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経営発達支援計画の概要 

実施者名 東温市商工会（法人番号：8500005002339） 

実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

目標 

経営課題の克服に自らが率先して取り組もうとする意欲の高い事業者

や地域雇用の確保、企業付加価値の向上が期待できる小規模事業者と地

域経済の底上げを図る新たな担い手としての創業者を持続的・継続的、

かつ事業者に寄り添う形で積極的に支援し、小規模事業者の持続的発展

と経営力向上、ひいては地域経済の活性化に取り組む。 

事業内容 

県内各支援機関や専門家等と連携し、以下の事業に取り組む。 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1. 地域経済の動向調査に関すること【指針③】 

明確な支援方針の決定に結び付け、経営計画の実行を高めるため、

各種調査を活用した情報収集や定点観測により、地域経済の現状を明

らかにし、事業者全体への情報提供を行う。 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

中小機構基盤整備機構のツールを活用し、小規模事業者を多面的に

見つめ、定性・定量の両面から分析し、本質的な課題発見に取組むと

ともに、有効な事業計画の策定に結び付けるほか、高度専門的な分析

が必要な場合は中小企業診断士等の専門家と連携して支援を行う。 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営分析の結果を踏まえ、中小機構基盤整備機構のツールを活用

し、自らが課題克服と持続的発展を目指した事業計画書や創業計画書

等の作成支援を行う。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画書を作成した事業所に対しては、重点指導によりスケジュ

ールの進捗状況や成果を確認し、新たな経営課題の発見を通じた計画

の軌道修正を促しながら PDCA サイクルの円滑な遂行を支援する。 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 

ターゲット毎に最適なニーズ調査を行い、各ターゲットの消費性向

を絞り込み、実行性のある事業計画策定や商品開発・販売チャネルの

確立を支援する。 
6. 新たな需要の寄与する事業に関することに関すること【指針④】 

需要動向調査で得られた顧客ニーズ・地域別動向を基に事業者毎の

最適な展示会出展等を支援し、新たな域外需要の開拓を支援する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

地域資源を活用した高付加価値商品の販路拡大、農商工等連携の促進

による“東温ブランド”確立と着地型ツーリズムコンテンツの開発と情

報発信・販路拡大の促進による滞在型観光客の拡大に取り組み、新たな

ビジネスモデル確立を図る。 

連絡先 

〒791-0211  
愛媛県東温市見奈良 495 番地 3 
東温市商工会 
Tel 089-964-1254／Fax 089-964-3938 
E-mail touon-s@esci.or.jp 
URL https://toon-sci.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.地域の現状と課題 

(1)東温市の成立ち 
愛媛県は、第一次産業が中心の南予地域（県南西部）、第二次産業が集積する東予地域（県東部）、

第三次産業が盛んな中予地域（松山市を中心とする県中央部）と、三地域それぞれに特色ある産業が集

積した、全国的にも珍しいバランス型産業構造を形成している。 
東温市は愛媛県の中央部に広がる道後平野の東部に位置し、上述の区分では中予地域に属する。平成

16 年 9 月 21 日に旧地域の「重信町」と「川内町」が合併して新たに東温市が誕生した。 
市役所は旧重信町役場に置かれている。市名は公募により決定されたが、これは二町が温泉郡の東部

に位置し、古くから「東温地区」と呼ばれていたことに由来する。 
近年では国道などの道路交通網の整備が進む中、四国縦貫自動車道（松山自動車道）川内インターチ

ェンジが整備され、松山市のベッドタウンとして住宅化が進んでいる。同時に、特に川内インターチェ

ンジ 周辺では、愛媛県内外との交通の利便性を活かす形で、四国乳業のほか、物流、卸売などの事業

所も多数立地している。さらに、大型ショッピングセンターなども出店し、大きく変貌を遂げつつある

地域であるといえる。 

 
(2)東温市の人口の推移 

東温市は同じく中予地域で愛媛県の代表的都市

である松山市や、東予地域の中心都市である今治市

に隣接しており、総面積は211.30ｋ㎡、人口は

33,519人（平成29年6月1日現在）の県内では中堅都

市である。 
ここ十年の人口は緩やかに減少している中、世帯

数は14,732世帯（平成29年6月1日現在）と数年前を

ピークにやや減少傾向にあり、一世帯当たり人員は

2.28人（平成29年6月1日現在）と核家族化が進んで

いるのが特徴といえる。 
（各データは東温市役所提供）                                                          

 

(3)東温市の産業の現状 
①農業 
産業における特色を見ると、東側を石鎚山系、南は皿ヶ嶺連峰、北は高縄山塊と、三方を山に囲まれ

た水と緑豊かな地域性を活かし、第三次産業が盛んな中予地域にあって、水稲や麦、野菜、いちご、み

かんなどの農業が盛んな地域でもある。特に愛媛県の食文化に欠かせない麦味噌の材料となる裸麦の県

内主要産地である。 
 

＜図 1＞ 

拡  大 
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②工業(製造業) 
東温市が誕生する以前の平成14年7月に、パナソニック四国エレクトロニクスの本社工場が旧川内町

に移転してきたことにより、現在でも市内の主要産業は川内地区を中心とした電子産業であるが、一方

で、中小企業を中心に医療・健康関連機器製造業への事業転換・再編が進み、産業構造が変貌してきて

いる傾向も見受けられる。 
東温市は製造業が盛んであるといえる。そのことは、＜表1＞において、県内で人口規模が同程度の

市町と比較した際、松山市に海沿いに隣接する伊予市、松前町を除き、製造品出荷額等において突出し

た数値が現れていることでも分かる。同様の結果が工業統計調査における調査結果（従業者4人以上の

事業所による統計）＜表2＞でも現れている。 
また、産業分野の市内総生産額全体の102,908百万円のうち、製造業は34,728百万円（33.7％）を占

めており、東温市を支える基盤産業は製造業であるといってよい。 
（各データは東温市統計書平成23年度版より） 

 
＜表1＞ 
■愛媛県内の同規模市町との比較 

項目 
 
市町名 

人口 
(H27 

国勢調査) 
事業所数 

製造業 商業 

事業所数 製造品出荷額等 
（単位：万円） 事業所数 年間商品販売額 

（単位：万円） 
大洲市 44,086 2,577 137 2,466,882 616 6,580,116 
西予市 38,919 2,170 150 1,946,774 991 4,519,762 
八幡浜市 34,951 2,242 113 2,603,750 544 5,760,416 
伊予市 36,827 1,539 103 9,101,152 377 5,696,978 
東温市 34,613 1,163 89 6,666,176 238 7,730,154 
松前町 30,064 1,200 85 7,965,238 269 5,216,956 
砥部町 21,239 851 114 695,880 175 5,359,970 
愛南町 21,902 1,319 64 224,676 309 2,161,137 

（人口以外のデータについては、H24 年経済センサス－活動調査より） 
 

③医療・福祉サービス業 
昭和49年に愛媛大学医学部が現在の志津川地区に開設されて以来、同附属病院やその他の医療系の

専門学校が近隣に立地し、それらに関連する医療・健康関連機関なども併せて広く展開してきた。 
現在では東温市の代表的業種の一つに成長しており、産業（大分類）別従業者数をみると、総従業者

数17,230人のうち医療・福祉関連は2,022人と、全業種従業者の11.7％を占める高割合となり、増加傾

向となっている。 
（各データは平成24年度経済センサス－活動調査より） 
 

(4)商工業 
東温市の産業大分類別事業所数及び従業者数は、＜図2＞、＜図3＞のとおりであるが、産業別事業

所における最大数は卸売・小売業で331 事業所（28.5％）、産業別従業者数は、製造業で3,136人
（20.4％）となっている。 
この数値は愛媛県内の同規模他市町のH24年経済センサス－活動調査結果と比較して、事業所数・従

業者数ともに遜色ない数値であるほか、＜表1＞の数値からも東温市は商工業が活発な地域といえる。 
しかし、一方で＜図4＞の東温市の産業（大分類）別事業所数及び従業者数の推移から業種毎の事業

者数の推移を観察すると、事業所数・従業者数の総数は増加傾向にあるものの、卸売業・小売業につ

いては大型ショッピングセンターの出店が相次いでいるにもかかわらず、事業所数及び従業者数とも

に減少傾向にあり、消費者動向の変化や大型店との競合により小規模零細事業所の廃業が多いことが

容易に推測できる。 
 
また、建設業においては事業所数に大きな変動は無いものの、従業者数は大きく減少しているが、

これは近年の公共工事減少による地域の雇用を担ってきた建設土木会社の廃業・倒産の一方で、職別
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建設業の小規模零細事業所（いわゆる一人親方）の増加が要因といえる。 
なお、運輸業・情報通信業等、他の産業については堅調に推移しているが、同様の傾向が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東温市の産業別事業所数割合（平成 24 年） 

＜図 2＞ 
東温市の産業別従業者数割合（平成 24 年） 

＜図 3＞ 

東温市の産業（大分類）別事業所数及び従業者数の推移 

 

＜図 4＞ 
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⑸小規模事業者の現状 

＜表 2＞ 
東温市の商工業者数の推移と業種別会員比率［H30.4 月現在］              (件) 

 
※括弧書きは小規模事業者数                    【出展：愛媛県商工会連合会『商工会実態調査』】 

   
平成 29 年度 愛媛県商工会連合会『商工会実態調査』を基に、管内商工業者数の推移を過去 10 年

で比較すると、＜表 2＞のとおり、10.6％減少している。 
なお、全体の約 70％を占める小規模事業者の減少率も同様である。 
業種別では、建設業とサービス業は増加傾向である一方、卸売業は 42.6％減、小売業は 32.6％減と

減少幅、数ともに著しい。 
なお、管内の商工業者のうち小規模事業者数は 719 事業所である。 
商工会会員数の推移についても同様の傾向であるが、商工業者の推移と比較し、飲食・宿泊業の会

員数は 24.0％（管内商工業者数の推移：0.0％）、サービス業は 25.8％（管内商工業者数の推移：

4.1％）と高い伸びを示している。 
これらの原因は、＜表3＞のとおり、創業による商工会入会者数が多いことである。 
事業を始められて間もない方は商工会を知らない場合が多く、創業による本会への入会者の方のう

ち多くは、知人や取引先等の紹介を受け、創業後、間もなく商工会に来所され指導や支援を受けるこ

とを希望し、自ら入会を申し込まれた方である。 
 
＜表3＞ 

■東温市の商工会加入者数（うち創業による加入者数） 
年度 

項目 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

商 工 会 入 会 者 数 17 13 30 59 26 
（うち、創業による加入者数） (10) (7) (15) (19) (9) 

（平成29年度までは商工会独自の調査より） 
 
近年は、開業に必要な設備や運転資金が比較的少額で済む手間請の建設業の方や飲食業の方が創業

の大半を占めており、これらの動向が会員事業者数の増加に影響を与えていると考えられる。他方、

経営資源の乏しい小規模事業者は、店舗や工場・事務所を持たない事業所がほとんどであるため、商

工会としても創業の事実を掴み難い状況があり、潜在的な創業支援ニーズは創業による商工会入会者

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

(A)平成19年 1,137 (820) 201 131 54 301 89 221 140

(B)平成24年 1,165 (828) 204 134 53 271 110 263 130

(C)平成29年 1,017 (719) 206 127 31 203 89 230 131
平成29年度

構成比（％）
20.3% 12.5% 3.0% 20.0% 8.8% 22.6% 12.9%

(D)増減数

(C)-(A) 5

△

 4

△

 23

△

 98 0 9

△

 9
(E)増減率（％）

(D)／(A) 2.5%

△

3.1%

△

42.6%

△

32.6% 0.0% 4.1%

△

6.4%

平成19年(F) 138 92 28 194 50 128

平成24年(G) 130 91 23 154 54 147

平成29年(H) 144 89 22 142 62 161
平成29年度

構成比（％）
23.2% 14.4% 3.5% 22.9% 10.0% 26.0%

(I)増減数

(H)-(F) 6

△

 3

△

 6

△

 52 12 33
(J)増減率（％）

(I)／(F) 4.3%

△

3.3%

△

21.4%

△

26.8% 24.0% 25.8%

 120

100.0%

10.6%

商
工
業
者
数
の
推
移

商
工
会
会
員
数
の
推
移

商工業者
（小規模事業者）

630

599

620

 10

1.6%

100.0%
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数と同数が存在すると考えており、商工会を中心とした支援機関による組織的かつ継続的な創業支援

が必要である。 
なお、卸売業・小売業の激減については、大型ショッピングモール、ディスカウントストア、コン

ビニエンスストア等の競合先の増加とインターネットショッピングの台頭による消費者の購買プロセ

スの変化、これに伴う既存サプライチェーンの崩壊など、構造的変化が要因である。 

 

⑹東温市の現状を踏まえての課題 
① 第一次産業による担い手不足 

かつて東温市の基盤産業であった農林業は、現在は米麦栽培や野菜、いちごの園芸農業を中心とし

ている。しかし、生産価格の低迷、後継者不足、高齢化により、生産額・就業人口ともに年々減少

し、市内の総従業者数17,230人のうち、244名（1.4％）を占めるに過ぎず、また市内総生産額におい

ても、全体の102,908百万円のうち、農林水産業全体で1,847百万円（1.7％）といった状況である。 
このため、行政やJAの指導による新たな農林産品の栽培や集積化に加え、農商工連携等による農林

産品等の地域資源を活かした加工品の開発や販路開拓による活性化が課題となっている。 
（各データは東温市統計書平成23年度版より） 

 
②市場調査や需要動向調査に基づいた製品づくりへの支援 
製造業は、東温市における経済面での貢献はもとより、雇用機会の拡大や研究・開発機能の強

化など、重要な役割を担っており、これまで所得向上と雇用機会の確保にも寄与してきたが、長

期にわたる景気の低迷や国際間競争の激化等により、これからも一層厳しい経営環境が予想され

るため、市場調査や需要動向調査に基づいた製品づくりが課題となっている。 
 
③組織的かつ継続的な創業支援 
全国の商工会地域では、景気の低迷に加え、過疎化や経営者の高齢化等の要因により、小規模零細

事業者を中心とする商工業者数の減少が著しい。しかし、東温市においては、松山市に隣接している

ことや交通の便が良いこと、地価が比較的安いこと、水が豊富にあることなどから企業の転入や営業

所等の新設、加えて創業により、＜表3＞のとおり、近年、全体として商工業者数は増加傾向にある。

今後はこのような創業への潜在ニーズを汲み取り、ワンストップで対応できる体制を整える事が課題

である。 
 

⑺東温市商工会の役割 
東温市全体としての商工業者数は増加傾向にあるが、卸売業・小売業、建設業を中心に小規模零細事

業者数が減少していることは、(4)商工業の現状に加え、＜表2＞のとおり、東温市商工会の産業別会員

数の推移からも明らかであり、雇用の面からも地域経済を下支えする小規模零細事業者の持続的発展が

課題となっているほか、地域資源等を活用した新商品開発や販路開拓支援、農商工等連携支援、創業支

援による商工業の活性化が急務である。 
①農林産品等の地域資源を活かした取組みの支援 

東温市商工会が中心となって支援機関同士としてJA等と連携し、商工業者による農林産品等の地域

資源を活用した高付加価値商品の開発や販路開拓支援を求められているほか、農林業・商工業・観光

業等の産業構造の垣根を越えた商品開発・販路開拓等の農商工等連携事業支援をマーケティング等各

種専門家の支援を受けながら“とうおんブランド”の確立を支援する必要がある。 
 
②市場調査や需要動向調査に基づいた“売れる製品づくり”への支援 

東温市を支える基盤産業である製造業の発展には、市場調査や需要動向調査のデータに基づいた

“売れる製品づくり”が不可欠であり、各種セミナーの開催による情報提供やテストマーケティ

ングや商談会、各種統計調査の活用による市場調査や需要動向調査結果の提供とそれらに基づい

た事業計画書の策定支援と策定後の実施支援を行う必要がある。 

 

③創業者への支援 
雇用の創出や地域経済を活性化するためには、それらを下支えする小規模零細事業者を中心とした
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商工業者の創業件数を増加させるだけでは十分と言えず、創業成功率を高め、成長を支援することが

必要である。従って、創業までの支援だけでなく、創業後の支援も重要であり、創業準備期～創業期

～創業直後期～成長期～安定期（成熟期）と、成長段階を追って組織的かつ継続的にシームレスに支

援することが必要である。 
そのためには、より幅広い知識やノウハウが求められるため、東温市商工会が中心となって行政や

他の支援機関、金融機関等と連携し、創業者への支援体制を構築する必要がある。 
 
 
２．１０年先を見据えた中長期的な振興のあり方 

東温市では振興施策を総合的に推進し、東温市の経済の健全な発達と市民生活の向上を図るため、

平成25年に「東温市中小零細企業振興基本条例」を制定した。 
基本条例では、地域において中小零細企業が担う役割とその重要性を示すとともに、市、企業、市

民等の役割が明確に位置づけられ、商工会にはこれまでの税務・金融・労務などのベーシックな指導

に加え、小規模事業者への市場拡大・販路の拡大強化、中小企業支援策に関する情報提供や人材育

成・資金繰り支援、創業者支援等が求められており、その役割を果たすべく人材の育成や支援指導体

制の再構築を行う必要がある。 
また、東温市は平成28年3月、「第2次東温市総合計画」を策定した。この基本計画には、以下のと

おり、「創造性と活力に満ちた元気産業のまち」として次の産業政策目標が挙げられている。 
 

■政策①：農林業の振興（地域の特性を生かした多様な担い手の育成による活力あるまちを目指す） 
1. 高齢化などによる後継者不足や農林産物の価格低迷による減収が深刻な問題となって

おり、国・県の農林業政策の活用や農地集積を推進し、農林業の担い手を積極的にサ

ポートします。 
2. 農林産物の高付加価値化、市場の掘り起しなどについて関係機関と連携して取り組

み、農林業所得の向上を図ります。 
3. 新たな一次産品や加工品の研究開発及び販路拡大への支援を通じて、農商工連携、6 

次産業化を推進し、“とうおんブランド”の確立に努めます。 
■政策②：商工業の振興（地域を挙げて市内企業を応援し、にぎわいと活気のあるまちを目指す） 

1. 本市の恵まれた立地特性を生かし、更なる商工業の活性化を図るとともに、消費者ニ

ーズに即した地域密着型のサービスの展開等、既存企業の支援策の充実を図ります。 
2. 横河原商店街のにぎわいづくりを進めるとともに、商工会と連携を密にし、企業経営

の安定化に向けた各種融資制度の活用や新たな支援に努めます。 
3. 「中小零細企業振興基本条例」に基づき、産学官金及び市民が連携し、より一層の中

小零細企業の振興施策を推進します。 
 
■政策③：観光・物産の振興（地域の魅力ある資源を活用し、誰もが訪れたいまちを目指す） 

1. 市内の温泉施設や産直市場の支援に努めるとともに、自然や歴史・文化などの地域資

源、サイクリング、東温アルプス登山などを組み入れた観光ルートの開発・PR を推

進します。 
2. 観光物産協会と連携を密にし、イメージキャラクターいのとん、観光大使を活用した

観光PR や物産展を積極的に開催し、魅力発信に努めるとともに、集客力が期待され

るイベントの充実に向けた支援を行います。 
 
上記の「東温市中小零細企業振興基本条例」並びに「第2次東温市総合計画」を基本とした東温市の

取組みを踏まえ、東温市商工会は、地域資源の有効活用や地域の担い手確保とともに、創業支援や地

域資源を活用した取組みへの支援、各種調査と情報提供、経営計画策定～実施支援、販路開拓支援を

通じ、“がんばる小規模事業者”を育成する必要がある。 
さらに農林業・商工業・観光業が業種の垣根を超えたネットワーク形成し、各地域の「点」を

「線」として結びつけ、面に広げる取組みを進めるとともに、資金の循環を促す地域全体の包括的な

取組みを行う。 
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３．経営発達支援計画の目標 

東温市商工会では従来、商工会運営は役員を中心に意見集約を図り、理事会において運営方針や年

度目標の設定を行ってきたが、経営発達支援事業については、中長期的な視点から小規模事業者の

「経営の持続的発展と地域経済の再生」及び活性化への具体的な取り組みが求められている。 

そのため、「東温市中小零細企業振興基本条例」並びに「第2次東温市総合計画」と連動しつつ、経

営課題の克服に自らが率先して取り組もうとする意欲の高い事業者や地域雇用の確保、企業付加価値

の向上が期待できる小規模事業者と地域経済の底上げを図る新たな担い手としての創業者を持続的・

継続的、かつ事業者に寄り添う形で積極的に支援し、小規模事業者の持続的発展と経営力向上、ひい

ては地域経済の活性化を目的として、以下のとおり、経営発達支援計画の目標を策定する。 

 
(1)支援対象小規模事業者の掘り起こしと事業計画並びに創業計画策定支援の強化 
(2)他の中小企業関係機関・専門家との連携支援等を活用した事業計画策定後の伴走型支援の強化 
(3)市場調査や需要動向調査に基づいた“売れる商品づくり”の支援実施 
(4)展示会・商談会・アンテナショップ出展等を通じた新たな域外需要の開拓支援の強化 
(5)地域資源を活用した新たなビジネスモデルの確立支援の強化 
 
４．目標達成に向けた事業の方針 

(1)支援対象小規模事業者の掘り起こしと事業計画並びに創業計画策定支援の強化 
・経営分析支援と事業計画策定支援を通じ、経営課題の克服に自らが率先して取り組もうとする意欲

の高い事業者や地域雇用の確保、企業付加価値の向上が期待できる小規模事業者を掘り起こし、事業

計画策定支援の強化を図る。 
・創業セミナーや創業スクールを通じ、地域経済の底上げを図る新たな担い手としての創業者を掘り

起こし、創業計画策定支援の強化を図る。 
 
(2)他の中小企業関係機関・専門家との連携支援等を活用した事業計画策定後の伴走型支援の強化 
・事業計画策定支援事業者や創業計画策定事業者を対象に重点的な巡回指導を行い、四半期毎の巡回

訪問によるスケジュールの進捗状況や成果を確認し、新たな経営課題の発見を通じた計画の軌道修

正を促しながら PDCA サイクルの円滑な遂行を支援するとともに、事業者のライフサイクルや経営

課題に合せた伴走型支援の強化を図る。 
・経営革新計画や地域資源活用事業計画等の認定、事業承継支援に関しては、必要に応じ、他の中小企

業関係機関・専門家との連携を促進する。 
 

(3)市場調査や需要動向調査に基づいた“売れる商品づくり”の支援実施 
・東温市の地域資源を活用した商品開発・需要の掘り起こし・販路拡大に取り組む事業者を支援するた

め、地域住民・観光客・首都圏のバイヤーを対象としたアンケート調査やテストマーケティング、商

談会での情報収集及び提供、各種統計・機関誌の活用による分析情報提供を通じ、それぞれの顧客タ

ーゲットの消費性向を絞り込む事で、“売れる商品づくり”を支援する。 
 
(4)展示会・商談会・アンテナショップ出展等を通じた新たな域外需要の開拓支援の強化 
・アンケート調査やテストマーケティング等で得られた顧客ニーズ・地域別動向をもとに、販路開拓や

新たな需要の掘り起こしに取り組む事業計画策定事業者毎・商品毎のターゲットとして最適な展示

会・商談会・物産展・アンテナショップ出展等の提案による新たな域外需要の開拓を支援することに

より、事業計画の定量的成果へ繋げていく。 
・サービス業を営む事業者に対しては、商工会 100 万会員ネットワークを活用した自社ホームページ

作成による情報の発信を支援し、地域内外の新たな需要の開拓を支援する。 
 
(5)地域資源を活用した新たなビジネスモデルの確立支援の強化 
・地域経済の活性化を目指すには、地域資源を活用した新たなビジネスモデルを確立させる必要があ

り、域内の各種イベント出店による地域資源を活用した高付加価値商品の販路拡大、農商工等連携の

促進による“東温ブランド”確立と着地型ツーリズムコンテンツの開発と情報発信・販路拡大の促進

による滞在型観光客の拡大に取組む。 
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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】 

(1)商工会の現状と課題及び改善点 
これまでの取り組みは、事業者支援の際に雑多な情報収集を行うのみで、定点観測や事業者全体への

情報提供が不十分であった。 
今後は、各種調査を活用した情報収集により、地域経済の現状や業種別の景気動向、事業所毎の経営

課題を抽出し、明確な支援方針の決定に結び付け、経営計画の実行性を高める。 
 
(2)調査内容 
①県内経済動向調査により、地域経済の現状や県内の業種別の経済指標の推移を把握する。 
②東温市商工会中小企業景況調査により、事業所毎の景気の状況や今後の見通し、売上高・採算状況、

資金繰りの状況、設備投資の予定、経営課題の抽出を行う。 
③中小機構中小企業景況調査により、を全国・県・管内別に整理し、業種毎の DI(ディフュージョン・

インデックス）値により、業種毎の景気動向を把握する。 
④県内主要統計調査により、支援対象事業所毎、経営計画策定に必要な項目毎の推移や統計値を把握す

る。 

 
(3)活用方法 

事業者に対しては、分かりやすく加工した「東温市商工会経済リポート」として、四半期に 1 度、本

会ホームページへの掲載を行うとともに、巡回訪問や電子メール、郵送を通じて資料として提供する。 
また、支援対象事業所毎の経営課題の抽出や経営計画策定に必要な調査項目を分析し、経営計画の実

行性を高める。 
 
(4)調査手段 
＜調査一覧＞ 

番号 調査名 入手元 公表時期 調査方法 

① 県内経済動向調査 
いよぎん地域経

済研究センター 
毎月 商工会職員による産業別経済指標の分析 

② 東温市商工会中小企業景況調査 
商工会が独自に

実施 
四半期毎 商工会職員による事業者へのヒアリング 

③ 中小機構中小企業景況調査 中小機構 四半期毎 商工会職員が業種毎に整理・分析 

④ 県内主要統計調査 愛媛県 毎年６月 

商工会職員が支援対象事業所毎に経営計

画策定に必要な管内及び県内の各種項目

毎の推移や統計値を分析 

 
①県内経済動向調査 

ⅰ調査目的 
  県内経済指標の把握 
 ⅱ調査期日 
  毎月 
 ⅲ調査対象 
  いよぎん地域経済研究センターが発行する「調査月報 IRC」の県内経済指標を分析 
 ⅳ調査項目 
  ①県内経済の推移(鉱工業生産指数・公共工事請負金額・消費者物価指数など) 
  ②県内観光・産業の新たな取組動向 
  ③県内企業景況感(業況判断・売上高・設備投資など) 
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②東温市商工会中小企業景況調査 

ⅰ調査目的 
  商工会管内の景況状況の把握 
 ⅱ調査期日 
  毎年度四半期に 1 回 
 ⅲ調査対象 

中小・小規模事業者から選定した製造業（3 社）、建設業（2 社）、卸売・小売業（4 社）、サービ

ス業（6 社）の計 15 社（内訳は、＜表 2＞管内商工業者の構成比より決定）からヒアリングを行う。 
ⅳ調査項目 

  ・売上の状況（売上高・客単価・客数）、仕入の状況（仕入額・仕入単価・在庫数量） 
・財務の状況(資金繰り・借入金の状況) 
・設備投資の状況(土地・店舗・什器備品) 
・経営上の問題点(購買力の他地域への流出・消費者ニーズの変化への対応等) 

 
③中小機構中小企業景況調査 

ⅰ調査目的 
  県内・全国の景況状況の把握 
 ⅱ調査期日 
  毎年度 4 半期に 1 回 
 ⅲ調査対象 

製造業・建設業・小売業・卸売業・サービス業から選定された県内 400 社・全国 18,942 社の中

小・小規模事業者を対象に行った調査結果を整理・分析。 
 ⅳ調査項目 
  ・売上の状況（売上高・客単価・客数）、仕入の状況（仕入額・仕入単価・在庫数量） 

・財務の状況(資金繰り・借入金の状況) 
・設備投資の状況(土地・店舗・什器備品) 
・経営上の問題点(購買力の他地域への流出・消費者ニーズの変化への対応等) 

 
④県内主要統計調査 

ⅰ調査目的 
  各種項目ごとの推移や統計の把握 
 ⅱ調査期日 
  毎年度 1 回 
 ⅲ調査対象 

愛媛県が発行する県内の人口、経済、文化、福祉などの各分野にわたる基本的な統計資料を総合的、

体系的に集録「愛媛県統計年鑑」を活用し、各種項目ごとの推移や統計の把握を行う。 
 ⅳ調査項目 
  ・人口（年齢・性別） 

・所得（企業・家計） 
  ・産業（生産量・生産額） 
  ・企業（事業者数・従業者数） 
 
（目標） 

年度 
項目 現状 平成 

31年度 
平成 

32年度 
平成 

33年度 
平成 

34年度 
平成 

35年度 
東温市商工会経済リポート発刊回数 (A) ‐ 4 4 4 4 4 
情報提供事業者数(B) ‐ 719 719 719 719 719 

 
（特記事項） 
・(A)は①～④の調査から得られた情報を四半期毎に本会ホームページに公開する。 
・(B)は管内の小規模事業者数 719 事業所に対し、巡回や郵送・電子メールにて配付する。 
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2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)商工会の現状と課題及び改善点 
これまでは、希望のあった小規模事業者に経営診断システム〔中小機構/J ネット 21〕や独自のエク

セルソフトによる簡易な財務分析を行う程度であり、表面的な分析に留まっていた。 
 今後は、小規模事業者を多面的に見つめ、定性・定量の両面から分析する事により、本質的な課題を

発見するとともに、有効な事業計画の策定に結び付けるほか、高度専門的な分析が必要な場合は中小企

業診断士等の専門家を活用する。 
(2)手段・手法 
以下の中小企業基盤整備機構のツールを活用して経営分析を行う。 

 ①事業環境の棚卸シート・・・自社の経営資源、商品、顧客の把握 
②SWOT 分析作成シート・・・自社の内部環境『強み・弱み』と外部環境『機会・脅威』の把握 
③目標＆構想整理シート・・・全社的な経営ビジョン・目標の明確化 
④財務分析シート・・・自社の財務状況の洗い出し、業界平均との比較 

 ⑤事業承継診断票・・・事業承継に向けた進捗状況の把握 
 
(3)分析項目 

分析 分析ツール 項目 

内部環境 

事業環境の棚卸シート 売上構成・粗利・価格帯・品質・ラインナップ・供給体制・販
売促進 SWOT 分析作成シート 

事業環境の棚卸シート 
既存顧客の構成・年齢・性別・嗜好・地域・所得 SWOT 分析作成シート 

内部環境 
事業環境の棚卸シート 

流通業者の業種・選定基準 
交通機関のアクセス・誘因施設(商業施設)・駐車場の有無 

外部環境 競合先の商品・サービス・顧客 

内部環境 SWOT 分析作成シート 

社内人材の年齢構成・幹部社員・組織風土・後継者・能力 
工場・設備・方法・コスト・品質 
調達先・金融機関との交渉力 
情報収集の分析及び活用能力・情報ルート 

外部環境 SWOT 分析作成シート 

中小・小規模事業者施策の動向(補助金・法認定) 

経済・産業・業界の動向など 

消費者動向（価値観・ライフスタイル）・人口動向・自然環境 

技術革新（ＩＴ技術の進展など） 

財務状態 財務分析シート 収益性・安全性・成長性・効率性 
目標設定 目標＆構想整理シート 経営ビジョン・目標売上高・目標利益 

事業承継 事業承継診断票 後継者の有無・資産の引継状況・関係者の理解・相談先の有無・
Ｍ＆Ａへの理解 

 

(4)成果の活用方法 
各種分析ツールから得られた事業の現状と事業主の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） 

年度 
項目 現状 平成 

31年度 
平成 

32年度 
平成 

33年度 
平成 

34年度 
平成 

35年度 
経営分析実施事業者数 0 8 8 8 8 8 
経営分析支援回数 0 32 32 32 32 32 

 
（特記事項） 
・5 年間で地域の小規模事業者数 719 社の内、5％の実施を目標とする。 
・経営分析支援回数は経営分析実施事業者 1 人につき 4 回の指導を想定し積算 
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3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)商工会の現状と課題及び改善点 
これまでは、巡回・窓口相談で新商品会開発や新分野進出等、新たな取組みや経営課題の克服にチャ

レンジする小規模事業者の支援ニーズを掘りおこし、公庫開業資金借入申込に係る開業計画書や小規

模事業者持続化補助金申請に係る事業計画書、資金繰り改善等の簡易な事業計画書の作成は経営指導

員が自ら行ってきた。 

また、経営革新計画や事業承継計画策定等においては、本会独自の専門家派遣事業制度（エキスパー

トバンク事業）にて、中小企業診断士等の外部専門家の支援を得ながら事業計画書策定を支援してきた。 
今後は、定性面も踏まえた実効性のある以下の計画書策定支援により、PDCA サイクルを実現してい

く。 
 

(2)支援に対する考え方と効果 
前述の「地域経済動向調査」「経営分析」、後述の「需要動向調査」で得られた成果を踏まえて、事業

者、または創業予定者自身が気付きにより、自社の強みと消費者ニーズを捉えた経営の実現に向けた計

画書を策定できるように支援する。また、現在の業務プロセスの在り方も再検討することで「成長」と

「改善」の両面から目標達成への課題・アクションプランを抽出し、事業計画へ落とし込む。 
 

(3)支援対象者 
 イ）前述の経営分析実施事業者 
  ロ）創業予定者 
 
以下、前述のイ）経営分析実施事業者とロ）創業予定者に分けて、事業計画策定支援を行う。 

 
イ）経営分析実施事業者 
(4)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を行う。 
①事業の方向性の決定 
経営分析で記載した「目標&構想整理メモ※右図」

の商品・顧客の現状、「事業環境棚卸しシート」に記

載した商品・顧客の特徴・競合等を比較検討しなが

ら事業の実態に合った方向性を選定する。 
(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 
 既存顧客に対する新商品・サービスの提案を通じ

た需要の掘り起こしを行う。 
(C)既存事業の改善 
 既存顧客・商品等での収益力・生産力アップを図る 
 
②課題の整理と解決策（アクション）の検討 
①での方向性を基に、具体的な課題・アクションを下記の観点からヒアリングする。 

ⅰ商品(新製品・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) 
ⅱ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) 
ⅲ販売方法(HP や SNS の導入・販促手法の見直し等) 
ⅳ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) 
ⅴその他管理方法(人材育成・作業工程や工数の見直し・業務フローの標準化等) 
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③優先課題とアクションの決定 
 ⅱで得られた課題・アクションを基に、計画策定事業者の組織体制・ヒト・資金・時間等の制約を勘

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。 
 【手順】 

ⅰ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。 
ⅱアクション毎の緊急度(大きな赤字要因等の対応を急ぐべきもの)を◎・〇・△で区別する。 
ⅲアクション毎の販売数量・販売単価・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シミュレートする。 
 

課題解決による成果検証シート 

 
④事業計画書への落し込み 
ⅲ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。 
ⅰ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。 
ⅱ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。 
ⅲ損益・資金計画の作成 
 ⅲ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・利益の試算を基に、全

社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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事業計画書 

 
  
 
（目標） 

年度 
項目 現状 平成 

31年度 
平成 

32年度 
平成 

33年度 
平成 

34年度 
平成 

35年度 
事業計画策定セミナー開催数(A) 0 3 0 3 0 3 
セミナー参加者数(B) 0 8 0 16 0 16 
事業計画策定事業者数(C) 0 8 0 16 0 16 
事業計画策定事業者個別支援回数(D) 0 50 0 75 0 75 

 
（特記事項） 
 ・イ）経営分析実施事業者を対象とした事業計画策定セミナーは、ロ）創業予定者を対象とした創業

セミナー・創業スクールと隔年で開催する。 
・(B)は経営分析実施事業者数とし、平成 33 年度、35 年度の参加者数は前年度の経営分析実施事業

者数を含める。 
・(C)は 5 年間で地域の小規模事業者数 719 社の内、5％超の実施を目標とする。 
・(D)は（(C)の事業所数×5 回）として計算する。 
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ロ）創業予定者 
(4)手段 
創業希望者の掘り起こしや創業マインドの向上を主な

目的とする「創業セミナー」により有望な創業アイディ

アの絞り込みを行ったうえで、具体的なビジネスプラン

や創業計画を作成する「創業スクール」を開催し、創業

計画策定支援に着手する。 
経営指導員及び専門家の活用による個別指導のもと、前

述のイ）経営分析実施事業者と同様に創業事業計画書（中

小企業基盤整備機構）を活用した事業計画策定を行う。 
 
①事業の方向性の決定 
事業計画をより具体化するために、「創業セミナー」

で絞り込んだ有望な創業アイディアを「事業分析シート

※右図」を活用し、事業コンセプト、強み、市場性や独

自性、実現性など、取り組もうとしている事業の方向性

を決定する。 
 
②創業計画書の作成 

中小企業基盤整備機構の「創業計画書※次頁の図」を

活用した事業計画策定を行う。 
なお、創業計画書の内容は以下のとおりである。 
ⅰ創業の動機 

「なぜ創業するのか、創業に向けてどのような経験を積んできたのか。」といった観点で、事

業が成り立つ「具体的かつ客観的な根拠」を明確にする。 

ⅱ経営者の略歴等 

創業を計画している事業を実施するうえで、役立ったと思われる経験を記載にする。 

ⅲ取扱商品・サービス 

事業分析シートで整理した内容なども踏まえ、「どんな商品を誰にどのように提供するのか」

を具体的に記載する。 

ⅳ取引先・取引関係等 

販売先（一般個人の場合はターゲット層まで）のほか、代金回収条件等も記載する。仕入先に

ついては販売戦略に沿った商品が安定確保が出来るか、支払いサイト等支払条件も記載する。 

また、最低発注ロットや納品までのリードタイムを確認する。 

ⅴ従業員 

必要な売上を確保するための適正な従業員数か、またパートやアルバイトの検討も行う。 

Ⅵ借入の状況 

生活費確保のために、現在の借入金残高や年間返済額を記載し、資金繰りの参考とする。 

Ⅶ必要な資金と調達方法 

創業時に必要な資金について、設備資金・運転資金に分けて明細から積み上げ、設備資金につ

いては必要最低限の資金、運転資金については余裕を持った計画となるよう検討する。 

調達の方法については、過大な金融機関借入とならないよう親族からの借入も検討すると同時

に毎月の返済金額も検討する。 

Ⅶ創業後の見通し（月平均） 

商品単価や顧客数、販売数等からの積み上げによって予想売上高を算出するが、業種や地域事

情を加味し、見込課題とならないように注意する。 
原価については業界平均から設定、経費についてはもれなく検討できるようアドバイスを行

う。そのうえで、収支の見通しを導き出すが、その利益から借入金の返済原資や税金、個人事業

主の場合は生活費も捻出することになるので、注意を促す。 
また、軌道に乗った後の収支の見通しと併せ、1 年ごとの売上・利益・顧客数の定量目標(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。 

１．事業のテーマ（事業コンセプトを一言で）

２．事業コンセプト

○誰に（顧客ターゲット・ニーズ）

○何を（商品・サービス、顧客価値）

○どのようにして（提供方法・ノウハウ・技術・価格など）

３．強み、市場性

４．独自性、実現性

事業分析シート
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（目標） 
年度 

項目 現状 平成 
31年度 

平成 
32年度 

平成 
33年度 

平成 
34年度 

平成 
35年度 

創業セミナー開催数(A) 0 0 1 0 1 0 
セミナー参加者数(B) 0 0 10 0 10 0 
創業スクール開催数(C) 0 0 3 0 3 0 
スクール参加者数(E) 0 0 30 0 30 0 
創業計画策定事業者数(F) 0 0 8 0 8 0 
創業計画策定事業者個別支援回数(G) 0 0 24 0 24 0 

 
（特記事項） 
  ・ロ）創業予定者を対象とした創業セミナー・創業スクールは、イ）経営分析実施事業者を対象とし

た事業計画策定セミナーと隔年で開催する。 
 ・(F)は 5 年間で地域の小規模事業者数 719 社の 2％を目標とする。 
  ・(D)は（(C)の事業所数×3 回）として計算する。 
 
 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)商工会の現状と課題及び改善点 
これまでの取り組みは、金融支援と小規模事業者持続化補助金採択事業者に限られてきたため、伴走

型支援という意味では全く満足の行くレベルに達していないのが現状である。 
今後は、支援対象者に対して、重点的な巡回指導を行い、四半期毎の巡回訪問によるスケジュールの

進捗状況や成果を確認し、新たな経営課題の発見を通じた計画の軌道修正を促しながら PDCA サイク

ルの円滑な遂行を支援していく。 
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(2)支援対象者 
 前述のイ）経営分析実施事業者とロ）創業予定者 
 
(3)指導内容 
①マイルストーンによる進捗状況の確認 (第 1 四半期から第 3 四半期) 

策定した計画が絵空事で終わらぬように、設定したマイルストーン(定量目標)の進捗状況を評価

し、計画通りの活動ができたか、成果があったかについて検証を行う。できなかった場合はスケジュ

ールと定量目標を変更すべきか検討する。目標を達成したが効果(顧客獲得・売上増・コストダウン

等)が得られなかった場合は、その原因の把握と方法の修正を行い、継続すべきか考える。 
 

②計画・実績の検証(第 4 四半期) 
1 年経過時に、決算書の実績を含めた 1 年間の計画全体を振り返る事で、将来の計画の見直しを含

めた検討を行う。計画の一貫性・具体性・実現性を維持するために、伴走者である経営指導員が客観

的な立場で取組みを冷静に振り返る事で、達成できなかった項目は、改めて誰が・何を・どうするべ

きかを考える。また、売上目標などの定量目標と実績とのギャップを検証する。 
 

なお、①、②に関し、高度専門的な課題が発生した場合は、外部専門家等と連携し、これを行う。 
 

(4)支援内容 
 前記(3)の実施を踏まえて、事業者のライフサイクルや経営課題に合わせた下記支援を行う。 
  なお、経営革新計画や地域資源活用事業計画、農商工連携事業計画の認定、事業承継支援に関しては、

必要に応じ、外部専門家等と連携してこれを行う。 
①財務・金融支援 
・商工会の記帳代行業務を通じた財務の把握 
・マル経融資や小規模事業者経営発達支援資金による資金調達 
・東温市中小企業振興資金融資制度による資金調達 

②創業支援 
・創業補助金の申請 
・新創業融資制度による資金調達 

③経営革新支援 
・経営力向上計画の認定申請 
・経営革新計画の認定申請 

④販路開拓支援 
・小規模事業者持続化補助金の申請 
・地域資源活用事業計画の認定申請 
・農商工連携事業計画の認定申請 

⑤事業承継支援 
・創業・事業承継補助金の申請 
・M&A や事業承継税制の活用に伴う専門家の紹介 

 
（目標） 

年度 
項目 現状 平成 

31年度 
平成 

32年度 
平成 

33年度 
平成 

34年度 
平成 

35年度 
実施支援事業者数（累積人数）(A) 0 10 18 33 31 38 
実施状況の把握に係る巡回訪問数(B)  0 40 72 132 124 152 

 
（特記事項） 
 ・(A)は事業計画策定事業者数を 3 年間伴走支援する前提で、累積して算出。 
  ・(B)は「実施支援事業者数（延べ人数）×4 回（四半期毎の巡回）」で算出。 
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5.需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)商工会の現状と課題及び改善点 
 これまでの取り組みは、イベントでの不定期なアンケート調査や事業者から消費者の動向を伝え聞く

程度であり、不十分であった。 
今後は、東温市の地域資源を活用した商品開発・需要の掘り起こし・販路拡大に取り組む事業者を支

援する事を目的に「地域住民」、「観光客」、「バイヤー」を対象としたニーズ調査を行う。各ターゲット

の消費性向を絞り込む事で、実行性のある事業計画策定や商品開発・販売チャネルの確立を目指す。 
 

（調査一覧） 
調査 
番号 調査対象物 調査方法 公表 

時期 活用方法 

① お土産商品 産直市でのアンケート調査 毎年 4 月、11 月 ・事業者への分析結果の情報提供 
・事業計画策定時・策定後の支援 

② 首都圏への販路開拓

を行う商品 商談会での情報収集 平成 31 年 2 月 ・事業者への情報提供 
・事業計画策定時・策定後の支援 

 
①「産直市でのアンケート調査」  
特産品や土産品の売上拡大を目指す製造業者 3 社を対象に、観光客のニーズを聞き出す。 

 ⅰ調査目的 

  観光客や地元客の当地域での土産品ニーズの把握 

 ⅱ実施場所 

  店舗面積約 1 千坪、1 千人/日の来客がある日本最大級の産直市場 あさつゆマルシェ（産直市）   
   県内産の生鮮野菜・果物・物産・加工品を一同に取り揃えた生産者と消費者を結ぶ約 1,000 坪の

日本最大級の産直市場。地元の生産者の高鮮度の野菜、もぎたて果物や加工品、工芸品など地域資

源を活用した土産品が並ぶ他、朝市等の集客イベントも行われている。 
 ⅲ実施時期 

例年、東温市の観光シーズンである 4 月と 11 月  
 ⅳ調査商品 

地元特産品 3 商品（どぶろく、日本酒、スイーツ等の農産物加工食品、） 
 ⅴ調査項目 
  基本情報：年代、性別、居住地域、来場手段、同伴者等  

食  品：味、食感、価格、量、食べやすさ、パッケージ、ネーミング、改善点等 
 ⅵ標本数 
  1 商品 1 回あたり 30 人から聴取 

ⅶ調査方法 
経営指導員等が対面にて、調査票をもとにヒアリングを行う。 

 ⅷ分析方法 
収集した情報を年齢別、性別、居住地域等の観点で商品別に整理する。 

ⅸ成果の活用方法 
分析より得られた顧客性向を、各事業者へフィードバックする。  

② 商談会での情報収集 
都市圏をはじめとした域外販路拡大を目指す 3 事業者を対象とし、都市圏の消費者嗜好を把握して

いるバイヤーから、商品の評価と助言を通じて消費者ニーズに即した商品改良に活用する。 
ⅰ調査目的 
都市圏の消費者ニーズの把握を通じて商品改良を行う。 

 ⅱ実施場所 
松山圏域中小企業販路開拓市（愛媛県松山市） 
県内の商談会では、最も多くのバイヤーが集う商談会。 
都市圏の百貨店・スーパー・ネット販売事業者等の大手流通業や県内の百貨店・スーパー等のバ

イヤーや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・零細企業が自社製造・生

産品を売り込む「逆」商談会形式で行われる。 
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ⅲ実施時期 
例年 2 月開催  

ⅳ調査商品 
観光客をターゲットとして地域資源を活用したお土産商品を製造・販売する事業者の加工食品 5 商

品（どぶろく、日本酒、スイーツ等の農産物加工食品） 
ⅴ調査項目 
都市圏の消費者ニーズや商品評価（価格、味、容量、素材、製法、パッケージなど） 

ⅵ調査手法 
商談ブースに商工会職員が同席し、調査項目をあらかじめ記入したヒアリングシートをもとに質問

し、1 社商品あたり 4 名のバイヤーから意見を聞く。 
ⅶ分析手法 
ヒアリング結果から、商品別のターゲットや利用シーン、改善点等をまとめる。 

ⅷ成果の活用方法 
調査結果を対象事業者にフィードバックし、今後の商品改良についても提案する。 

 
（目標） 
調査 
番号 項目 現状 平成 

31年度 
平成 

32年度 
平成 

33年度 
平成 

34年度 
平成 

35年度 

① 支援対象事業者数 0 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 
1 社あたりの標本数 0 60 60 60 60 60 

② 支援対象者数 0 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 
バイヤーからの延べ情報収集数 0 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

  
 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

(1)支援に対する考え方 
東温市には、はだか麦、米等、地域の農林産物を加工した食品や金属加工技術等を活用した工業製品

を製造販売する小規模事業者が存在し、中四国地域は勿論のこと全国や海外へ販路開拓を行っている。 
しかし、多くの小規模事業者は、依然として既存の取引先・顧客をベースとした販路開拓を行ってお

り、少子高齢化・人口減少による取引先・顧客の減少や経済環境の変化による顧客ニーズに対応できて

いない。 
また、これまでの商工会による販路開拓機会の提供は、単発的なイベント開催・出展に留まり、一過

性の効果に終わっていた。 
今後は、各種調査で得られた顧客ニーズ・地域別動向をもとに各支援対象者のターゲットとして最適

な展示会・商談会・物産展・アンテナショップ出展等の提案による新たな域外需要の開拓を支援するこ

とにより、事業計画の定量的成果へ繋げていく。 
また、サービス業を営む事業者に対しては、これまでは飲食店や観光関連事業者を対象とした観光マ

ップ兼グルメマップの製作を行うのみであったが、今後は商工会 100 万会員ネットワークを活用した

自社ホームページ作成による情報の発信を支援し、地域内外の新たな需要の開拓を支援する。 
 
(2)支援対象者 

販路拡大・需要の掘り起こしに取り組む事業計画策定事業者（創業計画を含む） 
 
(3)事業内容 
 対象事業者の顧客ターゲット（B to B 展開、B to C 展開）を見極め、展示会等への出展やネット販

売を促す。 
 
①展示・商談会への出展促進 
①-1 B to B 展開 
①-1-1「グルメ&ダイニングスタイルショー秋」又は「グルメ&ダイニングスタイルショー春」への出展 
ⅰ実施主体 

   株式会社ビジネスガイド社 
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ⅱ実施時期 
  毎年 9 月初旬と 2 月初旬に 3 日間開催（いずれかに隔年で出展） 
ⅲ目的 
食品製造事業者の域外販路拡大 
異業種とのビジネスも含めた B to B 向け商談に取り組む食品製造事業者の販路拡大 

 
①-1-2「モノづくりマッチング Japan」への出展 

ⅰ実施主体 
日刊工業新聞社 

ⅱ実施時期 
毎年 11 月下旬（隔年で出展） 

ⅲ目的 
異業種とのビジネスも含めた B to B 向け商談に取り組む工業系の製造事業者の販路拡大 

 
①-2  B to C 展開 
①-2-1「ひろしまフードフェスティバル」への出展 

ⅰ実施主体 
 産業まつり実行委員会（東温市） 
ⅱ実施時期 
毎年 4 月下旬 

ⅲ目的 
県外の一般消費者向け需要の掘り起こしに取り組む食品製造事業者の商品 PR 

 
①-2-2「DCM ダイキなんば愛媛のふるさと愛味ものフェア」への出展 

ⅰ実施主体 
 DCM ダイキ㈱ 
ⅱ実施時期 
毎年 12 月中旬 

ⅲ目的 
県外の一般消費者向け需要の掘り起こしに取り組む食品製造事業者の商品 PR 

 
①-2-3 アンテナショップ「むらからまちから館」への出展 

ⅰ実施主体 
全国商工会連合会 

ⅱ実施時期 
通年 

ⅲ目的 
県外の一般消費者向け需要の掘り起こしに取り組む食品製造事業者の商品 PR 

 
①-3 展示・商談会出展にあたって商工会が行う支援（B to B、B to C 展開） 
 ⅰ事前指導 
  ・B to B 展開の支援として、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。 
  ・B to B、B to C 展開の支援として、展示会出展の場合は、出展ブースの演出・集客方法について、

次の内容のセミナーを開催する。 
「集客しやすい魅力あるブースと展示物の演出方法」 

    「案内状・招待状の効果的な活用方法」 
   「アンケートの作成・回収・利用方法」 
    ⅱ出展時指導 

・展示ブースや商談テーブルに同席し、顧客ニーズや競合品の動向などを後日、事業者へフィード

バックする。 
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 ⅲ事後指導 
・展示会・商談会・アンテナショップ出展等で得られたアンケート・名刺・会話などの情報を基に   

顧客リストの作成を個社支援で行う。 
・顧客ターゲットの見直しや商品改良など、専門家を活用した支援を行う。 

 
②Web サイト制作支援（B to B 展開、B to C 展開） 

都市圏をはじめとした域外販路開拓を目指す事業者に対しては、全国商工会連合会が推進する

「100 万会員ネットワーク」の活用を支援する。 
特に、管内商工業者においては、自社ホームページ開設、運用している事業者は多いが、直接の売

上増加につながるオンライン決済機能を持った自社ホームページを運用する事業所は少ないため、

クレジットカード決済機能を付加できるよう支援する。 

 
■ 開設前支援 

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、専門家を活用しながら

個社支援を通じて以下の徹底を促す。 
・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。 
・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。 
・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。 
・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。 
・クレジットカード決済機能を付加されているか。 

 
 ■ 開設後支援 

個社支援を通じて、無料で使えるグーグルの Web 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。 
・Google アナリティクス 

サイトの訪問者数、訪問者の住居地、使用した端末、どのサイトから訪問したか(Facebook や

Twitter など)、どの広告から訪問したかを把握する。 
 

③モール型 EC サイトを活用した販路開拓（B to B 展開、B to C 展開） 
 都市圏をはじめとした域外販路開拓を目指しながらも、ホームページの運営・管理に手間を割けな

い事業者には、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.com）への出展を支援す

る。 
 
■ 出展前支援 

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。 
・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。 
 ■ 出展後支援 

個社支援を通じて、無料で使える Google 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、商品レビューの調査・分析を支援し、出品商品の見直しや

出品時期、価格決定の参考とする。 
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（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援 
内容 

事業 
内容 項目 現

状 
平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
平成 

33 年度 
平成 

34 年度 
平成 

35 年度 

展
示
・
商
談
会
出
展
支
援 

①-1-1 
出展事業者数 — 2 社 — 4 社 — 6 社 
1 社あたりの商談件数 — 10 件 — 10 件 — 10 件 
1 社あたりの商談成立件数 — 1 件 — 1 件 — 1 件 

①-1-2 
出展事業者数 — — 2 社 — 2 社 — 
1社あたりの商談件数 — — 5 件 — 5 件 — 
商談成立件数 — — 1 件 — 1 件 — 

①-2-1 
出展事業者数 — 4 社 4 社 6 社 6 社 6 社 
1 社あたりの前年度比売上

高伸び率 — 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

①-2-2 
出展事業者数  3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 
1 社あたりの前年度比売上

高伸び率  10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

①-2-3 
出展事業者数 — 1 社 2 社 3 社 4 社 5 社 
1社あたりの前年度比売上

高伸び率 
— 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

支
援 

W
eb

・EC

サ
イ
ト 

② 
ホームページ作成支援者数 — 1 社 2 社 3 社 4 社 5 社 
1 社あたりの前年度比売上

高伸び率 — 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

③ 

ニッポンセレクト.com 登

録支援者数 14 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

1 社あたりの前年度比売上

高伸び率 — 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(1)商工会の現状と課題 
東温市の基盤産業は製造業であるが、地域を支える強力な基幹産業が独自に根付いている訳ではな

く、行政区域による隔たりはあるものの、松山市を中心とした域外への依存度が高いほか、小規模な製

造業者においては、原材料価格の高騰、価格競争、消費者ニーズの多様化などにより、厳しい経営環境

に曝されている。 
商業においては、県外や松山市に本社を持つ大手小売店が郊外のバイパスや幹線道路沿いに次々に出

店し、p.2＜表 1＞の経済センサス“年間商品販売額”を見るとおり、市内外の消費を一手に飲み込んでお

り、小規模小売店は高齢化や消費者ニーズの多様化による売上減少から廃業が相次ぎ、かつてにぎわっ

た商店街は衰退の一途をたどっている。 
農林業においては、米麦栽培や野菜、いちごの園芸農業を中心としているが、生産価格の低迷、後継

者不足、高齢化により、生産額、就業人口ともに減少している。 
経済がグローバル化する中で地域経済の活性化のためには、業種の垣根を越え、異分野に取り組むほか、

地域の小規模事業者と農林業者が連携し、埋もれた地域資源の掘り起こしを図り、その特性を活かした

高付加価値商品の開発・販売、サービスの提供など新たな事業展開が必要不可欠で、地域が地域として

存続していくための切り札といえる。 
これまで東温市商工会では、東温市と連携し、小規模事業者、農林業者、関係団体等が一体となって、

意識の醸成を図り、地域課題を共有し、課題克服に向けたコンセンサスを形成し、地域資源を活用した

新たなビジネスモデルの構築を目指し、以下の取組みを行ってきた。 
平成 22 年度には、「小規模事業者新事業全国展開調査研究事業」を実施し、県内はもとより、都市部

を中心とした全国に”東温ブランド”を発信すべく、外部専門家を招聘し、マーケットイン型新商品・新

サービス（観光）の調査研究に取組み、外部からみた東温市地域の現状（強み・弱み）の分析を行い、

地域資源の見直しと活用課題の洗い出しを行い、地域資源を活用した①東温アルプス・ヘルス・ツーリ

ズム、②スローフード東温の食文化創造、③芸術・文化体験のコンテンツ・ツーリズムの“地域ブラン

ド戦略”推進主体の確立と推進体制の組成を提案した。 
  一方、東温市においては、グリーンツーリズムに関連して、平成 20 年 3 月に国の構造改革特区“とう

おんブランド”どぶろく特区の認定を受け、市内農家 3 軒が農家レストランを開業し、どぶろく醸造を

行っており、どぶろくの全国大会では、多数入賞しているほか、どぶろくを活用した加工品開発にも取

組んでおり、東温市の知名度アップに貢献している。 
更に、平成 22 年度からは、東温版エコツーリズム・エコミュージアム推進事業として、市内に所在

する地域資源の把握に努めながら、発見された資源を集めて市民への周知を行う講演会を行ったほか、

東温市の地域資源及び観光資源を広く紹介していくガイドブックの作成を行った。 
その後、平成 24 年度には、実現事業として、東温市内の年間行事や観光資源の精査を行い、東温市

の魅力や楽しみ方を市外観光客へ PR するパンフレットを作成したほか、テーマ性のあるモデルコース

を企画立案した。 
これらの結果を踏まえて、平成 26 年度には、東温市観光物産協会において、ガイドブック作成にも

協力していただいた愛媛大学とも連携して、東温市の地域資源を体験していただくモニターツアーを 6
回実施し、いずれも好評であった。 
 この他、平成 24 年度には、東温ブランド育成支援事業を創設し、東温市産一次産品やこれを活用し

た新商品の開発、また市外に向けた販売拡大に取り組む市内事業者や住民グループ等に補助金を交付

し、東温ブランド産品の育成を支援している。 
  そうした中、平成 26 年度に東温市商工会は東温市や東温市観光物産協会と連携し、東温市誕生 10 周

年記念事業の一環として、会員企業を中心とした市内の関係事業所と共に東温市の地域資源（どぶろく、

いちご、はだか麦（もち麦）、カボチャ等）を活用した東温市独自のスイーツの試作品開発事業「東温

銘菓製作事業」に取組んだ。 
また、それまでの取組み（特に平成 22 年度「小規模事業者新事業全国展開調査研究事業」と平成 26

年度「東温銘菓製作事業」）の実績と成果をもとに、平成 27 年度・28 年度は「小規模事業者地域力活

用新事業全国展開支援事業（本体事業 1・2 年目）」の採択を受け、小規模事業者と農林業者が連携して

地域資源を活用した高付加価値商品ブラッシュアップ事業、及び新たな市内農産物、加工品、料理の開

発、また市内の観光名所を活用した着地型ツーリズムコンテンツの開発と“とうおんふれあいツーリズ
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ムガイド（リーフレットとホームページ）”の作成等を行った。 
平成 29 年度は愛媛県「商工会等地域活性化支援事業」の採択を受け、東温市商工会ブランド推奨品

制度の運用を開始し、7 事業所 10 商品を認証し、“東温ブランド”確立と地域関連産業への消費波及に

よる地域経済の活性化を目指した取組みを継続して行っている。 
平成 30 年度も東温市の支援を受け、東温市商工会ブランド推奨品の

追加認定及び販路の拡大に取り組んでいる。 
このように東温市商工会では、東温市誕生以降、東温市や東温市観光

物産協会と連携して様々な取組みを行ってきたが、ようやく今までに撒

いた種が芽を出し始めたところである。 
今後は、この歩みを加速させ、地域資源を活用した新たなビジネスモ

デルを確立させる必要があるが、それには継続した取り組みが不可欠で

ある。 
そこで、引き続き①地域資源を活用した高付加価値商品の販路拡大、

農商工等連携の促進による“東温ブランド”確立と②着地型ツーリズム

コンテンツの開発と情報発信・販路拡大の促進による滞在型観光客の拡

大に取り組む。 
 
(2)具体的取組み 
①“東温ブランド”確立 
ⅰ地域資源を活用した高付加価値商品の販路拡大 

東温市商工会が毎年春に主催している「とうおん産業祭り」、観月祭実行委員会が毎年夏に開催

している「観月祭」、東温市が隔年で秋に開催している「とうおんファミリー フェスティバル」等

の地域活性化・観光イベントにおいて、“とうおんブランド”コーナーを出展し、地域資源を活用し

た高付加価値商品の紹介 PR、周知、需要拡大に取り組む。 
■「とうおん産業まつり」への出展 
・実施主体…東温市商工会 
・実施時期…毎年 4 月下旬 
・目    的…地域資源を活用した高付加価値商品の紹介 PR、周知、需要拡大 

ⅱ農商工等連携・6 次産業化の推進 
これまでの取り組みに加え、新たに支援機関同士として管内の農林業者を支援する JA えひめ中

央・松山市農業協同組合と連携し、農林産物の高付加価値化、市場の掘り起しに取り組み、新たな

一次産品や加工品の研究開発及び販路拡大への支援を通じて、農商工等連携、6 次産業化を推進し

“とうおんブランド”の確立を目指す。 
 
②着地型ツーリズムコンテンツの開発と情報発信・販路拡大の促進による滞在型観光客の拡大 
ⅰ着地型ツーリズムコンテンツの開発と情報発信・販路拡大 

東温市及び東温市観光物産協会と連携し、市内の小規模事業者や農林業者、まちづくり団体等

が行う各種体験イベントを着地型ツーリズムコンテンツとして整備し、上述の“とうおんふれあ

いツーリズムガイド（リーフレットとホームページ http://mankitsu-toon.jp/）”の充実に取り組

むほか、市内の飲食店ガイドを製作し、ホームページは勿論のこと公共施設や観光施設、産直

市、金融機関、飲食店、駅等の人の多く集う場所にリーフレットを設置し、東温市商工会を訪れ

る観光客等に周知PRすることで、東温市の認知度向上、魅力度、再訪問度向上と観光コンテンツ

のPRを行い、交流人口、滞在時間の増加、消費拡大につなげる。 
ⅱ市内イベントにおける着地型ツーリズムコンテンツの販路拡大 

東温市商工会が主催又は運営協力者として参画している、上述の地域活性化・観光イベントに

おいて、東温市観光物産協会と連携し、着地型ツーリズムコンテンツを紹介するブースを出展

し、市外からイベントに訪れる観光客や市民に着地型ツーリズムコンテンツを紹介PRし、交流人

口、滞在時間の増加、消費拡大に取り組む。 
ⅲ首都圏における観光コンテンツの販路拡大 

東温市及び東温市観光物産協会と連携し、全国商工会連合会が主催する観光商談マッチングフ

ェアに隔年で出展し、首都圏の旅行会社や旅行雑誌等観光関連事業者に東温市の着地型ツーリズ
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ムコンテンツをはじめとする観光コンテンツを紹介PRし、首都圏からの観光客の誘致に取り組

む。 
 

（目標） 
①“東温ブランド”確立 
   ⅰ地域資源を活用した高付加価値商品の販路拡大 

年度 
項目 現状 平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
平成 

33 年度 
平成 

34 年度 
平成 

35 年度 

とうおん産業祭り(A) 
来場者数 約 4 千 

人 
約 4.1 千 

人 
約 4.2 千 

人 
約 4.4 千 

人 
約 4.6 千 

人 
約 4.8 千 

人 
市内出展 
事業者数 56 社 58 社 60 社 62 社 64 社 67 社 

 
ⅱ農商工等連携・6 次産業化の推進 

年度 
項目 現状 平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
平成 

33 年度 
平成 

34 年度 
平成 

35 年度 

支援事業者数 C) 3 社 4 社 6 社 8 社 10 社 12 社 

 
②着地型ツーリズムコンテンツの開発と情報発信・販路拡大の促進による滞在型観光客の拡大 

ⅰ着地型ツーリズムコンテンツの開発と情報発信・販路拡大 
年度 

項目 現状 平成 
31 年度 

平成 
32 年度 

平成 
33 年度 

平成 
34 年度 

平成 
35 年度 

“とうおんふれあいツーリズムガイ

ド”新規掲載事業者数(D) 17 社 2 社 2 社 2 社 2 社 2 社 

飲食店ガイド新規掲載事業者数(E) － 2 社 2 社 2 社 2 社 2 社 

 
ⅱ市内イベントにおける着地型ツーリズムコンテンツの販路拡大 

年度 
項目 現状 平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
平成 

33 年度 
平成 

34 年度 
平成 

35 年度 
着地型ツーリズムコンテンツ紹介累

計事業者数(F) － 21 社 25 社 29 社 33 社 37 社 

 
ⅲ首都圏における観光コンテンツの販路拡大 

年度 
項目 現状 平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
平成 

33 年度 
平成 

34 年度 
平成 

35 年度 

観光コンテンツ紹介累計事業者数(G) － 19 社 21 社 23 社 25 社 27 社 

 
（特記事項） 
・(A)、 (B)は、5 年間で現状から 20％の増加を目標とする。 

 ・(C)は、累計を記載しており、5 年間で 4 倍の支援事業者数を目標とする。 
  ・(D)、(E)は、毎年コンスタントに 2 社の新規掲載を目標とする。 
  ・(F)は、(D)と(E)の合計とする。 
  ・(G)は、(D)の累計とする。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

1.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
(1)現状と課題 
これまでは、経営指導員が、愛媛県商工会連合会が主催する資質向上研修会において、提供される県

内各商工会の先進的な支援ノウハウを事例として受動的に学ぶ程度であったが、小規模事業者の持続的

発展を継続的に支援するためには、高度な支援ノウハウを必要とする伴走型支援が不可欠である。 
 
(2)取組みの狙い（考え方） 

そこで、本会では愛媛県商工会連合会、えひめ産業振興財団、愛媛県よろず支援拠点をはじめとする

県内各支援機関に加え、中小企業基盤整備機構や東温市産業建設部産業創出課と互いの支援機能や支援

機関としての役割、ノウハウを組み合わせ、支援機関同士の有機的連携により、相乗効果を発生させ、

事業計画の策定・実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓支援において、伴走型支援を確実に実施

するとともに、情報交換や互いの支援ノウハウの習得を行う。 
連携する支援機関 情報交換の方法・内容 頻度 

東温市産業建設部産業創出課 ・管内事業者の経営状況や経済動向、展示商談

会の情報について情報交換を行う。 
毎月 

中小企業基盤整備機構四国本部 
・経営支援課 
・連携推進課 
えひめ産業振興財団 
愛媛県よろず支援拠点 
愛媛県商工会連合会 

・中小企業の景気動向や国内の経済動向、需要

動向、最新の中小企業支援施策、展示商談会

の情報について情報交換を行う。 

・事業計画策定や策定後の連携支援を行うほ

か、新たな需要の開拓等に係る支援ノウハウ

等について成功事例や具体的な情報交換を行

う。 

四半期に 1 回 

愛媛県事業引継ぎ支援センター ・商工会での事業承継診断を実施後、診断結果

を踏まえた事業承継計画の策定支援を連携し

て行う。 

・事業承継の成功事例や支援ノウハウ等につ

いて具体的な情報交換を行う。 

適宜 

いよぎん地域経済研究センター ・地域の経済動向や需要動向に関する情報交

換を行う。 
適宜 

金融機関 
・日本政策金融公庫松山支店 
・伊予銀行川内支店 
・伊予銀行横河原支店 
・伊予銀行牛渕支店 
・愛媛銀行川内支店 
・愛媛銀行見奈良支店 
・愛媛銀行重信支店 
・愛媛信用金庫川内支店 
・愛媛信用金庫横河原支店 

・地区内小規模事業者の業況や地区内の景気

動向、需要動向等について情報交換を行う。 
・事業者支援の際、帯同訪問による課題解決を

行うなど、連携体制の強化を行う。 

四半期に 1 回 

東温市観光物産協会 ・最新の需要動向や展示商談会の情報につい

て情報交換を行う。 

適宜 

外部専門家（中小企業診断士） 

・中小企業の景気動向や国内の経済動向、需要

動向、最新の中小企業支援施策、展示商談会

の情報について情報交換を行う。 

・事業計画策定や策定後の連携支援を行うほ

か、新たな需要の開拓等に係る支援ノウハウ

等について成功事例や具体的な情報交換を

行う。 

適宜 
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2.経営指導員等の資質向上等に関すること 
(1)現状と課題 

これまでは、経営指導員等が、愛媛県商工会連合会が主催する各種研修会において、経営支援に必要

な様々な知識の習得を行ってきたが、金融・税務・経理・経営・労務知識や法改正や制度改正の内容が

中心であったが、小規模事業者の持続的な発達を継続的に支援するためには、高度な支援ノウハウを必

要とする伴走型支援が不可欠である。 
しかし、これまでは本会が実施するエキスパートバンク事業において派遣する専門家に同行し、各種

専門的知識や支援ノウハウの習得を行っている程度であった 
そこで、本会では職種に応じ、創業、新商品開発、販路開拓等、売上向上や利益拡大を重視した以下

の資質向上に取り組むこととする。 
 
(2) 取組みの狙い（考え方） 
企業経営に係る問題は広範多岐に亘っており、組織全体での広域的な指導体制の構築が求めら

れていため、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

向上や経営支援員等を含めた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・平準化に取り組む。 
 
(3) 取組内容 
①組織内で共有する取り組み内容 

ⅰ経営支援会議の開催 
月に 1 回の支援情報共有会議を設け、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付きを促すとともに、組織全

体での問題意識の共有と支援ノウハウの共有を図る。 
 
ⅱ支援ノウハウの一元化 

それぞれの経営指導員・経営支援員等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）のに入力し、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】 

事業者の支援要望、経営課題とそれに対する指導事項、今後の支援方針、次回訪問予定日、 
金融支援情報、財務情報、金融情報、事業承継ニーズ等 

    
②職員の能力向上に関する取り組み 
 ⅰOJT の強化 

事業者支援の際には、必ず経験不足の職員を帯同させ、小規模事業者との信頼関係を築くための

コミュニケーションを通じて、対話力・診断力・構想力・提案力を向上させ、支援現場で実践経験

の積み上げを図る。 
 
 ⅱ各種研修会・講習会への参加 

参加にあたっては、地域経済動向調査で実施する「支援要望調査」から、地域が求める支援を把

握し、その実現を図るために必要な能力を補うことを目的とする。経営発達支援計画を遂行する上

で、各職員が担う役割に沿った研修会等の参加を計画的に進めていく。 
・中小企業大学校の開催する販路開拓・創業支援・海外展開等の研修会 
  (例)顧新商品開発支援の進め方、地域ブランド戦略による地域活性化(1)(2)、新規事業・第二創業支援の進め方等 
・愛媛県商工会連合会が行う基礎研修・経営指導員 WEB 研修 
  (例)経営指導員等一般研修、能力開発研修等 
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3.事業の評価及び見直しのための仕組みに関すること 
毎年度、本事業に記載の事業実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行い、本経

営発達支援計画書が単なる認定に終わらせないようＰＤＣＡサイクルを回すことで、本来の目的である

経営発達支援ツールとして活用できるよう目標に対する活動とその成果を確認し、問題があれば早期に

改善を行う。 
① 本会に経営発達支援事業評価委員会（仮称）を設置し、学識経験者（中小企業診断士、税理士）や

東温市担当課等委員に本事業の実施状況と成果を報告し、評価と改善に関する提言を受ける。 
② 本事業の成果と評価、改善の結果は、商工会理事会に報告し、承認を受けた後、東温市へ報告する。 
③ 本事業の成果と評価、改善の結果を東温市商工会ホームページ（https://toon-sci.or.jp/）で計画期

間中公表する。 
 
【経営発達支援事業評価委員会（仮称）構成員】 
  内部関係者（7 名） 
  ・会長 1 名 
  ・副会長 2 名 
  ・商業部会長 1 名 
  ・サービス業部会長 1 名 
  ・工業部会長 1 名 
  ・総務委員会委員長 1 名 
 
  外部関係者（3 名） 

・東温市産業建設部産業創出課長 
  ・東温市観光物産協会事務局長 
  ・専門家（中小企業診断士） 
 
  事務局（3 名） 
  ・事務局長 
  ・経営指導員 2 名 
 
【開催時期】 
毎年 9 月、2 月 
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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 9 月 30 日現在） 
（１）組織体制 

   ①商工会 会員数   606 事業所（特別会員を除く） 

   ②商工会 職員体制と経営発達支援事業の実施職員 8 名 

職種 人数 経営発達支援事業を実施する職員 

事務局長 1 名 組織運営統括 

経営指導員 2 名 経営発達支援事業の実施 

経営支援員 3 名 経営発達支援事業の補佐 

記帳指導員 1 名 経営発達支援事業の補佐 

一般職員 1 名 経営発達支援事業の補佐 

       

      ③経営発達支援事業評価委員会（仮称） 

 東温市商工会に“経営発達支援事業評価委員会（仮称）”を設け、商工会長が委員を委嘱

し、本事業の実施状況と成果を報告し、評価と改善に関する提言を受ける。 

      構成員（予定） 
職  務 備      考 
行政（外部関係者） 東温市産業建設部産業創出課（担当課） 

学識経験者（外部関係者） 
中小企業診断士 
東温市観光物産協会事務局長 

事業者（外部関係者） 

商工会会長 
商工会副会長 
商工会副会長 
商工会企業部会長／理事 
商工会商業部会長／理事 
商工会工業部会長／理事 
商工会総務委員会委員長／理事 

事務局 
事務局長 
経営指導員 2 名 

 

（２）連絡先 

     〒791-0211 
       愛媛県東温市見奈良 495 番地 3 
           東温市商工会 

Tel 089-964-1254／Fax 089-964-3938 
E-mail touon-s@esci.or.jp 
URL https:// toon-sci.or.jp/ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
                                  （単位：千円） 

 平成 
31 年度 

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 5,090 5,300 5,290 5,700 5,690 

 

経済動向調査事業費 300 300 300 300 300 
経済レポート印刷費 400 400 400 400 400 
専門家派遣事業費 800 800 800 800 800 
セミナー開催費 630 840 630 840 630 
需要動向調査事業費 500 500 500 500 500 
需要開拓事業費 1,200 1,200 1,400 1,600 1,800 
地域活性化事業費 800 800 800 800 800 
職員研修費 400 400 400 400 400 
事業評価委員会開催費 60 60 60 60 60 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

国補助金、県補助金、市補助金、会費、各種手数料収入等に加え、地元金融機関からの借入 

（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 

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】 

①各種調査・統計データの分析に関すること 

各種調査・統計データの分析について、愛媛県商工会連合会、いよぎん地域経済研究センター

から専門的アドバイスを受け、的確かつ正確な情報提供に取り組む。 
 

2.経営の分析に関すること【指針①】 

①高度専門的な経営分析 

支援対象となる該当事業所の内部経営資源(組織、商品、サービス、人財、知的財産等)及び

財務等の経営分析を行う際に、高度専門的な経営分析を行う必要が発生した場合、中小企業基

盤整備機構四国本部 経営支援課、えひめ産業振興財団、愛媛県よろず支援拠点、愛媛県商工会

連合会、外部専門家(エキスパート)等と連携し、これを支援する。 

 
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①経営分析実施事業者を対象とした事業計画策定セミナーの開催 
中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課、えひめ産業振興財団、愛媛県よろず支援拠点、愛

媛県商工会連合会、外部専門家(エキスパート)等と連携し、経営分析実施事業者を対象とした事

業計画策定セミナーを開催し、「地域経済動向調査」、「経営分析」、「需要動向調査」と事業者が気

付きにより、自社の強みと消費者ニーズを捉えた経営の実現に向けた計画書策定を支援する。 
 

②創業予定者を対象とした創業セミナー、創業スクールの開催 
中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課、えひめ産業振興財団、愛媛県よろず支援拠点、愛

媛県商工会連合会、外部専門家(エキスパート)等と連携し、創業希望者の掘り起こしや創業マイ

ンドの向上を主な目的とする「創業セミナー」を開催し、有望な創業アイディアの絞り込みを行

ったうえで、具体的なビジネスプランや創業計画を作成する「創業スクール」を開催し、創業計

画策定を支援する。 
 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証において、高度専門的な課題が発生

した場合は、中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課、えひめ産業振興財団、愛媛県よろず

支援拠点、愛媛県商工会連合会、外部専門家(エキスパート)等と連携し、原因の把握と方法の修

正、定量目標とのギャップを検証する。 
②事業者のライフサイクルに合わせた支援 
ⅰ金融支援 

日本政策金融公庫松山支店と連携し、事業計画・創業計画実施のために必要な資金調達をマ

ル経融資や小規模事業者経営発達支援資金、新創業融資制度等の活用により支援する。 
また、地区内金融機関と連携し、同様に東温市中小企業振興等の活用による資金調達を支援

する。 
ⅱ経営革新支援 

中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課、愛媛県よろず支援拠点、外部専門家(エキスパー

ト)等と連携し、経営革新計画の認定を支援する。 
ⅲ販路開拓支援  
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中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課・連携推進課、愛媛県よろず支援拠点、外部専門

家(エキスパート)等と連携し、地域資源活用事業計画や農商工連携事業計画の認定を支援する。 
ⅳ事業承継支援 

愛媛県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業承継に係る補助金申請や M&A、事業承継税制

の活用を支援する。 

 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 

①調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 
東温市産業建設部産業創出課、中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課・連携推進課、えひ

め産業振興財団、愛媛県よろず支援拠点、いよぎん地域経済研究センター、外部専門家(エキス

パート)等から、商品開発や販路開拓に必要な情報・支援ノウハウ、地域や性別、年代毎の消費者

ニーズ、各種統計情報の提供を受け、各ターゲットの消費性向を絞り込む事で、有効な事業計画

策定や商品開発・販売チャネルの確立を支援する。 

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

①展示商談会への出展支援と販路開拓に関する高度専門的な支援ニーズへの対応 
県外（主として都市部）で開催される各種展示商談会への出展に関しては、東温市産業建設部

産業創出課、中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課・連携推進課、えひめ産業振興財団、愛

媛県よろず支援拠点、愛媛県商工会連合会、東温市観光物産協会、外部専門家(エキスパート)等

から、展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供を受け、こ

れを支援する。 

また、中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課・連携推進課、愛媛県よろず支援拠点と連携

し、出店で得られた成果を活用した商品開発・改良、顧客開拓に係る展示商談会出展後の事後支

援を行う。 
 

連携者及びその役割 

■東温市 市長 加藤章   
愛媛県東温市見奈良 530 番地 1 TEL 089-964-4414（産業建設部産業創出課） 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 
  調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
  展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供 

■中小企業基盤整備機構四国本部 経営支援課 課長 小林 賢一 
香川県高松市サンポート 2-1 TEL 087-811-1752 

2.経営の分析に関すること【指針①】 
  高度専門的な経営分析 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
各種スクールにいて講師として情報提供 

  高度専門的な経営課題克服のための支援 

  高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 

各種支援施策の情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための支援 

高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 

経営革新計画の認定支援 

地域資源活用事業計画及び農商工連携事業計画の認定支援 
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5.需要動向調査に関すること【指針③】 
  調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供 

  商品開発・改良、顧客開拓に係る展示商談会出展後の事後支援 
■中小企業基盤整備機構四国本部 連携推進課 課長 宮川 知巳 

香川県高松市サンポート 2-1 TEL 087-823-3220 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 

各種支援施策の情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための支援 

高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 

地域資源活用事業計画及び農商工連携事業計画の認定支援 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 
  調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供 

  商品開発・改良、顧客開拓に係る展示商談会出展後の事後支援 
■えひめ産業振興財団 理事長 大塚岩男  

愛媛県久米窪田 337-1  TEL 089-960-1100 
2.経営の分析に関すること【指針①】 
高度専門的な経営分析 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
各種スクールにいて講師として情報提供 

  高度専門的な経営課題克服のための支援 

  高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 

各種支援施策の情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための支援 

高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 
調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供   

■愛媛県よろず支援拠点 チーフコーディネーター  岡本陽  
愛媛県久米窪田 337-1  TEL 089-960-1131 

2.経営の分析に関すること【指針①】 
高度専門的な経営分析 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
各種スクールにいて講師として情報提供 

  高度専門的な経営課題克服のための支援 

  高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 

各種支援施策の情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための支援 

高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 



４ 
 

経営革新計画の認定支援 

地域資源活用事業計画及び農商工連携事業計画の認定支援 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 
調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供 

  商品開発・改良、顧客開拓に係る展示商談会出展後の事後支援 
■愛媛県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 平井一臣 

愛媛県松山市大手町 1 丁目 11-1 愛媛新聞・愛媛電算ビル 2 階 TEL089-948-8511 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業承継に係る補助金申請や M&A、事業承継税制の活用支援 

■愛媛県商工会連合会 会長 村上友則 

愛媛県松山市宮西 1 丁目 5-19 TEL 089-924-1103 
1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
各種調査・統計データの分析に関すること 

2.経営の分析に関すること【指針①】 
  高度専門的な経営分析 
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
  高度専門的な経営課題克服のための支援 

高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 

経営革新計画の認定支援 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 

各種支援施策の情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための支援 
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】 
展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供   

■日本政策金融公庫松山支店国民生活事業 支店長 内山圏志  
愛媛県松山市三番町 6-7-3 TEL 089-941-6148 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
  資金調達に関する支援 

■いよぎん地域経済研究センター 代表取締役 重松栄治 

愛媛県松山市三番町 5-10-1 TEL 089-931-9705 
1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

各種調査・統計データの分析に関すること 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 

調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 
■地区内金融機関（3 行 8 店舗） 
  伊予銀行川内支店 支店長 森志保 愛媛県東温市南方 595-16 TEL 089-966- 3315 

伊予銀行横河原支店 支店長 菅雅弘 愛媛県東温市横河原 343-1 TEL 089-964- 2221 
伊予銀行牛渕支店 支店長 井上毅 愛媛県東温市牛渕 1961-1 TEL 089-964- 0111 
愛媛銀行川内支店 支店長 毛利正人 愛媛県東温市南方 461-1 TEL 089-966-6577 
愛媛銀行見奈良支店 支店長 加藤剛文 愛媛県東温市見奈良 1407-4 TEL 089-964-5430 
愛媛銀行重信支店 支店長 武智操 愛媛県東温市牛渕 1935-1 TEL 089-964-6231 
愛媛信用金庫川内支店 支店長 佐々木雅司 愛媛県東温市南方 617-1 TEL 089-966-6733 
愛媛信用金庫横河原支店 支店長 宇和明 愛媛県東温市横河原字桟敷 195-3 TEL 089-964-8111 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 
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高度専門的な経営課題克服のための連携支援 

資金調達に関する支援 
■東温市観光物産協会会長 越智俊充 
東温市東温市北方甲 2098 番地 TEL 089-993-8054 

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】 
  展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供 

■外部専門家（中小企業診断士） 
上田  保 愛媛県松山市今在家 2 丁目 6-21 TEL089-956-9431 
山本敏夫 愛媛県東温市志津川 905-6 TEL 089-964-0577 
上野敬治 愛媛県東温市牛渕 1848-18 TEL 089-955-1633 
大西正志 愛媛県東温市田窪 309-1 TEL 050-3433-6284 

2.経営の分析に関すること【指針①】 
  高度専門的な経営分析 
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

各種スクールにいて講師として情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための専門家派遣 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
マイルストーンによる進捗状況の確認と計画・実績の検証 

各種支援施策の情報提供 

高度専門的な経営課題克服のための支援 

経営革新計画の認定支援 

地域資源活用事業計画及び農商工連携事業計画の認定支援 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 
調査結果の分析における専門的アドバイス及び各種データや情報・支援ノウハウの提供 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
展示商談会情報の共有、出展ブースの演出・集客方法に関するノウハウの提供 
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連携体制図等 

 

 

 

 

  

 

 

東  温  市 商 工 会 
(実施主体) 

持続的発展を目指す 

・東温市内の小規模事業者 
・東温市で創業を目指す方 

相談 指導・支援 

経営発達支援事業評価委員会 

状況と成果

の報告 

評価・改善

の提言 

連  携 

情報提供、高

度・専門的支援 

専門家派遣 

東温市 

日本政策金融公庫 

 

地区内金融機関 

東温市観光物産協会 

愛媛県商工会連合会 

 

中小企業基盤整備機構 

えひめ産業振興財団 

愛媛よろず支援拠点 
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