
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
西予市商工会（ 法人番号 6500005003363 ） 

実施期間 平成３１年 ４月 １日 ～ 平成３６年 ３月３１日 

目標 

当商工会は「管内事業所の成長を商工会の成長、西予市の成長」と捉え、以下の

目標を掲げ、地に足の着いた事業を推進することで、小規模事業者の持続的発展を

目指す。 
① 業種に囚われず、経営者意識の高い事業者への経営発達支援。 

本経営発達支援事業を実施する 5年間に 150件の小規模事業者を目標に、事 

業者の経営者意識の高い事業者への変革を目指し、経営計画策定支援を行う。 

② 新商品開発や販路開拓による売上・利益の向上 
目標①の事業者のうち、経営力向上・販売促進を図り、売上向上・利益確保 
に繋がった小規模事業者が 75件に達することを目標とする。 

③ 西予市が有する交通利便性、豊富な観光(地域)資源を活用し、人と物の交流の 
増大。 
商工業分野として、観光(地域)資源を活用する事業所のニーズに対応する経 

営支援を行うことで、新たな事業展開へ導くことを目標に、地域活性化へも 
繋げていく。 

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】 
地域小規模事業者が抱える課題を大局的に把握し、経営計画策定の基礎的資料として役立 

て、入口的支援として実施する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
経営の可視化により「自社を知り、自社の中の何かに気付いてもらう」ことに重点を置く。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
自社を知り、自社を見詰め、経営実績に関わらず事業計画を作成することの必要性を意識 

付け、支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   事業計画策定事業者に対して、定期的な接点を有し、事業計画の成果に目を向けて経営状 

況を把握することに重点を置く。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
販路開拓への入口を作ることを念頭に、経営計画策定事業者の売上げ向上に繋がる情報を 

個別に提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
事業者の商品・サービスのＰＲの場を提供し、ブラッシュアップと環境改善を図り、販路 

拡大を支援し売上げの向上に繋げる。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

商工会として、地域の活性化を目指す事業主体の関係者との意識を共有するため 
に、意見交換、実地支援を通して「地域の持続性を高めること」に重点を置く。 

連絡先 

西予市商工会 

〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 297番地 

       TEL  0894-62-1240  FAX  0895-62-5800 

       E-mail  seiyo-s@esci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域の概要 

当商工会の活動地域である西予市は、愛媛県の 

南予地方の中心部に位置しており、平成 16年 4月１日、東宇和郡の明浜町・宇和町・野村町・城

川町の 4町全てと西宇和郡三瓶町 1町の 5町が合併して誕生し、現在の人口は約 39,000人である。 

海抜０ｍから 1,400ｍの地理的条件の下に海岸部から山間部まで東西に長く、県下でも広大な市

域を持ち、西は宇和海に接し、東は四国カルストを擁する山地で高知県と境を接しており、市域の

75％を山林が占めている。この多様な地形の恵みから平成 25年に日本ジオパーク委員会から日本

ジオパーク(四国西予ジオパーク)の認定を受けている。特産品は愛媛の代表みかんのほか、魚介類、

米、ぶどう、栗、乳製品、牛肉類など、四国一ともいえる多品目産地でもある。また、市の中心部

である宇和町に残る歴史的景観は、重要伝統的建造物群保存地区として選定されており、市内各地

域にも数多くの文化遺産のほか、伝統行事が保存伝承されている。 

交通面では、合併と同年の平成 16年４月に四国横断自動車道 西予宇和インターチェンジが開

通。県都松山への所要時間も１時間程度にまで短縮され、県南部の拠点として、人・物の交流が一

段と活発になってきている。 

このような背景の下に、西予市商工会は、平成 18年 4月 1日に市内の 5商工会(宇和町・野村町・

三瓶町・城川町・明浜町の各商工会)が合併して発足した。 

 
２．地域の現状 

(1)産業 

管内の各地域は、合併前から共同で広域行政を進めてきた実績があり、また文化の土壌を共有し

ながら産業や人的交流が盛んに行われている。平成 26年経済センサス―基礎調査における産業別

従業者数で見た就業人口は、第一次産業 3.7％、第二次産業 27.3％、第三次産業 69.0％で、第一

次産業の減少傾向、第二次産業に増加傾向が見られるものの、今のところ産業構造自体に大きな変

化は見られない。 

かつて、農村の物資の集散地として宇和地区、野村地区に集積があったが、松山自動車道（西予

宇和ＩＣ）を始めとした交通の発達や農村経済の疲弊と共に衰退している。宇和地区については、

旧宿場町としての姿は歴史的町並みが残るが、大規模資本による沿道サービス業が発達し、近隣か

ら買い物客等を集めている。全体的に産業基盤は弱く、第一次産業が中心で製造業の集積が乏しい。

市内総生産の規模を見ると、突出した業種がなく、中核といえる産業に欠ける状態である。 

このような中、管内は第一次産業の多品種を背景とした多様な職種が存在しており、長年、農林 

水産業を基幹産業と捉えて産業振興を図ってきた。 

拡大図 

旧町分布図 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%92%8C%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E4%BA%88%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%BE%A4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%9C%B0%E5%8C%BA
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(2)人口 

少子・高齢化による人口減少が大きく影響し、市制発足当時の平成 18年に 45,000人を有してい

た人口が、平成 29 年には 39,000 人に減少していることは事実であり、この人口減少は当地域だけ 

の問題ではないが、経済規模が縮小することにより、当会が経営支援に携わる商工業者を含む産業

をはじめ、福祉、教育等、管内経済のあらゆる分野にマイナスの影響をもたらしている。 

また、管内の高齢化率は、中心部の宇和町で 34.9％、海岸部の明浜町 51.6％、三瓶町 45.7％、

山間部の野村町 43.2％、城川町 50.7％となり、全体では 41.4％に上っており、管内の地域におけ

る経済構造に格差が生じ、相対的な購買力の低下に拍車がかかっている状況である。 

一方、前段でも触れているが、交通面では、合併と同年の平成 16年４月の四国横断自動車道西

予宇和インターチェンジ開通により、まさに県南部の拠点として位置付けられており、広大な土地

の活用も可能である。事実、市の尽力により大手食品製造企業の企業誘致に成功し、雇用創出が見

込まれており、西予市の強みとも言える。 
(産業別就業人口の根拠：経済センサス―基礎調査 平成 26 年 7 月 1 日現在) 

(高齢化率の根拠：西予市の統計 平成 28 年度版) 

 

３．商工業者の現状と課題 

 ●現状 

西予市の小規模事業者分類［H29.5月現在］                         (件) 

 商工業者 
合計 

建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食・ 

宿泊業 
サービス業 その他 

商
工
業
者
数
の
推
移 

平成 19 年 2,229 387 239 86 613 213 516 175 

平成 24 年 2,112 377 227 85 534 188 482 219 

平成 29 年 1,837 253 166 81 546 182 338 271 

割合(％) 100 13.8 9.0 4.4 29.7 9.9 18.4 14.8 

増減率(％) △18 △35 △31 △６ △11 △15 △34 50 

増減数 △392 △134 △73 △５ △67 △31 △178 95 

商
工
会
員
数
の
推
移 

平成 19 年 1,383 275 173 55 399 149 230 102 

平成 24 年 1,205 239 155 44 312 124 201 130 

平成 29 年 1,039 220 127 36 248 109 190 109 

割合(％) 100 21.2 12.2 3.4 23.9 10.5 18.3 10.5 

増減率(％) △25 △20 △27 △35 △38 △27 △17 7 

増減数 △344 △55 △46 △19 △151 △40 △40 7 

 平成 29 年 
小規模事業者数 

1,583  

【出展：愛媛県商工会連合会『商工会実態調査』】 

   

管内の商工業者と当会会員の状況は上記一覧表に示す状況である。母体となる商工業者、並びに 

会員事業者の減少傾向は否めない状況であり、経営者の高齢化、後継者の不在と事業廃止という要

因が強い。過去 10年での推移を見ると、建設業とサービス業が減少率・数ともに高い。公共工事

や人口の減少、松山自動車道（西予宇和ＩＣ）等のインフラ整備に伴う大規模資本の進出が原因と

見られる。その他の業種も減少の一途であり、商工業者数全体で 18％（392社）減少した。 

 ●強み 

（1）景気の浮き沈みを経験しながらも事業経営に対して真摯に取り組み、経営環境の変化に対

応している経営者・人材が存在する。 
＊顧客第一を念頭に置き、信頼を得て堅実な経営に徹する事業者が数多く存在する。 

(2) 交通面で愛媛県南部の拠点として位置付けられ、人と物の交流が活発である。 

（3）対外的に誇れる第一次産業を支える資源が豊富である。 
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（4）自然環境に恵まれた地域であり、観光資源を有している。 
＊四国西予ジオパークの認定(管内各地域に認定箇所がある)を受けている。 

＊重要伝統的建造物群保存地区として選定(宇和地区に選定箇所がある)されている。 

＊「乙亥大相撲」(野村地区で 166年の継続行事)をはじめ、伝統行事が伝承されている。 

●課題 

(1) 売上の伸び悩み、利益確保が困難なことに対する相談が多い。当地域においての少子化・
高齢化に起因する人口減少とともに、高齢化社会が著しいことを表している。 

   (2) 大局的な経済状況を踏まえた先行きの不安を懸念していることも挙げられる。中央で起こ

る経済の変革は、地方といえども波及効果は早く、長引くことの経験則から導かれている。 

(3) 事業継続する上で設備の老朽化を認識しているが、資金繰りに苦慮している。 

(4) 経営上の有効な情報が欲しい。このことは、商工会として中小企業・小規模事業者施策の

情報発信の不完全さを意味しており、改善を要するところである。 

  上記のような課題を取り上げるが、これらは事業経営に際しての要望事項でもある。事業者の持

続的発展を支援するために、商工会の機能を発揮し事業者とともに、事業者に寄り添って経営改善

に向けた支援実施を求められていることを認識する。 

 

４．中長期的な振興のあり方 

行政は、企業誘致を優先し、地域産業の育成が後手になった過去を顧み、今後の商工観光の基本

構想において、地域に根付いた農業・産業・観光の経営力育成を方針としている。 

当商工会においても、地域事業者の経営力育成が、安定した産業の発達に資すると考え、「管内

事業所の成長を商工会の成長、西予市の成長」と捉える。管内の商工業者 1,837件の約一割にあた

る 200 件を 10 年後に経営改善がなされた事業者に変革していることを見据え、流動する経済環境

に対応できる経営力を培っていくよう、次段のとおり目標を掲げる。そのために、西予市の地の利

を活かし、地に足の着いた事業を推進することで小規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

５．経営発達支援計画の目標 

① 業種に囚われず、経営者意識の高い事業者への経営発達支援。 
本経営発達支援事業を実施する 5年間に 150件の小規模事業者を目標に、経営者意識の高い 

事業者への変革を目指し、経営計画策定支援を行う。 
 

② 新商品開発や販路開拓による売上・利益の向上 
目標①の事業者のうち、経営力向上・販売促進を図り、売上向上・利益確保に繋がった小規 

模事業者が 75件に達することを目標とする。 
 
③ 西予市が有する交通利便性、豊富な観光(地域)資源を活用し、人と物の交流の増大。 

商工業分野として、観光(地域)資源を活用する事業所のニーズに対応する経営支援を行うこ 

とで、5年後には、10件を新たな事業展開へ導くことを目標に、地域活性化へも繋げていく。 
 

６.目標の達成に向けた方針 

① 業種に囚われず、経営者意識の高い事業者への経営発達支援。 
巡回指導・窓口指導において、現状に甘んじることなく、常に問題意識を持ち西予市で経営継続 

するという強い意志をもつ事業者の存在を確認できたことからも、人口減少が著しく経済環境が決

して良好とは言えない西予市においての創業者、若手経営者、事業後継者等を中心に置く。 

 
② 個別企業に対する伴走型の支援により持続的な経営発達に繋げる。 

経営資源に余力のある事業者は、商品開発や新市場開拓を通じた抜本的なビジネスモデルの再構 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E4%BA%88%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%BE%A4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%9C%B0%E5%8C%BA
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築を行い、持続的発展に留まらない売上・利益の増大を目指す。そのために、商工会組織の縦と横

の繋がりの利点を活用し、関係支援機関の専門性を活かした連携強化を図り、小さくとも経営力の

強い事業者への変革を支援する。 
 
③ 西予市が有する交通利便性、豊富な観光(地域)資源を活用し、人と物の交流の増大。 

西予市の多様な地形の恵みから、平成 25年に日本ジオパーク委員会から日本ジオパーク(四

国西予ジオパーク)の認定を受けている。交通網の未発達な県南部圏域において、交通網の整備

により、まさに県南部の拠点として位置付けられた利便性を活かし、商工会が実施している地

域商店街活性化事業（ガイドブックの作成・リフォーム事業等）と結びつけ、観光ルートの一

部としての認識を広め、交流人口の増加と店舗の売上向上に結び付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
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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 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域内の経済動向を調査・分析することにより、地域小規模事業者が抱える課題を大局的に把 
握する。この調査で得た情報を経営計画策定の入口となるよう、基礎的資料として役立てる。 

［現 状］ 

  当商工会では、経営指導員等職員が巡回・窓口での相談業務において、簡単ではあるが景況の聞 

取りを行っている。 

［課 題］ 

  経営環境に上向きな傾向が見られない当地域において、管内事業所から、「うちはこうなのだが、 

よそはどんな具合なの？」「どんな商売がいい具合なの？」といった問い掛けを多々いただく。こ 

のことは、業種は違えども同じ地域で業を為している経営者にとって、管内の景況を気にする表れ 

であり、良くも悪くも比較対象の情報が欲しいことが伺える。 

［調査・分析項目］ 

(1)調査資料 

公的機関、民間調査機関による景況に係る調査報告書を活用し、経済状況を把握する。 

(2)調査項目 

①売上 ②採算 ③資金繰り ④経営の問題点 

［具体的内容］ 

(1) 調査・分析方法 

調査資料として、ⅰ  全国商工会連合会発行「中小企業景況調査」／年４回発刊 

         ⅱ (株)日本政策金融公庫発行「全国小企業月次動向調査」／年４回発刊 

                  ⅲ (株)いよぎん地域経済研究センター発行「IRC Monthly」／毎月発刊 

 に基づき、全国的・地域的な経済動向の情報を収集・分析してＤＩ数値等を図表化した簡潔な資 

料を作成する。 

(2)活用方法 

① 大局的な情報となるが、管内小規模事業者の経営計画策定の入口となるべき基礎的資料と 
することを目的とし、小規模事業者の不安解消の一助とする本報告書を、巡回指導・窓口相 
談業務において提供するとともに、当商工会の会報、並びにホームページに掲載し、情報提 
供していく。 

また、当商工会の各種会議において随時報告を行い、広く情報提供していく。 
② 得られた情報を資料に纏め、経営指導員等職員が使用できる共有ファイル上に管理し、い 
つでも使用可能なデータとして管内経営環境の分析・把握に役立てる。 

［目 標］ 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査分析・公表回数 ― 4 4 4 4 4 

情報提供事業者数 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 

(特記事項) 

・四半期ごとの調査を想定した。 

・情報提供は管内の小規模事業者数 1,583 事業所に対し、当商工会ホームページでの公開・刊行物の

配布を手段として行う。 



- 6 - 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

［現 状］ 
  小規模事業者の経営状況については、金融指導・決算指導等の基礎的経営支援業務、及び経営計 
画作成セミナーでの演習や各種補助金申請に係る支援を通じた限定的な事業者の内容把握に留ま 
っていた。近年、経営計画策定における経営状況の分析(把握)の重要性を改めて認識したところで 

ある。 

［分析項目・分析方法］ 
(1)定性分析 

経営分析は財務諸表の数値を元にするが、数字で表せないものがあるため、「経営分析簡潔シー 
ト」(当商工会独自様式)を基本に活用する。 

項目として、大分類をⅰ.企業概要、ⅱ.顧客ニーズと市場の動向、ⅲ.自社や自社の提供する商 

品・サービスの強み、ⅳ.経営上の課題・悩み、ⅴ.経営方針・目標と今後のプランとし、各項目 

をさらに細分化する。 

経営分析ツール 観   点 
大分類項目 小分類 

経営分析簡潔シート 
(当商工会独自様式) 

ⅰ.企業概要 

ⅱ.顧客ニーズと市場の動向 

ⅲ.自社や自社の提供する商品・サービスの強み 

ⅳ.経営上の課題・悩み 

ⅴ.経営方針・目標と今後のプラン 

各項目を細分化 

(2)定量分析 
財務分析について、商工会システム(経営分析システム)等を活用する。 
項目として、「効率性(総資本利益率)」、「安全性(自己資本比率)」、「成長性(資産・売上・利益 

伸び率)」を押さえた数字で表れる経営分析を行う。 
財務分析ツール 観   点 

商工会システム 
(経営分析システム)等 

「効率性(総資本利益率)」 

「安全性(自己資本比率)」 

「成長性(資産・売上・利益伸び率)」 

(3)連携機関 
経営分析に際して、高度な専門的課題への対応は、愛媛県商工会連合会 広域サポートセンター、 

及び専門家と連携しながら対象事業者を支援していく。 
経営課題の解決を目指すことが目的であり、やみくもに全ての小規模事業者を対象とするので 

はなく、支援ニーズへの適合を前提に、上記①の経営分析と②の財務分析は分離して対応する。 

［具体的内容］ 
(1)対象者 

経営分析に関する事業は、後段の経営計画策定支援に係る事業の入口に位置し、関連するもの 

 である。事業所を数値化する、文章で表すという可視化することで経営改善される可能性が高まる 

ことから、上記①の対象者を、本経営発達支援計画事業の目的に掲げた積極的に経営改善に取り組 

む意欲のある経営者として、創業を計画される方、若手経営者、事業後継者等を中心に置き波及さ 

せる。また、上記②の対象者は、前述の記帳指導における機械化システム利用事業者を中心に置く。 

＊経営分析事業者の掘り起し 

本経営発達支援計画事業が小規模事業者の売上げ向上を図るための経営支援策であることを

周知し、理解してもらうことが肝要と捉える。経営分析は、改めて「自社を知り、自社の中の何

かに気付いてもらう。」ことを目的として捉えることから、経営分析という堅苦しいイメージを

払拭して柔らかく働きかけ、経営発達支援計画事業実施を巡回指導・窓口相談の機会と併せて、 

当会会報並びにホームページに掲載し周知する。 
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先ずは、経営分析の必要性を浸透させることに努め、前向きに取り組む意識付けのために、説 

明会的な短時間研修で理解を深めることができるような経営セミナーを開催し、上記①の対象者 

を掘り起こす。 

・ここでのセミナーは、①経営分析とは ②経営分析の必要性 ③経営分析の手法(定性分析と 

定量分析)の説明を行う。 

(1) 分析内容の活用方法 

得られた分析結果を元に、個々の小規模事業者へ提案を行い、経営改善に繋げていく。なお、 

分析の結果明らかになった課題において、専門的な課題に対しては、愛媛県商工会連合会 広域サ 
ポートセンターと連携して、専門家の派遣により支援を行っていく。 
これらを通じて、事業の現状と目標とのギャップを明確な課題と捉え、これから何をすべきかを 

事業者に気付を与え、有効な事業計画策定へ繋げていく。 

［目 標］ 
   ・「自社を知り、自社の中の何かに気付いてもらう。」ことを目的として捉える。 

・今後の自社の経営力向上を図るための貴重なデータとする。 
項   目 現状 31 年度 32年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経営分析簡潔シート(独自様式) 

による経営分析件数 
― 30 30 30 30 30 

財務分析件数 ― 30 30 30 30 30 

セミナー開催回数(参加者) ― 2(30) 2(30) 2(30) 2(30) 2(30) 
※ 経営分析簡潔シート(定性分析)による経営分析は、経営指導員により実施し、年間 30 件を目標

に支援する。 

※ 財務分析は、経営支援員により実施し、年間 30 件を目標に支援する。なお、財務諸表作成の観

点から、年 1回の分析とする。 

 

 

４．事業計画策定に関すること【指針②】 

［現 状］ 
  事業計画策定支援に関して、前段２．に重複するが、当商工会では小規模事業者のニーズに応え 

るため、限定的に経営計画(事業計画)書作成支援を実施してきた経緯がある。 

［計画策定の対象者］ 
  経営計画策定には経営分析を要することから、前段２．で対象とする経営者等を支援する。 
   ・ 本経営発達支援計画事業が小規模事業者の売上げ向上、利益確保を図るための経営支援策であることを周知

し、理解を得る。（前段より再掲） 

［支援に対する考え方］ 
  従来、当商工会の実施した事業計画策定支援は、本段の［現状］のとおり、主に補助金申請に係 
る支援としての経緯があるが、当事業計画策定支援は、小規模事業者の思いである将来における「あ 

るべき姿」を明確にし、それに向かって何をしなければならないのかという「具体的な行動すべき 

方法」を見出すために実施する。 
当事業計画策定支援は、「自社を知り、自社の中の何かに気付いてもらう。」ことを目的とする経 

営分析から、「もっと経営をよくしませんか。売上アップを考えてみませんか。」と柔らかく一歩踏 
み込んだ事業計画策定を目指す。従来の補助金等の申請という限定支援を払拭し、業績の良し悪し 
に拘らず作成するべきものとの意識付けを込めて支援していく。  

［計画策定の達成手段］ 
① 事業計画策定の要件として、地域の経済動向調査、経営分析、更には需要動向に関する調査を

一連の事業として行うことから、その結果を踏まえて愛媛県商工会連合会 広域サポートセンタ 
ー等との連携により、小規模事業者毎に異なるニーズに対応した事業計画策定を行う。 
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② 前段の経営分析に係るセミナーは、主に説明会的要素を持たせた短時間研修を想定するが、当 
事業計画策定に係る研修会は演習を伴う長時間研修を想定する。事業者と商工会職員が一体とな 
って事業計画を策定していく。適切な支援を行うことにより前向きに取り組むことへの意識付け 
を行う。 

③ 事業計画策定に際して、高度な専門的課題への対応は、愛媛県商工会連合会 広域サポートセ 
ンター、及び専門家の知見を拝借し、相互連携しながら対象事業者を支援していく。 

④ 経営指導員の連絡会議等において、事業計画策定支援についての検討検証を行い、経営指導員

間で情報を共有し、必要に応じて連携して作成支援を行う体制を整える。 

 ・ここでのセミナーは、前段の経営分析についての概要説明を受けて、 

①経営計画の意義 ②経営理念 ③経営ビジョン ④外部環境・内部環境 

⑤経営目標 ⑥経営方針 ⑦目標利益計画 ⑧主要施策 ⑨行動計画 ⑩見直し 

という事業計画策定手順を掘り下げて研修を実施する。 

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

事業計画策定支援件数 ― 30 30 30 30 30 

セミナー開催回数(参加者) ― 2(30) 2(30) 2(30) 2(30) 2(30) 

※  事業計画策定支援件数は経営指導員 1 人年間 10件を目指す。 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

［現 状］ 
  過去に事業計画策定を支援した小規模事業者に対しては、その後の業況確認を行ってきたが、フ 

ォローアップが不定期であり、決して十分な支援とは言えない状況となっている。 

［支援対象者］ 
 前述の事業計画策定事業者 

［伴走型指導・助言の確認項目］ 
  現状を踏まえて、今後は事業計画策定事業者に対して、定期的な接点を有し、計画と実績のギャ 
ップ（課題）を捉える。評価・検証のうえ、次なるアクションプランを明確化させ、状況に応じた 
迅速な意思決定を促す。 

［伴走型指導・助言の具体的内容］ 
  伴走型の支援方法として、 

① 事業計画策定事業者への四半期に 1回の巡回訪問を実施する。 
   ※ 巡回頻度については、事業(策定した計画)の進捗状況により対応する。 

② 「事業計画の進捗を確認する → 支障があれば取除く → 目標達成を共有する」という方針の 
下に、地域の経済動向調査・需要動向調査から得られた情報を提供し、新たな提案を行っていく 
ことも加味して経営の維持・発展に寄与する。 

③ 対象事業所の経営状況に応じて、事業計画の見直しを行い、愛媛県商工会連合会 広域サポー

トセンター、及び専門家と連携しながら対象事業者の経営の維持・発展に寄与していく。 

④ 事業計画策定が完了し、実施段階においての資金調達に関して、(株)日本政策金融公庫の融資 

制度(小規模事業者経営発達支援融資制度)の活用を提案し、資金繰りの面でも事業の推進を支援 
する。 
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［目 標］ 
項    目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定支援件数（前掲） ― 30 30 30 30 30 

フォローアップ回数 

[( )数値は事業計画策定累積数] 
― 120(30) 240(60) 360(90) 360(90) 360(90) 

 （算定根拠） 

 ・事業計画策定件数は年間 30 件を目標とする(前段の目標値)。 

 ・フォローアップ回数は事業計画策定事業者を３年間伴走支援する前提で、四半期に１回の巡回訪問数

(事業計画策定事業者×４回)。４年目以降は３年を一区切りとすることから、360回とする。 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

［現状と課題］ 
  これまでの取り組みは、イベント等での不定期なアンケート調査や管内事業者から消費者ニーズ

を伝え聞く程度であり、不十分であった。 
  今後は、巡回・窓口相談時における消費者視点の重要性の啓蒙に加え、「商品開発や改良」「新た

な販路開拓」等の成果につながる需要動向の収集・分析・活用を計画的に実施する。 

［事業内容］ 
(1)商品のブラッシュアップ・新商品開発に関する調査（ＢtoＢ） 

   実施時期：毎年１月 

実施場所：えひめが誇る「すご味」「すごモノ」商談会（愛媛県松山市） 

⇒ 県内最大規模の商談会（首都圏バイヤーを含むバイヤー50名程度、事業者100 

社程度が参加）であり、特に都市圏への販路開拓に向けた調査が可能。 

出展事業者：地域資源を活用した食品加工事業者５社(各社の厳選３品) 

支援対象事業者：域外に販路開拓を目指す次の事業者を主とする。 

柑橘加工事業者、水産加工事業者、農産品加工事業者。 

ⅰ．調査目的 

・都市圏の消費者ニーズの把握。 

ⅱ．調査対象と標本数 

・1商品につき、百貨店・上質スーパーのバイヤー３名からの評価を集める。 

［延べ45標本（5社×3商品×3名）］ 

ⅲ．調査項目 

・バイヤーから見た商品評価（量・味・価格・商品パッケージ）及び改善提案 

ⅳ．調査手段・手法 

・出展事業者のブースに商工会職員が同席し、商品を提示の上、バイヤーの意見をヒアリ 

ングシートにまとめる。 

ⅴ．分析手段・手法 

・バイヤーからのアドバイスや商品評価を基に、都市圏の消費性向を量・味・価格・商品 

パッケージから把握し、消費者ニーズに合った商品にするための改善点について分析を 

行う。 

(2)市内観光施設でのアンケート調査（ＢtoＣ） 

    実施時期：年１回 

実施場所：道の駅 どんぶり館 

     ※ 選定理由： 四国横断自動車道 西予宇和インターチェンジから１分の距離にあ 

り、西予市の中心地宇和町に立地。地域特産商品の品揃え、市内外の 

集客において「地域の観光の核」であり、サービスエリアとして機能 

している。 

対象商品：観光向け土産品 

食 品／地酒・柑橘加工食品・水産加工食品・農産品加工食品 

非食品／和紙製品・衣製品・木製品 

支援対象事業者：食品製造事業者、非食品製造事業者から５社(各社の厳選１商品)。 
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（調査経緯） 

西予市は、平成 29年 12月に『四国西予ジオパーク』として、日本ジオパークの再認定を受け 

  たことから、県内外での知名度が向上し、海から山まで多様な地形を求めたツーリズムによる観

光客増加が顕著となっている。先ずは上記商品の調査を行い、徐々に対象商品を拡大していく。 

ⅰ. 調査目的 

  ・市内の観光の核となる道の駅へ訪れる観光客等の商品ニーズ把握。 

ⅱ. 調査対象と標本数 

 ・1商品につき、観光客等 20名からの評価を集める。 

[観光客等 100名(5社×1商品×20人)］。 

ⅲ. 調査項目 

・アンケート回答者の属性(年齢、性別、居住地)。 

・食品については、・味・価格・容量・商品パッケージ等の評価。 

・非食品については、素材製法、価格、デザイン等の評価。 

ⅳ. 調査手段・手法 

・販売コーナーで商工会職員等が試食等をもとにアンケート表を使ったヒアリング調査を 

行う。 

ⅴ. 分析手段・手法 

・収集した情報については、回答者の属性毎にまとめ、改善点がどこにあるのかの分析を 

行なう。 

・収集した情報に加え、ジオパークへのツーリズムに訪れた観光客の動向を行政から入手 

し、行政及び事業者と連携して分析を行う。分析結果をもとに潜在ニーズを把握し、当 

地域ならではの商品コンセプトの確立に活用する。 

［成果の活用方法］ 

①  対象商品別の調査報告書としてまとめ、個社毎に今後の商品改良に向けた支援計画とともに説 

明し、マーケットインの考えに基づく商品改良を促す。 

②  職員間での勉強会等を通して商工会内で共有し、経営支援ツールとして活用していく。 

［目標］ 

・ 販路開拓に繋がる情報を提供し、マーケットインの考え方の浸透を図り、対象事業者の成果  

（売上向上）に結び付ける行動を促す。 

・ 調査結果を対象事業者へフィードバックし、商品改良や販路開拓に活用してもらうとともに、

経営状況分析及び事業計画策定における個社支援の基礎資料とする。 

項   目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(１) 

商談会での調査 － 1(回) 1 1 1 1 

商談会での調査対象事業者数 － 5(社) 5 5 5 5 

延べ標本数  45 45 45 45 45 

(２) 

観光地でのアンケート － 1(回) 1 1 1 1 

調査対象事業者数 － 5(社) 5 5 5 5 

延べ標本数  100 100 100 100 100 

 
 

７．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］ 
  当商工会では、食品関連事業者に対しては地域外への需要を探るために各種の展示会・商談会へ

の出展を勧奨し、自社商品のＰＲによる販路拡大を目指し、サービスを提供する事業者に対しては、 
地域内での需要の掘り起しを目指して、自社の内部環境改善により入込客数の増加を図るなど、管 
内小規模事業者にとって有用と思われる情報提供を行い、販路開拓に係る支援を実施している。 

［需要開拓の対象者］ 
  経営計画策定事業者において、商品開発・販路拡大を目指す食品・飲料製造事業者等が売上げ向

上のための地域外への事業展開を支援する。 
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この事業支援が事業者の「前向きな意欲・やる気」を喚起させ、結果として良好な実績に繋がれ 
ば、販路開拓の成功要因としての支援意義があるものと考える。 

［支援に対する考え方］ 
  地域外への需要を求めるのか、地域内で確実に売上を伸ばすのかを区分し、何れの場合も、自社 
の存在を周知すること、知ってもらうことから始める。自社の商品・サービスを選んでもらい、反 
復、継続して購入されることを目指し、売上げの向上に繋げる。 

① 展示会・商談会への出展の支援及び成果の検証。 

② ＥＣサイトへの登録の支援及び成果の検証。 

③ 商品ＰＲのための有効な支援策を情報提供する。 

［事業内容］ 
地域外へ目を向ける支援 

ⅰ.  愛媛県商工会連合会 広域サポートセンターを通じて、商圏拡大を目的とした県内・県外 

の展示会、商談会への出展を勧奨する。 

（効果的な取組み） 

    出展を希望する場合、当該催事の情報を提供する。出展の前段階の支援として商品ＰＲ 

に係るプライスカード作成、ＰＯＰ作成等のレクチャーを行う。効果的なＰＲを支援する。

また、出展後のアフターフォローとして、現地で応対したバイヤー等の顧客リスト作成 

を支援し、顧客管理の重要性を認識してもらう。 

ⅱ.  対象事業者の商品の特性に応じて、全国商工会連合会事業の『むらからまちから館』、『ニ 

ッポンセレクト』への出展を支援する。 

（効果的な取組み） 

出品を希望する場合、当該事業の情報を提供する。この場合、前述ⅰ.の催事出展にも共

通するが、商品のイメージアップを狙い、静物写真の撮影方法の習得支援を視野に入れる。 
この場合、後述②の専門家支援を要することになるが、販路開拓支援として実施する。 
販路開拓支援は当商工会として積極的に取り組むが、先走ることなく対象事業者の意向を 

確認しながら、適切な支援を行うことを心掛ける。 

   ⅲ．上記のⅰ．ⅱ．の支援を有効なものとするために、展示会、商談会へ出展する心得、効果

的な商品ＰＲ方法(プライスカード・ＰＯＰ・静物写真撮影等)の習得を図るため、、販路開

拓セミナーを開催する。 

［連携機関］ 
 販路開拓に係る高度な経営ニーズに対しては、愛媛県商工会連合会 広域サポートセンター、 

(公財)えひめ産業振興財団等の支援機関や課題解決に必要な専門家の支援を要請し、個別指導・セ 

ミナー開催等の対応により事業推進を図る。 

［目 標］ 
  ・自社商品の地域外への販路拡大を支援することで、対象事業者の売上額３％の増加 を目指し

て支援を行う。 
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(件) 

 項   目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ⅰ 

商談会出展支援 ― 5 5 5 5 5 

出展事業者数 ― 3 3 3 3 3 

商談成約数 ― 1 1 1 1 1 

展示会等出展支援 ― 5 5 5 5 5 

出展事業者数 ― 3 3 3 3 3 

商談成約数 ― 1 1 1 1 1 

ⅱ 

むらからまちから館登録支援 ― 5 5 5 5 5 

登録事業者数 ― 3 3 3 3 3 

売上向上率 ―   3 %   3 %   3 %   3 %   3 % 
ニッポンセレクト登録支援 ― 5 5 5 5 5 

登録事業者数 ― 3 3 3 3 3 

売上向上率 ―   3 %   3 %   3 %   3 %   3 % 

ⅲ 
販路開拓経営セミナー開催数 ― 1 1 1 1 1 

セミナー参加者数 ― 10 10 10 10 10 

ⅱ．の「むらからまちから館」：全国商工会連合会が運営する全国の特産品を販売するアンテナショップ。 

ⅱ．の「ニッポンセレクト」：全国商工会連合会が運営する全国の特産品を販売するＥＣサイト。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

［現状と課題］ 

人口減少に伴う経済規模の縮小により、地域の小規模事業者のみならず、福祉や教育も含め管内  

 経済のあらゆる分野にマイナスの影響をもたらしてきた。このような中、地域イベントや商店街活 

 性化等には従前から行っており、今後はさらに新たな発想を加えた事業展開が迫られている。 

当市は、多様な地形の恵みから平成 29年 12月年に日本ジオパーク委員会から日本ジオパーク          

 （四国西予ジオパーク）の再認定を受けた。市内各地の文化遺産のほか、伝統行事が保存伝承され、 

 地域振興に係る事業が多彩に行われるとともに、四国横断自動車道 西予宇和インターチェンジの 

 開通により、県南部の拠点として、人・物の交流が一段と活発になってきていることに着目した。 

[今後の取り組み] 

四国西予ジオパークは、西予市が持つ貴重な地質や地形、歴史、文化、生態系等数多くの地域資 

源、言い換えれば西予市の魅力を最大限に引き出すことができる仕組みと位置付けられている。ま 

た、西予市民が地域への愛着を醸成しながら地域活性化を図るとともに、社会的、経済的、文化的 

に持続可能な発展が目標とされている。 

 商工会は、その一翼を担うために、四国西予ジオパーク再認定に伴う観光客増加を好機と捉え、 

観光需要を商店街に取り込み、地域ＰＲと賑わいの場創出を図るため、関係機関とともに地域活性 

化事業を推進していく。 

[事業内容] 

   市の「四国西予ジオパーク推進協議会」と連携し、『四国西予ジオパーク応援店』登録を推進し 

ていく。 

  ・ 市内の販売店(小売業者、物産館等)、料飲食店(宿泊施設、飲食店等の常設で飲食ができる 

店舗)、交通機関(タクシー・バス・レンタカー事業者等)、その他事業者(金融機関等)を対象。 

  ・  応援店として、パンフレット、印刷物、販促資材等を掲示・設置し、協議会が実施する事業

に参画していく。 

[事業効果] 

  ・ 応援店には協議会ホームページ等の広報媒体を用いた店舗紹介により、消費者へ対する普 

及宣伝活動が実施され、販路開拓が期待できる。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E4%BA%88%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF
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・  本会が過年度に作成した「商店街マップ」を活用し、ジオパーク事業との連携により事業 

所ＰＲが実現できる。 

[地域関係者間での意識の共有方法] 

  本事業にあたり、本会の商業部会及び観光・サービス部会を中心とした「西予市商店活性化協議

会(仮称)」を立ち上げ、年３回程度の定期的な会合の中で事業の評価・改善を行いながら、関係者

の意識共有を図りつつ実施していく。 

協議会の運営にあたっては、関係機関の参画を求めるとともに、分野別の強みを活かした役割を

明確にする。また、市の「四国西予ジオパーク推進協議会」と本協議会との合同会議を年２回程度

開催し、両協議会の関係者間の意識共有を深め、連携を強化していく。 

   

（主な関係者と役割） 

①西予市【四国西予ジオパーク推進協議会】 

    施設や街路灯などの商店街環境整備に対する補助金面でのサポートとジオパークツーリズ 

ムの商店街誘致への調整役。 

②西予市観光協会 

    管内の地域特性に見合った集客イベントの企画・立案・調整役。 

③宇和町商業協同組合・野村町商業協同組合 

 主に集客イベントの実施主体となり、関係団体の支援を得ながらの実行部隊。 

 

＜関係者間での意識共有の体系＞ 

 
 

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 

［取組みの狙い・考え方］ 

当商工会は、本経営発達支援計画事業の目標(2)に、「個別企業に対する伴走型の支援により持続

的な経営発達に繋げる。」を掲げている。商工会組織の持つ機能を十分に発揮し、縦と横の繋がり

の利点を有効に活用することと、関係支援機関との連携強化を図り本事業の推進を計画している。 

同じ経営改善普及事業支援実施者としてのこの組織機能を活かし協力を得ることで、事業者に対 

する経営支援ノウハウ等に関する情報交換が可能であり、有効な支援方法を見出し、当商工会の支 

援能力の向上を図る。 

 

西予市商店活性化協議会 
構成員 

西予市商工会 商業部会 

西予市商工会 観光・サービス部会 

西予市[四国西予ジオパーク推進協議会] 

西予市観光協会 

宇和町商業協同組合 

野村町商業協同組合 

 

連 携 

西予市商工会 
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(1)商工会組織との連携 

愛媛県商工会連合会が主催する年間を通した経営指導員等対象の年２回の必須研修、年１回

から２回の経営支援分野別研修等、会議、研修会において、愛媛県商工会連合会(主に広域サポ

ートセンター)は勿論、県内商工会との経営支援ノウハウ等に関する情報交換を行う。 
・地域性、実態が異なる事実を踏まえて、同じ愛媛県内で小規模事業者の経営支援機関としての横 

の繋がりを活かし、支援方法等の情報交換を行うことにより、当商工会地域の小規模事業者支援 

に繋がる契機とする。 

(2)金融機関との連携 

金融支援で連携のある(株)日本政策金融公庫と資金調達に係る施策等の情報交換を行う。 
   ・円滑な資金繰りを図り、財務的な経営環境を整備する。年 2 回の定期的な連絡協議会を開催し、 

融資制度、資金需要等の情報交換を行い、円滑な資金繰りを図り、財務的な経営環境を整備する 

ことにより、管内小規模事業者の事業資金調達に関する支援を行う。 

(3)専門家との連携 

本事業推進において、年５回の開催を計画する中小企業診断士などの専門家とセミナー・研

修会を通して、特に販路開拓に係る専門的分野の経営支援の効果的な手法について情報交換を

行う。 
   ・当商工会の経営指導員では対応が困難である経営分析、事業計画策定等のノウハウの伝授と専門

的な小規模事業者の経営課題を解決するために支援要請を行い、問題を取り除き、管内小規 

模事業者の経営力の向上を図る。 

 

(4)行政との連携 

当商工会主催で年 1 回開催している「行政との意見交換会」を通じて、市内の経済動向や施

策について情報交換を行う。 
   ・西予市の商工業分野の振興において、市当局との連携を強化し、情報交換を行うことで管内小規 

模事業者の持続的発展を図る。 

(5)公的支援機関との連携 

高度・専門的な支援を要する際は、愛媛県商工会連合会 広域サポートセンターや (公財)え

ひめ産業振興財団等の支援機関と経営支援の効果的な手法について年１回程度の情報交換を行

う。 
   ・当商工会の経営指導員では対応が困難である高度、専門的な小規模事業者の経営課題を解決する 

ために支援要請を行い、問題を取り除くことにより、管内小規模事業者の経営力の向上を図る。 

(6)情報の蓄積と共有 

     支援機関との情報交換により得られた情報は、当商工会の支援能力向上を図るため、内部に 

おいて職員間で共有していく。 

 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

［取り組みの狙い・考え方］ 
企業経営に係る問題は広範多岐にわたる事から、組織全体での広域的な指導体制が望まれ

る。研修・講習会への計画的な参加・資格取得の学習を促す事での経営指導員等の資質の向上

やチームでの巡回訪問指導を通じた実践経験の積み上げにより、計画的に情報共有と能力の向

上・平準化を図る。 

(事業内容) 

(1) 愛媛県商工会連合会が主催する研修の受講に加え、国・県が主催する「経営セミナー」や中 

小企業大学校の研修事業を経営指導員のみならず経営支援員も受講することにより、当商工会 

の支援能力の向上を図る。 

 ① 従来、経営指導員等研修会を通して、経営分析、経営計画策定に関する研修を受講してきて 

いるが、実務においては力不足が否めないのが現状である。 
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本経営発達支援事業の推進において、経営環境と財務についての経営分析と経営計画策定が 

最重要視されるものと捉える。本経営発達支援事業において、この２分野についてのセミナー 

開催を計画していることから、経営指導員等の参画により知識の習得に努め、経営支援能力の 

向上を図る。 

②  更に、企業の売上げや利益を確保することを重視した支援能力の習得に努め、小規模事業者 

の経営発達を効果的に推進する。 

上記①、②の支援能力向上を図るために、本事業で当商工会が企画するセミナーに全職員が 

参画する。 

ⅰ．経営分析セミナー 

①経営分析とは ②経営分析の必要性 ③経営分析の手法(定性分析と定量分析) 

の習得を図る。 

前述の経営分析セミナーを受けて、 

ⅱ．経営計画策定セミナー 

①経営計画の意義 ②経営理念 ③経営ビジョン ④外部環境・内部環境 

⑤経営目標 ⑥経営方針 ⑦目標利益計画 ⑧主要施策 ⑨行動計画 ⑩見直し 

という事業計画策定手順の習得を図る。 

③ 中小企業大学校、中小企業基盤整備機構の主催する研修受講については、適時受講すること 

により、全国の商工会等地域の情報収集も可能であり、支援能力の向上に繋げる。 

ⅰ．中小企業大学校研修 

  新任経営指導員を対象に２年に１回を基本として、財務研修、経営計画策定研修、販路開 

拓研修等の受講を検討する。 

ⅱ．中小企業基盤整備機構研修 

  経営指導員、経営支援員等を対象に個社支援、地域支援研修等の受講を検討する。 

県内・県外における研修に参加することにより、他地域の商工会職員との交流を図ることで、

経営支援への取組み方、手法等が講義とは違った視点で聴取することができる。また、聴取

できるように努めることも職員としての資質向上に繋がることを意識して臨む。 

(2) 商工会を取り巻く環境、重点実施事項に関する状況、県連合会、行政等の方針への対応協議、 

経営発達支援事業推進の課題と対策の協議等を通じ、職員の職務意欲喚起と問題意識の共有を

図ることを目的に、テーマを決定し、事務局長、経営指導員、経営支援員外全職員の参加のも

と、勉強会を年 2回、定例的に開催し、商工会職員としての資質向上を図る。 

(3) 経営改善普及事業支援に経験の浅い職員に対しては、巡回・窓口相談、及び専門家派遣にお

いて職員間でのＯＪＴ教育を実施し、知識習得・情報収集力向上と経営計画策定及び指導助言

等を適切に実施できるよう資質向上を図る。 

(4) 上記(1)(2)(3)を職員全員で実施することにより、得られた支援ノウハウを商工会内で共有、

活用することにより支援能力を向上させるとともに、当商工会の経営支援体制の整備に繋げ

る。 

・上記(2)の勉強会、毎月 1回開催している職員会において、本経営発達支援事業に係る進捗状 

況を確認し合うとともに、実績と活用した支援方法について報告を行う。 

・個社支援等の実績は、支援事例集としてデータベース化し、商工会内で共有・活用していく。 

 

 
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、本経営発達支援計画に係る事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価

検証を行う。 
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(事業内容) 

(1)  当商工会の理事・監事、管内事業者からの代表者、及び西予市経済振興課担当者、中小企業 

診断士等の外部有識者を交えた経営発達支援計画事業検討委員会(仮称)を年 1回以上開催し、 

事業の進捗状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

(2)  当商工会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

(3)  事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会理事会へ報告し、承認を得る。 

(4)  事業の成果・評価・見直しの結果を本商工会のホームページで計画期間中公表する。 

(5) 上記(3)で承認を得た内容に基づき、事業を実施する。 

 
上記(１)の「経営発達支援計画事業検討委員会(仮称)」の委員構成 
区  分  人 数 構  成 

内部関係者 商工会役員 １４ 
会長(１)・支部長(５)・青年部(１)・女性部(１)・ 

宇和地区(１)・野村地区(１)・三瓶地区(１)・ 

城川地区(１)・明浜地区(１)・事務局長(１) 

外部有識者 
専門家 １ 中小企業診断士(１) 

西予市 １ 経済振興課担当職員(１) 

 合  計 １６  
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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５月現在） 

（１）組織体制 
 
①管内商工業者  １，８３７事業者(内 小規模事業者 １，５８３事業者) 
②商工会 会員数 １，０１１事業者 
③理事会 人数  ３３名  意思決定機関 
④商工会 役員・職員体制と経営発達支援事業の実施職員 

職 種 人 数 経営発達支援事業の主な担当業務(案) 

役員 理事 ３３名 
本事業の評価・見直しの方針を決定 

監事 ２名 
事務局長 １名 事業運営統括、事業進捗状況管理 

経営指導員 ３名 経済動向調査、経営分析、経営計画策定支援・実行支援、需要動向調査、

需要開拓、セミナー・研修会開催 
経営支援員 ６名 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化、ホームページ管理 
記帳指導職員 ２名 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 
一般職員 ５名 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化、会計管理 
 
事務局機構 

部  署 人数 職  種 経営発達支援事業の主な担当業務(案) 

本 所 
兼 宇和支所 

1 事務局長 事業運営統括、事業進捗状況管理 

3 経営指導員 
【管内全域対応】 
経済動向調査、経営分析、経営計画策定支援・実行支援、

需要動向調査、需要開拓、セミナー・研修会開催 

4 経営支援員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化、

ホームページ管理 

3 一般職員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化、

会計管理 

野村支所 1 経営支援員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 
1 一般職員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 

三瓶支所 1 記帳指導職員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 
1 一般職員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 

城川支所 1 記帳指導職員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 
明浜支所 1 経営支援員 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、地域活性化 
本経営発達支援事業を推進するに当たり、既存の商工会事業の検証を含め、事務局全職員で小 

規模事業者支援に取り組む実施体制で臨む。 

  
⑤ 事業実施上、事業者の課題解決のために愛媛県商工会連合会、及び関係支援機関の支援を受け 
ることで、小規模事業者の伴走型支援を適切に実施する。 

⑥「経営発達支援計画事業検討会(仮称)」を設置し、当商工会長が委嘱する。 

当商工会の理事・監事、管内事業者からの代表者、及び西予市経済振興課担当者、中小企業診 

断士等の外部有識者を交えた委員構成により、年 1回以上開催し、事業の進捗状況、成果の評価・ 

見直し案の提示を行う。 

  ・委員構成については、(別表 1)経営発達支援計画  経営発達支援事業の内容及び実施期間欄 

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 内 
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 内 

事業内容(1)に記載。 
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（２）連絡先 
 

西予市商工会 本所 
〒７９７－００１５   愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 297番地 

                      電話番号 ０８９４－６２－１２４０ 

ＦＡＸ番号 ０８９４－６２－５８００ 

                             E-mail    ainan@iaa.itkeeper.ne.jp 
 
西予市商工会 宇和支所 
〒７９７－００１５   愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 297番地 

                           電話番号 ０８９４－６２－１２４０ 

ＦＡＸ番号 ０８９４－６２－５８００ 

西予市商工会 野村支所 
〒７９７－１２１２   愛媛県西予市野村町野村 12号 617番地 

                           電話番号 ０８９４－７２－０３３９ 

ＦＡＸ番号 ０８９４－７２－３３９６ 

西予市商工会 三瓶支所 
〒７９６－０９０７   愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地 301番地第 5 

                           電話番号 ０８９４－３３－０３５７ 

ＦＡＸ番号 ０８９４－３３－１９３５ 

西予市商工会 城川支所 
〒７９７－１７１７   愛媛県西予市城川町下相 1015番地 4 

                           電話番号 ０８９４－８２－０２０８ 

ＦＡＸ番号 ０８９４－８２－０２０２ 

西予市商工会 明浜支所 
〒７９７－０２０１   愛媛県西予市明浜町高山甲 3660番地 2 

                           電話番号 ０８９４－６４－０３１１ 

ＦＡＸ番号 ０８９４－６４－１６１７ 
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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 

( H31年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 1,550 2,150 1,550 1,550 2,150 

 

経営発達支援事業 

 

セミナー開催費 

(５回) 

 

市場調査・分析費 

(会報発行費) 

 

展示会・商談会開催費 

(出展参加事業費) 

 

会議費 

 

商店街マップ等作成費 

 

 

 

 

300 

 

 

600 

 

 

600 

 

   

50 

   

 

 

 

300 

 

 

600 

 

 

600 

 

   

50 

       

600 

 

 

300 

 

 

600 

 

 

600 

 

   

50 

 

 

       

 

 

300 

 

 

600 

 

 

600 

 

   

50 

 

 

       

 

 

300 

 

 

600 

 

 

600 

 

   

50 

             

600 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

国補助金、愛媛県補助金、西予市補助金、当商工会会費、事業受託費、事務手数料 

などの収入により資金調達を予定。 

（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 

管内小規模事業者の経営発達を支援するための各種事業。 
①経営状況の分析に関すること／経営分析に係るセミナー開催 
②事業計画策定支援に関すること／事業計画策定に係る研修会開催 
③事業計画策定後の実施支援に関すること／事業計画の見直し支援、資金調達支援 
④需要動向調査に関すること／当商工会で補完できない情報提供 
⑤新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること／展示会、商談会への出展支援 

／販路開拓に係る高度な経営ニーズへの対応 
  ⑥市内の動向・施策情報の収集、地域活性化に関すること／連絡会の開催により情報を交換 
  ⑦商工会職員の資質向上に関すること／実地帯同支援、研修会参加による知識の習得 
  ⑧経営発達支援事業の事業評価・見直しに関すること 

連携者及びその役割 

【行政機関】 

西予市 市長 管家 一夫   愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 434-1 
［役割］町内の動向・施策情報の収集・地域活性化、及び本事業の進捗状況、成果の評価・見直し。 

【公的支援機関】 

公益財団法人 えひめ産業振興財団   

理事長 大塚 岩男         愛媛県松山市久米窪田町 337-1 

(愛媛県よろず支援拠点を含む) 
［役割］経営支援方法、各種セミナー、商工会職員の資質向上。 

【金融機関】 

(株)日本政策金融公庫 宇和島支店 国民生活事業  

支店長兼国民生活事業統括    森田達也    愛媛県宇和島市丸ノ内 1-3-24 
［役割］小規模事業者経営発達支援融資制度の利用、経営計画策定に係る金融支援、情報交換。 

(株)伊予銀行 卯之町支店 支店長   菊澤章次     愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 296 

(株)伊予銀行 野村支店  支店長   赤塚昌弘     愛媛県西予市野村町野村 12-516 

(株)伊予銀行 三瓶支店  支店長   豊島辰一     愛媛県西予市三瓶町朝立 1-548-6 

(株)伊予銀行 高山支店  支店長   越智幸信     愛媛県西予市明浜町高山甲 1470 

(株)愛媛銀行 卯之町支店 支店長   伴野健吾     愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 340 

(株)愛媛銀行 野村支店  支店長   平松昌幸     愛媛県西予市野村町野村 12-351 

(株)愛媛銀行 三瓶支店  支店長   鎌田博之     愛媛県西予市三瓶町安土 533-3 

(株)愛媛銀行 しろかわ出張所     平松昌幸     愛媛県西予市城川町下相 1005-2 

宇和島信用金庫 卯之町支店 支店長  三好健治      愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目 426 

愛媛信用金庫 野村支店 支店長   寺川茂樹      愛媛県西予市野村町野村 12-491 
［役割］経営計画策定に係る金融支援、情報交換。 

【専門家】 

中小企業診断士 上田  保             愛媛県松山市今在家二丁目 6-21 
［役割］経営分析、事業計画策定・実施支援、需要開拓、事業評価・見直し、各種セミナー、 

商工会職員の資質向上、及び本事業の進捗状況、成果の評価・見直し。 

【総合支援機関】 

愛媛県商工会連合会 会長 村上友則         愛媛県松山市宮西一丁目 5-19 

［役割］事業画策定・実施支援、需要動向調査、需要開拓、商工会職員の資質向上。 

※ 連携者については、本事業実施に伴う支援ニーズに対応して、依頼・拡大していく。 
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○連携することによる効果 
商工会の横と縦の繋がりの利点を活かすこと、関係支援機関との連携強化を図ることで、商工 

会の持つ組織機能を発揮させ、管内小規模事業者にとって適切・円滑・有効な支援が見込める。 

特に、上記①、②、③、④、⑤、⑧においては、専門家派遣事業等の活用により高度・専門的な 

経営課題の解決に繋がると捉える。 

   ⑥については、西予市当局との連絡会を通して、市独自の経営施策の活用により市内の商工業分 
野の振興への貢献を見込む。 
 小規模事業者への有効な経営支援を実現するための、⑦については、全連携者各位のご支援をい 
ただき、職員の意識改革と知識の習得が期待できる。 
 

連携体制図等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換 

連携支援 

 

 

 

管内小規模事業者 

[行政] 
西  予  市 

【総合支援機関】 
愛媛県商工会連合会 

［専門家］ 
中小企業診断士 

 
 
事業主体 
西予市商工会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

［金融機関］ 

(株)日本政策金融公庫 

(株)伊予銀行卯之町支店 

(株)伊予銀行野村支店 

(株)伊予銀行三瓶支店 

(株)伊予銀行高山支店 

(株)愛媛銀行卯之町支店 

(株)愛媛銀行野村支店 

(株)愛媛銀行三瓶支店 

(株)愛媛銀行しろかわ支店 

宇和島信用金庫 卯之町支店 

愛媛信用金庫 野村支店 

［公的支援機関］ 

(公財)えひめ産業振興財団 

愛媛県よろず支援拠点 

相談 

事業の検証 

 

 

 

支援実施 

支援要請 

事業支援 

フォローアップ 

[伴走型支援] 
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