで、小規模事業者の意

識向上を図り、経営上の悩みに対し丁寧にサポートしていく。 

 

【事業内容】 

①小規模事業者の選定・抽出と経営状況分析 

＜手段＞ 

本事業を実施するにあたり、対象者となる小規模事業者の選定が必要である。現在、

581 社の小規模事業者が当地域内に存在しており、職員 6 名が事業所へ訪問し、ニーズ

調査・広報活動を行っているが、さらに効率を上げるために、以下のような抽出方法を 
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検討している。 

1)無作為抽出法によるアンケートの実施（ＨＰからの自由参加型アンケート） 

2)無作為抽出法によるアンケートの実施（郵送による依頼型アンケート） 

3)会報への告知（小規模事業者限定の研修会・無料相談会等の実施） 

4)経営指導員の重点事業者の新規訪問（目標件数 月 5件訪問/１名） 

5)セミナー参加者からの抽出 

 

なお、「事業継続や拡大に前向きな事業者」、「若い事業承継者」等、経営支援が必要

とされている個社を重点事業者として設定する。 

 

＜分析項目＞ 

〇財務的な観点からの経営状況分析 

アンケートによる無作為抽出法により選定した経営改善が必要な小規模事業者には

会計知識に乏しい経営者が自社の財務状況を把握できるよう、決算書（貸借対照表、損

益計算書）を基にし、自社の財務内容を理解してもらいながら、収益力向上と経営基盤

の強化にむけた指導を行う。巡回による企業訪問の際に依頼のあった小規模事業者に

は、収益性、・効率性・生産性・安全性・成長性等を分析し、小規模事業者の客観的な

実態把握を行う。 

 尚、使用ツールとして、下図の事業計画作成キット（中小企業基盤整備機構）を活用

し、財務的な観点から現状分析する。 

 
 

〇その他の経営状況分析 

財務分析の結果及び喫緊の経営課題に併せ、小規模事業者の経営状況を SWOT 分析で

精査することにより、各方面の改善点を浮かび上がらせ、解決すべき課題を特定する。 

具体的には、下記の記入シートに記入することにより経営指導員が分析内容を検討す

る際の資料とする。 
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外部環境 

（市場、顧客ニーズ、競合） 

経営資源 

（人、物、金、情報、ノウハウ） 

機会 

 例）少子高齢化、空き家 

強み 

例）高い技術力、老舗 

脅威 

 例）大手企業参入 

弱み 

例）営業力不足 

↓ 

目指すべき事業の方向性 

①ターゲット 

②何を 

③どのように 

↓ 

解決すべき課題 

①販売計画の策定 

②財務の改善（売上拡大・収益改善・コストダウン） 

 

＜成果の活用方法＞ 

 小規模事業者の目指すべき方向性や解決すべき課題を抽出し、事業構造を抜本的に見

直し、収益性の向上や経営基盤の強化に役立てる。また、経営分析結果を踏まえて、小

規模事業者にとって必要な支援メニューを選択・提案する。 

 併せて、事業計画策定の実効性・販路開拓の有効性を高めるために分析結果を活用し、

事業者毎の分析結果と具体的な支援内容は、事業年度毎に整理・蓄積し、組織として一

貫性のある継続支援が実施できるようにする。 

 

＜目標＞ 

目標値／年度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

無作為抽出法による

依頼件数 
未実施 120件 120件 120件 120件 120件 

新規巡回・相談によ

る抽出件数 
未実施 50件 50件 50件 50件 50件 

経営分析件数 未実施 25件 25件 25件 25件 25件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【目的】 

小規模事業者の経営課題を解決するため、地域の経済動向調査、経営状況の分析結果

を踏まえ、事業計画を策定し、その計画を実行することで、小規模事業者の持続的発展

を図ることを目的とする。 
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【現状と課題】 

これまで経営改善普及事業としては、前述したとおり経営管理的な面を適宜行ってい

る程度で、小規模事業者のトータル的な支援は行っていなかった。従って、各事業者の

事業計画の策定や事業計画書をもとに事業遂行の検証も行っていないのが現状である。 

喫緊の課題として、生き残りをかけた取り組みである経営の持続的発展を行うには、

現状を踏まえ、将来を見据えた事業計画を策定し事業計画に基づく経営を行うことが重

要であることを小規模事業者に認識してもらう必要がある。 

 

【支援に対する考え方】 

経済動向調査や経営状況分析で得られた成果を活用し、事業者自身の気づきによっ

て、プロダクトアウトからマーケットインへの経営者の発想転換を促すことで、消費者

ニーズを見据えた経営の実現を図り、計画策定後の支援をスムーズに実行することで、

小規模事者の持続的発展を図る。 

 また、創業予定者については「創業融資」を主たる目的にせず、創業後生存率を高め

るために、事前に事業開始後の採算性や資金繰り等を十分検討させていく。 

 

【事業内容】 

①事業計画策定セミナー・創業個別相談会の開催 

＜支援対象＞ 

 経営分析を行った小規模事業者及び創業予定者を支援対象とする。 

 

＜手段＞ 

経営分析を実施した小規模事業者に提案する。事業計画策定セミナーでは、「事業計

画の必要性」「強みの見つけ方」「経営課題の抽出」「アクションプランの優先度とスケ

ジュール」等の事業計画策定スキルや具体的ノウハウの習得を目指す。 

創業個別相談会では、創業者に不足している、事業の採算性の検討や事業開始後の資

金繰り、記帳関係等を重点的にアドバイスする。安易な創業計画の場合は、創業延期や、

断念も視野に入れ、実効性・有効性のある質の高い創業計画策定を目指す。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定セミナ

ー・個別相談会開催回数 
1回 2回 2回 2回 2回 2回 

上記参加人数 a 12人 25人 25人 25人 25人 25人 

創業個別相談会 

開催回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

上記参加人数 b 未実施 3人 3人 3人 3人 3人 

 （目標設定の根拠） 

  a：本計画で経営分析を行った事業者数を設定した。 

  b：当商工会へ過去の創業関連の問合せ件数をもとに、参加人数を想定し設定した。 
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②事業計画策定支援 

＜支援対象＞ 

 経営分析を行った小規模事業者、事業計画策定セミナーに参加し、事業計画策定スキ

ルを習得した小規模事業者、創業予定者を支援対象とする。 

 

＜手段＞ 

 事業計画策定セミナーの開催を通じた事業者の理解と知識の向上を図ったうえで、経

営指導員及び専門家の活用による個別指導のもと、経営分析に引き続き、事業計画作成

キット（中小企業基盤整備機構）を活用した事業計画策定支援を行う。 

 

1)事業の方向性の決定 

 経営分析で検討した「目指すべき事業の方向性」をもとに、既存商品・顧客の特徴や

競合等を比較検討しながら、事業の実態に合った販路拡大を目的とした事業の具体的な

方向性を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（A）新規顧客へのアプローチ → 既存商品・サービス力を新規客開拓に結びつける。 

（B）新商品によるアプローチ → 既存顧客へ新商品・サービスを提案する。 

（C）既存事業の改善     → 既存顧客・商品等での収益力アップを図る。 

 

2)課題の整理と解決策（アクション）の検討 

 1)での方向性をもとに、課題・アクションを下記観点からヒアリングし具現化する。 

  ・商品（新商品・サービスへの取組み・サービスの階層化・オプションの拡充等） 

  ・顧客（上級サービスへのシフト推進・優良顧客の囲い込み等） 

  ・販売方法（HPや SNSの導入・販促手法の見直し等） 

  ・差別化（新技術への取組み・対象顧客に基づくコンセプトづくり等） 

  ・その他管理方法（人材育成・作業工程や工数の見直し・業務フロー標準化等） 

 

3)優先課題とアクションの決定 

 2)で得られた課題・アクションをもとに、計画策定事業者の組織体制・人・資金・時

間等の成約を勘案しながら、下記の「課題解決による効果検証シート」を使用して優先

順位を決定する。 

 

C 

B 

 

A 
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  ・アクション毎の重要度（影響や効果が大きいもの）を◎・〇・△で区別する。 

  ・アクション毎の緊急度（赤字要因等の対応を急ぐもの）を◎・〇・△で区別する。 

  ・アクション毎の販売数量・単価・原価率・経費額の変動を前期の損益計算書に 

   反映させ、目標売上高・利益と比較検討しながら趣味レートする。 

 

 
 

 

4)事業計画への落し込み 

 3)で整理した課題・アクションを 5W1H でスケジュールに落し込み、明確な事業計画

書を策定する。加えて、目標利益・売上を見据えた損益・資金計画書を用いて数値計画

を作成する。 

  ・目標 

    課題・アクションの検討結果を踏まえ、活動の目的・定量目標を設定する事で 

計画期間を通じて「何を実現したいのか？」を明確にする。 

  ・アクションのスケジュール化 

    課題を通じたアクションプランの実行者・取組みの進捗を評価できる定量目標

（マイルストーン）を明確にする事で進捗状況の確認・検証ができるようにする。 

  ・損益・資金計画の作成 

    3)で行った優先課題・アクションの決定とその効果としての目標売上・利益の

試算をもとに、事業全体の損益計画を作成する。加えて資金調達の有無を考慮し

た資金計画の作成を行う。 
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＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定 

事業者数 c 
12社 17社 17社 17社 17社 17社 

 （目標設定の根拠） 

c：業計画策定セミナー・創業個別相談会の参加者のうち、事業計画を策定できる 

  事業者数を想定した。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【目的】 

事業計画を策定した小規模事業者が着実に計画実行を行えるように、定期的に巡回訪

問を行い、進捗状況の把握、計画のブラッシュアップ・見直し等の支援を行うことで、

小規模事業者の持続的発展を図ることを目的とする。 

 

【現状と課題】 

小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金等の補助金申請にあたっての事業計画策

定や事業実施については前向きに取り組む姿勢がみられるが、策定した計画の進捗状況 

の確認や見直しまで行う小規模事業者は極めて少ない状況である。 
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このため、事業計画策定後、実施にあたって課題の早期発見や解決のためにも、定期

的な巡回訪問を行い進捗状況の確認を行いフォローアップしていく必要がある。具体的

には事業計画策定から実施・見直しまで伴走型の指導・支援を行い、専門的課題につい

ては専門家の個別指導によるフォローアップを実施することが必要である。 

 

【事業内容】 

①事業計画策定後の実施支援 

＜支援対象＞ 

 事業計画を策定した小規模事業者全てを支援対象とする。 

 

＜支援頻度＞ 

事業計画策定後、四半期に１度以上巡回訪問を行い、事業計画の進捗確認を行い、経

営状況や環境変化を踏まえながら定期的な見直しを行い、確実な事業計画実現に向けて

必要な指導・助言を行う。 

 

＜指導内容＞ 

1)事業計画の進捗状況の把握とブラッシュアップ 

特に製造業・建設業においては、「コスト削減による生産性向上」、商業・サービス業

では「売上拡大」を主要なチェックポイントとして進捗状況を把握し、収益改善に必要

なアクションプラン（生産性向上、販路拡大の具体的取り組み内容）の見直しを提案す

るなど、経営課題解決に向けた伴走型の指導・助言を行う。 

また、必要に応じ専門的課題については、他の支援機関（愛媛県よろず支援拠点等）

や専門家（弁護士、税理士、社労士等）にも助言を求め、問題を先送りすることなく解

決していく。 

 

2)創業者支援 

創業者については巡回訪問を強化し、記帳・税務・労務・金融等基礎的な指導を行い

ながら事業計画の進捗状況を確認し、経営基盤確立に向けたよりきめ細やかなフォロー

アップを行う。 

 

3)事業資金のあっせん等 

事業計画の実現・実施に必要な事業資金については、日本政策金融公庫の「小規模事

業者経営発達支援融資制度」等を積極的に活用し支援する。 

 

4)人材確保・育成支援 

 事業計画を確実に進め成果を出すためには、人材確保・育成が大きなポイントとなる。

特に当地域では、建設業を中心に人材確保・育成が今後の事業展開で取組むべき課題と

認識する事業者が多い。松山市が地方創生加速化交付金を活用し、創業・経営・就労支

援などの幅広いサービスをワンストップで提供する「未・来 Jobまつやま」と連携し、

カジュアル企業説明会、制度設計・助成金活用セミナー等への参加を事業者へ促し、ま

た、必要に応じ社会保険労務士等の専門家による制度設計の助言、ホームページ等を活

用した情報発信等の支援を行い、人材面の課題解決に向けたフォローを行う。 
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＜目標＞フォローアップ実施支援 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

巡回訪問回数 a 48回 68回 68回 68回 68回 68回 

専門家支援件数 0件 5件 6件 7件 8件 9件 

フォローアップ対象

事業者数 b 
12社 17社 17社 17社 17社 17社 

 （目標設定の根拠） 

  a：事業計画策定事業者数×4回で計算した。 

  b：事業計画策定事業者数を設定した。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【目的】 

事業計画を策定する事業者が販売する商品・サービスの需要動向に関する情報収集、

分析等を行い、小規模事業者に情報をフィードバックすることで、新たな需要の開拓に

繋げるなど有効活用し、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

【現状と課題】 

これまでは、待ちの姿勢で経営改善普及事業の推進を行うのみであり、小規模事業者

の販売する商品等需要動向に関する情報の収集・分析等ができておらず、広域的な経済

動向の情報や業種を取り巻く業界の動向、消費者目線での客観的な情報についての問題

意識が不足しており、個別かつ幅の広い見方での需要動向の調査ができていなかった。 

今後は、需要動向について各事業者の商品サービスに対する需要動向調査を行い、情

報提供するとともに、域外消費者が北条地域に求めているものを把握するための調査を

実施し、且つ、域内の需要動向についても調査する。 

 

【事業内容】 

①個社店舗での商品・サービスに対する需要動向調査 

 個社が提供している商品サービスに対する顧客のニーズや市場性について調査し、整

理分析して小規模事業者に提供することで新規顧客獲得や売上拡大に繋げる。 

＜支援対象＞ 

 事業計画策定を行った小規模事業者とし、且つ、当地区で増加傾向にある地域農産品

（キウイフルーツ、イチゴ等）を使用するスイーツ・ベーカリー・カフェ店を支援対象

とする。 

 

＜手段及び分析手法＞ 

 個社支援を行う小規模事業者の店舗等に訪れた顧客に対し、アンケート調査を実施す

る。調査内容や項目手法は提供する商品サービス、業態に応じて事業者と予め調整する。 

分析手法としては、顧客属性と回答内容のクロス分析を複数行い、需要動向において

明確な消費者行動がわかるように分析する。 
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＜調査項目＞ 

 住んでいる地域、年齢、性別、家族構成などの基礎的情報、来店頻度、1回の買い物 

金額、消費用途、よく購入する商品・サービス、購入判断基準、欲しい商品サービス、

改善事項 等 

 

＜成果の活用方法＞ 

 調査実施後は情報を整理分析し、当該個社へ提供することで、事業計画の見直しや新

商品・新サービスの開発、新規事業のアイデア等へ活用し、新規顧客獲得や売上拡大に

繋げる。また、将来的には小規模事業者が独自に調査できるよう、調査手法等のアドバ

イスも併せて行う。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数 未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

調査標本数 a 未実施 150件 150件 150件 150件 150件 

 （目標設定の根拠） 

  a：1社あたり 50件を想定し、50件×3社=150件とした。 

 

②風和里（道の駅）来場者アンケートによる需要動向調査 

当地域の北部にある風和里は山と海に囲まれた自然豊かな場所にある道の駅で、朝採

れ新鮮野菜だけでなく、魚介類、手作りの惣菜や漬物など、バラエティに富んだ地元産

品を取り揃えている。また、地元食材を使用したレストランだけでなくアイスクリーム

やじゃこてんなどの軽食が食べられるコーナーも設置しており、目の前にある長浜海岸

（風和里前海岸）は、夏になると海水浴に訪れる人で賑わっており、展望台から見える

美しい夕日を求め、域外から多くの来場者が訪れる。 

週末には 1,800 人～2,000 人の来場者があることから、観光バス等で来場する域外か

らの来場者に対して、主に飲食店の小規模事業者が提供する商品やサービスについての

消費者ニーズを把握するアンケート調査を行う。 

＜支援対象＞ 

 事業計画策定を行った小規模事業者とし、且つ、当地域の海産品（いりこ、ちりめん

等）を使用する飲食店を支援対象とする。 

 

＜手段及び分析手法＞ 

 週末（土曜又は日曜）来場する消費者に対して 3分程度で終わる、10問程度のアンケ

ート調査（1 回あたり来場者 50人を対象）を実施する。 

分析手法としては、顧客属性と回答内容のクロス分析を複数行い、需要動向において

明確な消費者行動がわかるように分析する。 

 

＜調査項目＞ 

住んでいる地域、年齢、性別、家族構成などの基礎的情報、味、内容量、価格、品質、

見栄え、商品・店舗などの改善事項 等 
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＜成果の活用方法＞ 

収集した情報は、「ニーズのある商品」「売れる価格帯」「顧客層」などの傾向を分析

し、対象事業者に情報提供するとともに、対象事業者の事業計画（具体的な販売活動）

に反映させ、商品のブラッシュアップや新商品開発、販路開拓に役立てる。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

風和里来場者アンケ

ート調査による 

支援対象事業者数 

未実施 1社 1社 1社 1社 1社 

調査標本数 b 未実施 50件 50件 50件 50件 50件 

 （目標設定の根拠） 

  b：1社あたり 50件を想定し、50件×1社=50件とした。 

 

③松山圏域中小企業販路開拓市での需要動向調査 

当商工会のある松山市が主管となり実施している松山圏域中小企業販路開拓市は、県

内外の百貨店・スーパー等の大手流通業から食品販売店等のバイヤー・仕入担当者が会

場内にブースを設け、新規取引を希望する地元に本社・本店がある中小企業・小規模事

業者が自社製造・生産品を売り込む形式の商談会である。 

＜支援対象＞ 

 事業計画策定を行った小規模事業者とし、且つ、当地域の農産品及び海産品等を使用

した商材を保有する食品加工事業者で、本開拓市に出展する事業者を支援対象とする。 

 

＜手段＞ 

バイヤーを対象に会場内でヒアリングによる需要動向調査を実施する。地域農産品・

海産品、酒、味噌、醤油などの食品加工品を選定し、バイヤーに対しアンケート調査を

実施する。 

 

＜調査項目＞ 

 商品の独自性、新規性、デザイン性、機能性、価格、話題性、自社の顧客層へのマッ

チ度、時代のトレンドとのマッチ度、品質管理・安全性、パッケージ、商品の改善の余

地、流通面などの商品の供給能力、オンリーワン度合い 等 

 

＜成果の活用方法＞ 

出来上がった分析結果は出展業者だけでなく、関連業種の事業所に需要動向調査結果

としてフィードバックし、新商品の開発や既存商品の改良に役立てる。 

各調査で得られた情報の整理・分析を行い情報提供することで小規模事業者個々の新

たな販路開拓、新商品の開発等事業計画の策定等に活用するほか、地場産品の復活及び

特産品や新商品の開発等に活用する。また、観光振興に伴う新たな需要の開拓に向けて、

後述する経営発達支援委員会及び風早活性化協議会に報告し、広範に有効活用する。 
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＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

販路開拓市での需要

動向調査 
未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

調査標本数 c 未実施 15件 15件 15件 15件 15件 

 （目標設定の根拠） 

  c：1社あたりバイヤー5人からのヒアリングを想定し、5人×3社=15件とした。 

 

 

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】 

【支援に対する考え方】 

小規模事業者が苦手とする広報活動や展示会の開催、ＩＴの活用等、商品・サービス

をＰＲする手段や場所を提供する必要がある。そのため、需要の開拓に寄与する事業を

行い、事業計画策定を行った事業者に対し、需要動向調査で得られた情報に基づき事業

計画策定後の実施支援の一環として課題解決を図ることで計画の実効性を高める。 

 

【現状と課題】 

小規模事業者は、自社商品を自社のネットワークにより取引先を決定し販売している

状況で、新たな販売先の掘り起こしや販売方法の構築、新商品開発が必要ではあるが、

小規模事業者単独では情報不足やノウハウも乏しく、生産コストや販売ロスの懸念から

取り組みが厳しいという課題がある。 

また、域内や近隣の顧客を対象にした商品の売上は、少子高齢化等により徐々に低迷

してくることから対策を講じる必要がある。 

 

【事業内容】 

①ＢtoＢ展開支援 

 松山市内で開催される商談会へ出展を促すとともに、出展時及び出展前後の支援を行

う。 

＜商談会概要＞ 

1)えひめが誇る「すご味」「すごモノ」商談会 

・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り、首都圏の百貨店や 

専門店のバイヤーが多数招聘される。 

・目的 大手百貨店等バイヤーや参加事業者の交流などでビジネスチャンスを提供する 

とともに、さらなる販路拡大に向けた商品力強化を目的とする。 

・時期 例年１月開催 

・主催 愛媛県商工会連合会 

・規模 バイヤー40社、事業者150社程度参加 

 

2)松山圏域中小企業販路開拓市 

・特徴 百貨店・スーパー等の大手流通業や県内の食品販売店などのバイヤー・仕入担 
当者が会場内にブースを設け、新規取引を希望する中小・零細企業が自社製 
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造・生産品を売り込む「逆」商談会。 
・目的 小規模事業者が地元にいながら流通業界のトレンドを体感し、製品のブラッ 

シュアップやプレゼン能力の向上に繋げ、販路拡大に向けた機会も提供する。 
・時期 例年２月開催 

・主催 松山圏域中小企業販路開拓市実行委員会 

・規模 バイヤー30社、事業者40社程度参加 

 

＜支援対象＞ 

 主に大都市での販路拡大に取り組む事業者。具体的商品として、食品（日本酒・醤油・

味噌・いりこ・ちりめん）非食品（いぶし瓦・木工品）などを想定する。 

 

＜支援内容＞ 

○出展前支援 

・農林水産省が推奨するＦＣＰ展示会・商談会シートの活用を促すため、作成方法等に 

ついて個社支援を行う。 

・商品のマーケティングリサーチであれば、商品の現状分析の中で問題点の仮説を 

 たて、「誰に、何をどのように聞くか」を明確にしたヒアリングシートの作成支 

 援を行う。 

○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が適切に行われているか管理するととも 

に、バイヤーからの重要なアドバイス等についてはメモをとりフィードバックする。 

○出展後支援 

・商談先の企業概要や売り場情報、催事予定など基に顧客リストを作成し、今後の 

 アプローチを適切に行えるように支援する。 

・問題点の仮説と調査結果を検証し、商品計画の見直しなどの円滑なマーケティン 

 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、愛媛県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 

1) 

えひめが誇

る「すご味」

「すごモノ」

商談会 

参加事業者数 

（商談数） 

1社 

(4件) 

3社 

(12件) 

5社 

(20件) 

8社 

(32件) 

10社 

(40件) 

10社 

(40件) 

成約件数 0件 3件 5件 8件 10件 10件 

商品改良件数 0件 1件 3件 5件 7件 7件 

2) 

松山圏域中

小企業販路

開拓市 

参加事業者数 

（商談数） 

1社 2社 

(2件) 

3社 

(4件) 

3社 

(5件) 

4社 

(6件) 

4社 

(8件) (0件) 

成約件数 0件 1件 2件 3件 4件 5件 

商品改良件数 0件 1件 3件 5件 7件 7件 
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②地域イベントを活用した販路開拓支援 （域内ＢtoＣ展開支援） 

地元で毎年開催されている北条商工文化祭（主催：北条商工会）や農林水産参観デー

（主催：愛媛県農林水産研究所）の展示即売会への出店を促し、地域内外の一般消費者

へ知名度向上を図ることで販路拡大に繋げていく。 

 

＜支援対象＞ 

地域資源活用事業者、商品・サービスの試作開発に取り組む小規模事業者、販路開拓

に取り組む小規模事業者（主に製造小売業、飲食業を対象） 

 

＜支援内容＞ 

○出店前支援 

・従来の出店斡旋や出店場所確保の調整に加え、出店する商品の選定、展示レイアウト

方法、チラシ・ポップ・のぼり等販促物の準備、容量・価格の設定、自店舗への誘引を

促す仕組み構築を支援する。 

 

○出店後支援 

・出店商品の販路拡大方法、出店商品の改良、今後の商品構成の検討等を愛媛県よろず

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 

地域ｲﾍﾞﾝﾄ

を活用し

た販路開

拓支援 

出店事業者数 5社 6社 8社 10社 10社 10社 

１社あたりのﾌｫﾛｰｱ

ｯﾌﾟ回数 
— ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

１社あたりの前年度

比売上高伸び率と

増加金額（平均） 

— 
3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

商品改良件数 0件 2 件 4 件 6 件 7 件 7 件 

 

③情報発信支援 

ＩＴ等を活用した積極的な情報発信を促し、地域内外消費者の需要獲得を支援する。 

 

1)マーケティング専門家による「ＳＮＳ講習会」の開催 

 愛媛県よろず支援拠点等のＩＴ専門家による「ＳＮＳ講習会」の開催等を通じ、事業

者及び経営指導員がノウハウ習得を図り、ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信

を小規模事業者に寄り添いながら、売上拡大に直結する支援を行い、伴走型で情報発信

を実践していく。 

 

＜支援対象＞ 

地域資源活用事業者、商品・サービスの試作開発に取り組む小規模事業者、販路開拓

に取り組む小規模事業者（主に製造小売業、飲食業、サービス業を対象） 
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＜支援内容＞ 

○事前支援 

セミナー開催 
・特 徴 ①集客のための商品画像と記事の作成方法 

     ②ホームページとＳＮＳを相互活用した集客方法 

     ③情報セキュリティー対策方法 

・時 期 10月開催（予定） 

○セミナー受講後のフォローアップ支援 

個社支援を通じて、無料で使えるグーグルのＷＥＢ販促ツールを活用し、その効果を

見える化することで、効果を検証していく。 

・Googleアナリティクスを活用し、自社商品サイトの閲覧者数、閲覧者の住所、使用 

した端末、どのサイト(FacebookやTwitterなど)や広告から閲覧したかを把握する。 

・定期的に商品別売上動向、購入者層、商品レビューを調査し、レポートに纏める。 

 

2)プレスリリース支援 

 自社の新商品、新サービスの情報をメディアに広くアピールしたいと考えているが、

マスコミへのアプローチが分からない小規模事業者には、北条商工会や愛媛県商工会連

合会と親しいメディア等の情報発信力を活用し、地域内外へ訴求し販路拡大に繋げる。 

 

＜支援対象＞ 

地域資源活用事業者、商品・サービスの試作開発に取り組む小規模事業者、販路開拓

に取り組む小規模事業者（主に製造業、製造小売業、飲食業、サービス業を対象） 

＜支援内容＞ 

プレスリリース支援として、プレスリリース作成シート（会社概要、商品概要、商品

キャッチコピー、商品説明、顧客ターゲット、コンセプト、強み、リリースのポイント、

旧商品との比較表（味、見た目、原材料、こだわり、機能面、容量、価格等））を活用

し、作成の支援を行う。作成したプレスリリースを当商工会が事業者に代わって、地元

の愛媛ＣＡＴＶや地元ローカルＴＶ局、愛媛新聞社などにプレスリリースしマスコミに

情報提供する。 

 

3)自社ホームページ作成支援 

 自社のホームページを持たない事業者には、ミラサポのＩＴ専門家に依頼し、ホーム

ページ制作を支援し、商談やネット販売に役立てる。また、ホームページ作成により人

材確保等の副次的な効果も期待できる。制作、維持、管理において、無料版・有料版を

問わずホームページ制作を促していく。 

 

＜支援対象＞ 

地域資源活用事業者、商品・サービスの試作開発に取り組む小規模事業者、販路開拓

に取り組む小規模事業者（主に製造業、製造小売業、飲食業、サービス業を対象） 

＜支援内容＞ 

○ホームページ開設支援 
Ｗｅｂサイトの作成にあたり、商品の強みを顧客にしっかり伝えるため、専門家を活
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用しながら個社支援を行う。 

・事業計画策定で得られた経営分析結果を参考に、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指導を行う。 

・自社の商品・サービスに対する顧客ターゲットを明確にし、それに対応する 

コンテンツが用意されているか指導を行う。 

 

○開設後のフォローアップ支援 

個社支援を通じて、四半期ごとにサイト内コンテンツの確認を行うとともに、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。 

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

いるか指導を行う。 

・ブログやＳＮＳを活用した記事更新を通じ、会社・人・商品の動向を切れ目なく 

提供できる体制が構築されているか指導を行う。 

・Googleアナリティクスでサイトの訪問者数、訪問者の住居地、使用した端末、 

どのサイト、ＳＮＳから訪問したかを把握し、最適なＷＥＢ戦略を指導する。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

1) 

ＳＮＳ 

講習会 

参加事業者数 未実施 5社 5社 5社 5社 5社 

利用事業者数 未実施 4社 4社 4社 4社 4社 

１社あたりのﾌｫﾛｰｱ

ｯﾌﾟ回数 
— ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

１社あたりの前年度

比売上高伸び率と

増加金額（平均） 

— 
3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

2) 

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 

支援 

支援事業者数 未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

掲載件数 未実施 2件 2件 2件 2件 2件 

１社あたりのﾌｫﾛｰｱ

ｯﾌﾟ回数 
— ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

１社あたりの前年度

比売上高伸び率と

増加金額（平均） 

— 
3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3％ 

30万円 

3) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

作成支援 

支援事業者数 未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

ホームページ開設

支援事業者数 
未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

１社あたりのﾌｫﾛｰｱ

ｯﾌﾟ回数 
— ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

１社あたりの前年度

比売上高伸び率と

増加金額（平均） 

未実施 
3％ 

50万円 

3％ 

50万円 

3％ 

50万円 

3％ 

50万円 

3％ 

50万円 
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④ＥＣの活用 

 一般消費者の認知度が高まりつつあるコンパスクラブや全国商工会連合会が運営す

るＥＣサイト（ニッポンセレクト）への掲載を巡回等で推進し、掲載手続き・掲載後の

事務補助等、新規顧客獲得の支援を行う。尚、出品者の販路開拓のため、１店舗当たり

の年間の売上目標を15万円とし、毎月売上額の把握に努めながら、目標に達しない場合

は、サイトへの掲載方法や商品の改良などの個者支援及びセミナーを行い、売上拡大に

向けた提案を行う。 

 

＜支援対象＞ 

地域資源活用事業者、商品・サービスの試作開発に取り組む小規模事業者、販路開拓

に取り組む小規模事業者（主に製造業、製造小売業、飲食業、サービス業を対象） 

 

＜支援内容＞ 

○出品前支援 

ＥＣサイトへの商品掲載にあたり、商品の強みを顧客にしっかり伝えるため、専門家

を活用しながら個社支援を通じて以下の徹底を促す。 

・サイト内での商品構成・顧客層・集客、要求される手数料・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、商品ページ内における効果的な商品紹介記事作成や写真

の掲載などのアドバイスを行う。 

 

○出品後支援 

個社支援を通じて、無料で使えるグーグルのＷＥＢ販促ツールを活用し、その効果を

見える化することで、効果を検証していく。 

・Googleアナリティクスを活用し、自社商品サイトの閲覧者数、閲覧者の住所、使用 

した端末、どのサイト(FacebookやTwitterなど)や広告から閲覧したかを把握する。 

・定期的に商品別売上動向、購入者層、商品レビューを調査し、レポートに纏める。 

 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＥＣの 

活用 

活用事業者数 未実施 3社 5社 10社 10社 10社 

成約件数 未実施 3件 5件 10件 10件 10件 

１社あたりのﾌｫﾛｰｱ

ｯﾌﾟ回数 
— ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

１社あたりの前年度

比売上高伸び率と

増加金額（平均） 

未実施 
1.5％ 

15万円 

1.5％ 

15万円 

1.5％ 

15万円 

1.5％ 

15万円 

1.5％ 

15万円 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

【現状と課題】 

高齢化・人口減少の中で、地域経済の活性化のためには「域外からお金を稼ぎ域内で

循環させるまちづくり」を目指す観光振興の取り組みを行い、新たな展開としての産業

振興にも繋げる取り組みを行う。域外の人に北条地域に来てもらい、お金を使ってもら

う、お金を落としてもらう観光振興は、地域間競争の時代にあって、大変厳しい活性化

策であるが、近年、観光資源は多いものの地域住民、関係団体、行政が協働できておら

ず地域振興できる余地が残されていた。 

 

地域住民の意識の中で観光振興を本気で実行した方がいいとの合意形成に至ってい

るとは言い難い状況である。しかし、地域経済の構造を変えずして地域の自立と持続可

能性はない。主役は地域住民として地域の資源を使ってどのように変えていくことがで

きるのか、どのように変えるのが地域にとって望ましいのか、人が訪れたくなる選ばれ

る地域となるためにはどうすればよいかについて、行政が中心となり風早レトロタウン

構想策定委員会（平成 24年 4月 24日～平成 25年 2月 26日）を立ち上げ、意見交換会

（地区別ワークショップ）、委員会での協議・検討を重ね、これまでの延長ではない地

域経済の活性化を目指し、北条地域の全体ビジョンと地域活性化に向けた具体的進め方

を構想として策定した。 

 
 風早レトロタウン構想は、中核エリアの活性化を起点とし、3つの STEPで進める。STEP1

は北条の誇る地域観光資源「鹿島」の活性化を図り、鹿島に人を集め、人の流れをつく

る。そして地域の機運が高まることで、STEP2 鹿島と連携しながら駅前通り周辺の活性

化を図る。人が集まり、人が動くことで、中核エリアの盛り上がりに繋げ、STEP3 北条

地域の活性化へと取り組みを広げていく構想である。 
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【事業内容】 

①商工会ホームページのリニューアル 

観光振興のツールとして、ホームページは有効なものであるが、当商工会のホ－ムペ

ージは、内容が古くなっているところや新しい情報発信が困難な面があり、地域の豊富

な観光資源の情報を得て、北条へ行ってみようという気持ちにさせる内容となっておら

ず、全面的に更新することとする。 

また、ICT（情報・通信）を活用した小規模事業者の商品の販路開拓・新事業展開支

援、補助金・展示会・セミナー等の情報発信等を有効に行うとともに、地域団体が個別

にホームページを作成しているものを集約・発信することも検討する。 

特に、観光振興の視点から、スマートフォンにも対応できるようなものに更新すると

ともに、愛媛県立北条高等学校や、聖カタリナ大学、聖カタリナ短期大学部の協力も得

て、提供コンテンツには若者の視点を取り入れ、魅力あるホームページとする。 

具体的なリニューアルにあたっては、本計画の認定後、当商工会に「ICT検討委員会」

（年 2回以上開催）を設置する。平成 31年度に検討を重ね、翌 32年度にリニューアル

する。 

 

②中心市街地の活性化 

 北条駅前通り周辺には、「北条駅前商店街」「北条辻町商店街」「北条本町商店街」の 3

つの商店街がある。人口の流出により地域の若者は減り、公共交通機関の利用者も減少

している。また、商店街では大型店舗の出店、駐車場不足や後継者不足などから店舗の

数が減り続けている。現在、空き地や空き店舗が目立ち、街に活気のない印象を与えて

いる。商店街の将来像、あるべき姿は、空き店舗への入居促進や歩行者天国にしたイベ

ント開催、観光資源との連携による新たな魅力を創出し、地域に必要とされる商店街へ

変革していく必要がある。 

 当商工会では、商店街活性化に向け、下記取り組みを主体的に推進する。 

○商店の魅力向上 

   空き店舗を活用した、地域ニーズに合う新たな店舗の出店を支援するとともに、 

商業者向けの研修などを開催し、商店の魅力向上を図る。 

（商店街店主向け講座・研修、創業者向け支援、事業承継支援、ニーズ調査等） 

○郷土料理を活かした魅力づくり 

   郷土料理を見つめ直し食文化の掘り起こしを進め、新たな魅力をつくる。 

（異業種間連携／鯛めしのブランド化支援／食文化の調査・掘り起こし等） 

 

③新商品の開発に向けた「風早活性化協議会」との連携 

当商工会が関連団体をまとめ、主導して町に活気を人に元気を取り戻し、商業や他の

産業の振興を促すため、地場産品の復活及び新商品の開発に取り組み、関係事業者に対

して情報提供や実現に向けての支援を行う。 

地場産品の復活及び新商品の開発は観光振興にも繋がることから、認定後に当商工会

は、風早活性化協議会と連携をし、大学教授等観光分野の有識者及び料理等の専門家を

アドバイザーとして委嘱・招へいし研究・開発等を実施する。（年 2回以上開催） 

具体的には、新商品の開発として農協や漁協等と連携し地元の農産品（みかん、キウ

イ、たまねぎ、しいたけ等）、海産品（いりこ、ちりめん等）といった種々な産品を活
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かした商品開発を図ることを予定しているが、北条高校、聖カタリナ大学とコラボし専

門家の指導のもと学生による新商品開発することも検討する。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

観光客数（鹿島） 5.6万人 5.6万人 5.7万人 5.7万人 5.7万人 5.7万人 

新商品開発品目数 未実施 1件 1件 1件 1件 1件 

 

 

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 

【取組の考え方】 

これまで愛媛県商工会連合会との情報共有や専門家の活用、日本政策金融公庫のマル

経協議会での情報交換などを行ってきたが、他機関とのノウハウの共有は限定的な範囲

にとどまっており、小規模事業者への十分な支援体制ができているとは言い難い。 

今後は、商工会が中心となって幅広い支援機関との相互補完関係を形成することで、

経済動向・需要動向調査、事業計画策定・策定後の支援等の補完的役割を狙い、各機関

と知識・情報・ノウハウを共有する事で支援効果を高める。 

産業振興に関しては、愛媛県・松山市、愛媛県商工会連合会、㈱日本政策金融公庫・

地元金融機関、えひめ産業振興財団・愛媛県よろず支援拠点、愛媛県事業引継ぎ支援セ

ンター等と連携・情報交換を行い、小規模事業者の更なる事業計画のブラッシュアップ

等の充実を図る。 

観光振興に関しては、前述した関係機関に加え、えひめ地域政策研究センター・いよ

ぎん地域経済研究センター等の研究機関、民間旅行業者、商店連盟や自治会等の地元団

体、高校・大学とも連携・情報交換を行い、地域を挙げて積極的に観光振興に取り組む

とともに、観光振興に障害となる事柄に対しては問題を先送りしない地域支援を目指し

ていく。 

これら産業振興及び観光振興事業の実施等にあたり、認定後、「経営発達支援委員

会」、「ICT 検討委員会」を設置し、各委員会において事業執行することとしている。連

携先やその狙いについては、本計画に記載のとおりである。ただし、未定の連携先につ

いては、それぞれの委員会において最適な連携先を選定することとしている。 

なお、各委員会の開催回数は経営発達支援委員会が年 1回以上、その他の委員会が年

2回以上とし、構成メンバーは別表 2の（1）組織体制のとおりである。おって認定を受

けた商工会間において、連携先、支援内容及び支援ノウハウ等の情報交換を行い適宜適

切な事業執行を図る。 

連携する支援機関 情報交換の方法・内容 頻度 

（1）金融機関 

・日本政策金融公庫松山支店 

・管内事業者の経営状況・経済動向に関わ

る情報について報告・連絡・相談などの

情報交換の場としている。 

年１回 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【取組みの考え方】 

従来からの取組みは、経営指導員等が愛媛県商工連合会が開催する研修（経営診断基

礎・財務・税務の基礎知識・販路開拓支援等）、中小機構主催の「個社支援型」等を受

講してきた。受講後、実務面での活用・支援・成果等においても組織的な共有と有効活

用が図れていなかった。このため、組織として共有する仕組みが喫緊の課題であった。 

上記の現状を踏まえ、商工会理念に基づき、今日的に商工会職員として求められてい

る行動指針の浸透と支援能力の向上を図り、経営発達支援事業を実践できる職員を養成

していく。 

また、チームとして組織目標を達成するために、経営指導員等の支援能力を強化する

ことで、組織力を最大限発揮し支援体制を持続的に発展できる組織の体制整備と構築を

図る。 

 

【取組内容】 

①経営発達支援事業に求められている支援スキルの習得 

経営指導員等が、経営発達支援事業を推進していくために必要な以下の支援スキルを

習得するため、全国商工会連合会・愛媛県商工会連合会・中小企業大学校・連携支援機

関・民間コンサルタント会社等が主催する研修会やセミナーに年 2回以上の参加を検討

する。 

・財務指標に基づく経営分析により、財務内容の改善を指導・助言。 

・知的資産経営を指導していくため、事業評価を行い、事業価値を高める経営レポート 

作成等による伴走型の指導・助言。（SWOT 分析等） 

・中小機構の事業価値を高める経営レポート作成マニュアル・事例集活用 

・地域の経済動向・需要動向に関する情報収集・分析・活用による情報提供。 

・売上増加と利益確保を図るための IT の活用等、需要の開拓。 

・事業引き継ぎ支援の指導・助言と事業引継ぎ計画書の作成。 

 

② 専門的な支援能力のレベルアップ 

・経営指導員等の支援力向上を目指すため、全国連認定の「経営支援マネージャー」 

取得（３年以内の取得を目指す）を積極的に推進し、小規模事業者や地域のニーズに

即応できる経営指導員等を育成する。 

・地域経済活性化のための起業・創業・経営革新・事業承継等の支援ができる経営指導

員を育成する。 

 

③組織体制の整備と構築 

・経営支援員は企業支援に不慣れであるため、経営指導員とチームを組み（同行訪問等）

小規模事業者を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、

OJTによる支援能力の向上を図る。 

・毎月 1回、職員全員による業務検討会を実施し情報共有を図るとともに、事業者の 

 支援情報については、小規模事業支援システムの活用と事業者ファイルでの管理をす

る等、適宜、支援を適切に行う組織的体制を構築する。 

・研修会やセミナーで修得した支援手法や経営支援事例・成功事例等を全員が共有化 
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するために、「経営発達支援塾」を年 4回開催する。 

・組織目標を達成するため、職員一人一人の能力の現状把握と能力開発等につながる 

個人面接を実施して、支援に役立つ資格取得を指導していく。 

＜組織内で共有する取組み内容＞ 

 1)経営支援会議の開催 

   事業者の抱える課題について、職員全体で現状を把握し、今後の支援内容に 

ついて意見交換を行うことで支援担当者への新たな気づきを促すとともに、組織 

全体でのノウハウ共有を図る。 

 2)ノウハウの一元化 

   経営指導員・支援員の各々が日々の事業者支援の具体的内容を基幹システム 

（電子ネットワーク）に入力し、情報を一元管理する。事業者ごとの支援状況や 

経過を各自が自由に閲覧できるため、ノウハウの共有化が可能となる。 

  【基幹システム入力項目】 

    事業者の要望・課題・指導事項・今後の支援内容・次回訪問予定日・ 

    財務情報・金融情報・事業承継ニーズ等 

 

 

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）経営発達支援委員会の設置 

認定後に経営発達支援委員会を発足させ、事業の総合的推進及び進行管理並びに事業

計画のブラッシュアップ等 PDCA サイクルによる検証を行う。経営発達支援委員会は、

年 1回以上実施する。 

 

○ 経営発達支援委員会 構成メンバー 

区分 人数 構成 

商工会役員 １０ 会長・副会長(2名)・地区責任者(7名) 

愛媛県商工会連合会 １ 広域サポートセンター長 

専門家 １ 中小企業診断士 

松山市地域経済課 １ 担当者 

計 １３  

事務局は、商工会事務局が担当 

      

（２）経営発達支援委員会による支援計画の検証・評価 

経営発達支援委員会は、事業の進捗状況の検証や評価を行い、委員会としての意見や

改善提案等をとりまとめ、その結果を直近の理事会に報告する。理事会は、適宜、次年

度の方針、取組内容の確認・決定を行う。（理事会報告時期：毎年 3月予定） 

 

（３）経営発達支援計画における事業成果の公表 

理事会の確認等を受けた経営発達支援計画の事業の成果・評価・見直しの結果は、当

商工会のホームページに掲載して公表する。なお、ホームページは、認定後の平成 32

年度に全面的にリニューアル予定である。（公表時期：ホームページ更新時） 
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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７月現在） 

（１）組織体制 

北条商工会総代会 

(事業の成果・評価・見直し承認) 

 

(事業の成果・評価・見直し結果報告) 

北条商工会理事会 

(事業の成果・評価・見直し方針決定) 

 

(事業の成果・評価・見直し方針報告) 
 

経営発達支援委員会 

(年１回程度開催) 

北条商工会理事・監事からの選出者 

愛媛県商工会連合会担当者 

松山市地域経済課担当者 

専門家(中小企業診断士等) 

           

           事業報告      事業実施状況・成果評価・見直し案提示 

        相 

談     経営発達支援事業        関係機関及び団体 

事務局体制        愛媛県 

小規模事業者    統  括  事務局長  １名    松山市 

支  事業担当  経営指導員 ２名  連 愛媛県商工会連合会 

援  事業支援  経営支援員 ３名  携 各支援機関 

                     ㈱日本政策金融公庫 

※ＩＣＴ検討委員会の運営含む    地元金融機関   

   風早活性化協議会 等 

           

 

（２）連絡先 

相談窓口    北条商工会 

    住  所    〒799-2432  愛媛県松山市土手内１２５番地１ 

    電話番号    089-993-0567  FAX 089-993-1718 

        ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ     http://www.hojo-sci.jp 

        ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ     hojo-shokokai@bell.ocn.ne.jp 

 

 

http://www.hojo-sci.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） 

 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 １，１００ ２，０００ １，５００ １，５００ １，５００ 

 

需要動向調査 

情報化推進事業費 

指導事業費 

新商品開発ｾﾐﾅｰ 

支援力向上事業 

３００ 

０ 

５００ 

２００ 

１００ 

３００ 

８００ 

６００ 

２００ 

１００ 

３００ 

２００ 

７００ 

２００ 

１００ 

３００ 

２００ 

７００ 

２００ 

１００ 

３００ 

２００ 

７００ 

２００ 

１００ 

（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・各種手数料収入・県補助金・市補助金・事業受託費 

 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

<経営発達支援事業> 

(1)地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(2)経営状況の分析に関すること【指針①】 

(3)事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(4)事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(5)需要動向調査に関すること【指針③】 

(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】 

経営分析・事業計画策定及び策定後支援においては、えひめ産業振興財団をはじめと

する各機関の支援制度や各種セミナー等を活用する。専門的知識を要する経営課題(税

務、企業法務等)については、各分野の専門家と連携してその解決等にあたる。 

また、需要動向調査や新たな需要開拓支援等においては、新商品開発及び知的財産権

等の情報ノウハウをもつ各機関と連携することで、事業者の経営発達への取組みに対し

一貫した経営支援が可能となる。 

<地域経済の活性化に資する取組み> 

観光振興事業への取組みを、市及び県と連携して取組むことで、事業実施ノウハウや

情報の共有及び地方公的機関、団体等との振興計画等と方針を併せた取組みが可能とな

り、効率的でより効果的な事業運営が可能となる。 

<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み> 

各種の公的支援機関や地元金融機関等と支援ノウハウ等の情報交換を密に実施すると

ともに、公的支援機関等が実施する事業と連携し資質向上を図ることで、事業者への経

営支援能力向上を図ることができる。  

連携者及びその役割 

＜産業振興及び観光振興に関する方向性確認、総合的指導、助言、連携＞ 

① 松山市 

代表者  松山市長 野志 克仁 

住 所  愛媛県松山市二番町四丁目 7 番地 2 
電話番号 ０８９－９４８－６６８８ 

 

② 愛媛県 

 代表者  愛媛県知事 中村 時広 
 住 所  松山市一番町 4-4-2  
 電話番号 ０８９－９１２－２１７０ 

 

③ 愛媛県商工会連合会 

 代表者  会 長 村上 友則 
 住 所  愛媛県松山市宮西１丁目 5-19 

 電話番号 ０８９－９２４－１１０３ 
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＜創業及び事業承継に関する情報共有、助言、連携＞ 

④ 公益財団法人えひめ産業振興財団 

代表者  理事長 大塚 岩男 

住 所  愛媛県松山市久米窪田町 337－1 

電話番号 ０８９－９６０－１１００ 

⑤ 愛媛県よろず支援拠点 

代表者  チーフコーディネーター 岡本 陽 

住 所  愛媛県松山市久米窪田町 337 番地 1 

   電話番号 ０８９－９６０－１１３１ 

⑥ 愛媛県事業引継ぎ支援センター 

代表者  統括責任者 平井 一臣 

住 所  愛媛県松山市大手町 1丁目 11-1 愛媛新聞・愛媛電算ビル 2F 

   電話番号 ０８９－９６０－１１３１ 

⑦ 未・来 Jobまつやま 

代表者  所長 一ノ宮 康嗣 

住 所  愛媛県松山市湊町 3丁目 4-6 松山銀天街 GET！4F 

   電話番号 ０８９－９４８－８０３５ 

 

＜地域経済及び需要動向調査に関する情報提供、助言、連携＞ 

⑧ 地元金融機関 

㈱日本政策金融公庫松山支店 

   代表者  支店長兼国民生活事業統括 内山 圏志 

住 所  愛媛県松山市三番町６－７－３ 

 電話番号 ０８９－９４１－６１４８ 

伊予銀行北条支店 

   代表者  支店長 宮野 周二 

住 所  愛媛県松山市北条辻１３８１ 

 電話番号 ０８９－９９２－１０５２ 

愛媛銀行北条支店 

   代表者  支店長 石川 智一 

住 所  愛媛県松山市北条辻４３１－1 

 電話番号 ０８９－９９３－０６８５ 

愛媛信用金庫北条支店 

 代表者  支店長 渡部 浩司 

 住 所  愛媛県松山市北条辻１２０３－１ 

 電話番号 ０８９－９９２－００１０ 

⑨ 管内商工会・会議所 

松山商工会議所 

 代表者  会頭 佐伯  要  

 住 所  愛媛県松山市大手町２丁目５− ７ 

 電話番号 ０８９－９４１－４１１１ 

中島商工会 

 代表者  会長 俊成 慶久 

 住 所  愛媛県松山市中島大浦３０５４－１６ 

 電話番号 ０８９－９９７－０２１８ 
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連携体制図等 

 

 

 

地域経済活性化のための連携 
 

松山市  愛媛県  風早の郷 風和里 愛媛県立北条高等学校 

 

聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学 風早活性化協議会 

 

 

連 携 

 

 

北条商工会 
連携                                     連携 

 

 

支援機関等との連携            金融機関との連携 
愛媛県商工会連合会              ㈱日本政策金融公庫松山支店 

松山商工会議所 

中島商工会                  伊予銀行北条支店 

えひめ産業振興財団       支援 

よろず支援拠点                愛媛銀行北条支店 

事業引継ぎ支援センター 

未・来 Job まつやま 等            愛媛信用金庫北条支店 等 

 

   

 

   

 

 
 

小規模事業者 
 

経営発達支援 
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