
経営発達支援計画の概要 

実施者名 内子町商工会（ 法人番号 1500005002832 ） 

実施期間 平成３１年 ４月 １日 ～ 平成３６年 ３月３１日 

目標 

本会では、内子町が戦略に掲げる「稼ぐ力」及び「住み続けられる」をキーワードに、行政他

各種団体・支援機関等と緊密に連携しながら、事業所個々の経営資源を最大限活用できるよう、

地域における経営支援機関としての役割を果たします。 
 

そのためには、本経営発達支援事業により、事業計画策定に取組む支援対象事業者は、これま

での業種業態に囚われることなく、新規創業(予定)者を加えるとともに、特にこれからの伸張が

期待される観光や、高付加価値によって地域外貨の獲得が期待できる業種や業態への転換も視野

に入れ、5年間で全業種平均 20％を支援し、地域経済のボトムアップと活性化を目指します。 
 

（１）中心市街地である旧内子地域の旧来業種から観光客に目を向けた業種の転換。 

（２）廃業等で空店舗となった場合の空店舗の有効活用や創業者、創業予定者の育成支援。 

（３）伝統的工芸品と地域農産物による加工食品を主体とした工業製品の開発促進。 

（４）高付加価値化の事業推進と首都圏等を中心とした周辺地域への販売促進。 

（５）グリーンツーリズム関連事業者や観光関連事業者のブラッシュアップ。 

（６）内子町中心市街地から町内地域への観光客の周遊化コースと滞在化の促進。 

以下の事業内容を実施するにあたり、支援体制を整備したうえで、事業を前に進めるとともに、

小規模事業者に常に寄り添いながら、地域の持続的発展、企業への伴走的支援を実施する。 

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】 

・県内の各種情報動向調査機関及び、町行政や各種関連団体、支援機関が保有する各種情報を

収集分析し、地域経済発展のために戦略的に活用できる総合データベースを作成する。 

・経営資源に限りのある新規創業者、創業予定者(グリーンツーリズム関連及び地域おこし協力

隊他)、小規模事業者に対し収集したデータを分析し、入口的支援として実施提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・経営の可視化を図るため、ＳＷＯＴ分析、財務分析、事業承継等の分析シートの活用により、

事業者個別の経営状況と概況分析をもとに、当管内で目指すべき指標や経営形態を示す。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・創業、事業承継、事業計画、ＢＣＰ作成等の策定支援にあたっては、各種セミナーや個別指

導を実施し、経営実績に関わらず事業計画を策定することの必要性を説き意識付けを行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・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

し、ＰＤＣＡサイクルによる検証、改善等のフォローアップにより管理的支援に重点を置く。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・首都圏百貨店等のバイヤーを交えた都市圏消費者の地域外需要動向、町内一来場者の道の駅

での地域内需要動向調査等により、分析結果を各社にフィードバックし商品改良に繋げる。 

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】 

・支援対象者のターゲットとして最適な展示会、商談会等の提案やＥＣサイトによる販売チャ

ンネルの拡大を促し、事業計画の定量的成果に繋がるよう前支援・後支援に注力する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
・地域のブランド化、ブランドの確立を図るべく、拡充した商工産業まつりの実施、安心して

住み続けられる町とする合同企業説明会の実施、ＢＣＰを考えた企業防災士の養成等を図る。 

連絡先 

内子町商工会  

〒791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子 1502番地 

Tel/0893-44-2166  Fax/0893-44-4936   

e-mail/uchiko@uchiko-shokokai.or.jp 

 



（別表１） 

内子町商工会経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【現状・課題】 

  当地域は、平成１９年に以下の３つの旧地域の合併に

よって誕生した中山間地で、農林業が主産業の町です。 

 

①旧小田町：県内で３つしかない内の一つのスキー場と、          

３地域を流れる清流小田川水源や豊かな山林を有する、 

自然豊かな山間地域で、産業では特に林業、土木建築業

を主体としています。 

②旧五十崎町：旧くから職人の町として、多様な製造業

者が存在し、中には高級和紙（大洲和紙）、桐下駄に代表

される伝統的工芸品も存続、新たなる付加価値創造にも

熱心な地域です。 

③旧内子町：旧くから宿場町として流動人口の多い地域

で、卸売業を始め商業も盛んでしたが、歴史的街並み保存活動に力を入れ、「伝統的建造物保存地区」や創

建 100 周年を迎える芝居小屋「内子座」の２大観光資源を有しています。 

 

日本最古の湯として知られる、「道後温泉」を有する、県下最大の観光地である「松山市」から車で、約

１時間という距離感もあり、同市の観光衛星地としての地位を確立。観光入込客数１３０万人を誇り、イ

ンバウンド顧客も急激に増加している中心市街地です。 

現在、各地域は、それぞれの特色を活かしながら、連携を図ることによって、産業の発展を目指してい

ますが、少子高齢化と後継者不足によって、年々人口と商工業者数は減少を続け、商店街では、空き店舗

の増加が加速しています。 

 

・内子町の事業者数及び、会員数の動向は、以下の通りです。 
 【平成 30年 4月 1日現在／事業者数の内訳】   

 建設 製造 卸売 小売 飲食宿泊 サービス その他 合計 

事業者数 165 102 19 283 107 177 95 948 

小規模事業者数 136 74 14 241 101 156 75 797 

 
 【平成 25年～平成 30年の会員数の動向／各 4月 1日現在】   

 建設 製造 卸売 小売 飲食宿泊 サービス その他 合計 

Ｈ25 115 78 15 198 68 107 27 608 

Ｈ26 116 74 13 186 72 96 38 595 

Ｈ27 116 71 13 174 73 91 40 578 

Ｈ28 112 70 10 172 73 87 40 564 

Ｈ29 111 66 10 166 71 83 40 547 

Ｈ30 109 65 10 162 71 80 35 532 

Ｈ25比 ▲  6 ▲ 13 ▲  5 ▲ 36    3 ▲ 27   8 ▲  76 

 

  小売・卸売業、特に小売業においては、内子町内及び近隣地域の大型商業施設の誕生によって、消費も

流出、地域内消費だけでは存続が難しい状況にあります。既存店舗は、これまでの備蓄及び固定顧客によ

って、細々と経営を継続していますが、後継者不足もあり、比較的高齢の現経営者においては、廃業を予

定している店舗が非常に多い状況です。 

（H30時点、商店街店舗数 74店舗から、今後 5年～20 年で 40 店舗以下程度への減少懸念） 

  その多くが、大型店舗と取扱商品が重複する、昔ながらの商品構成で「待ち」の経営手法を採り続けて

いる店舗であり、経営手法だけでなく、「業態」自体が時代にそぐわない場合も多く、経営者に革新・変革

等の意思がない場合、廃業の時期は予想よりも早まることもあり、空き店舗となった場合の対応を視野に

入れる必要があります。 

  飲食・宿泊及びサービス業では、特に飲食業について、廃業等による空き店舗への出店が見られ、地域

内商工業の中でも特に増加している業種となっています。前述のとおり、内子町の中心市街地には年間 130

内子町 

松山市 
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万人の観光客の入込があり、旧来の飲食業者についても、従来対象としてきた地域内の多人数の夜の宴席

から、昼間の観光客対応へとターゲットを広げつつあります。また、宿泊業については、小田地域～内子

地域が「四国八十八カ所」のへんろ道に該当することもあって、近年は個人経営の小規模な民宿、ペンシ

ョンの開業も見られ、徐々に顧客を拡大している状況です。 

 

  工業は、特に素材・製品に偏りがあるわけではなく、業界でも有数なシェアを確保している企業もあり、

一定の雇用確保を継続しています。しかしながら、少子高齢化とはいえ、地元や近隣の学生等の就労を一

手に引き受けるほどの雇用力は確保していません。観光との関連でも期待される高級な大洲和紙、桐下駄

等の伝統産業は、就労数規模は大きくはないものの、若手就労の動きもみられ、特に和紙と木材等による

コラボ商品を生み出すなど、新しい活用方法の模索や高付加価値化の動きがあります。 

 

  建設業は、旧三地区とも、過去には地域雇用の多くを担ってきましたが、約 10数年前の公共事業削減に

より、土木事業者を中心に統廃合が進み、一定の規模と安定性を有した企業が存続、その後町合併に伴う

道路・急傾斜地等への対策整備や、近年の地震対策による各種公共施設等への耐震工事で持ち直したもの

の、現在は一段落して受注は減少傾向にあります。一般建築業においては、地域内の若年層の将来不安や

賃金の停滞、雇用先の不足から低迷する個人住宅の建設需要を、地域外に求めている状況です。そうした

厳しい状況にありながら、一部では所有する資産（不動産や設備等）を活かした、介護や農業等の新たな

業種への参入も見られます。 

 

  農業が地域の基幹産業と位置付けられている内子町では、特に落葉果樹の販路拡大、二次製品の開発が

盛んです。特に「道の駅からり」では、トレーサビリティによってブランド力を高め、それら二次製品の

ギフト化による需要開拓や県庁所在地への店舗出店など、積極的に販路開拓も推し進めています。また、

行政においても、高齢化や規模縮小によって減少傾向にある農業の担い手対策として、法人化やＩターン

者等の就農支援を行い、中核的農家の育成・確保に努めているほか、農地の有効利用の継続や農業経営の

効率化を進めるため、地域の農地利用の再編、農地の集積・集約化を進めるなど、積極的な支援を展開し

ています。 

 

【中長期的な振興のあり方】 
前述の現状と課題を踏まえ、内子町では、目指す将来の姿を「町並み、村並み、山並みが美しい持続的

に発展するまち」と表現し、平成 27年から 36年度までの第２期総合計画において、課題に対する戦略を

以下のように掲げています。中でも産業・観光においては、街並みを活かした着地型観光の振興や地域資

源を活用した商品開発・販路拡大を目指しています。 

                      

                                                                                        

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会では、内子町の掲げる大きな戦略に沿いながら、より実効あらしめるよう、事業承継や創業・第

二創業を通じた地域産業の担い手確保や現有の地域資源を有効活用できる人材の育成に取り組み、行政と

ともに、小規模事業者の「稼ぐ力」の向上を図ります。 

 

【経営発達支援計画の目標】 

＜まちづくり戦略＞ 

 

【戦略１】 

「稼ぐ力」のある内子町をめざす 

町民の豊かな生活を守り、地域の 

元気を維持していくために、町民も 

行政も「稼ぐ力」を養い、活力あふ 

れる町をめざす。 

 

【戦略２】 

「住み続けられる」内子町をめざす 

人口減少の悪影響を緩和し、町民 

の暮らしの質を損なわない「住み続 

けられる」まちづくりをめざす。 

 

＜内子町まちづくりの課題＞                 

（1）農林業再生の新たな挑戦                   

  危機意識をバネに農業の再活性 

化活化を図り森（もり）を興す。   

（2）着地型観光の体制づくり    

まち歩きなど新しい着地型観光 

に対応できる体制をつくる。 

（3）子育て支援の強化 

次世代を担う子どもたちを育て 

  やすい環境をつくる。 

（4）情報通信技術の活用 

   情報通信技術の進化に対応した 

  まちづくりに取り組む。 

（5）コミュニティの再構築 

   自治力の強化をはかる 
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本会では、内子町が戦略に掲げる「稼ぐ力」及び「住み続けられる」をキーワードに、行政他各種団体

と連携しながら、各事業所が経営資源を最大限活用できるよう支援機関としての役割を果たします。 

そのためには、本経営発達支援事業により、事業計画策定に取組む支援対象事業者は、これまでの業種

業態に囚われることなく、新規創業（予定）者を加えるとともに、特にこれからの伸張が期待される観光

や、高付加価値化によって地域外貨の獲得が期待できる業種や業態への転換も視野に入れ、5年間で合計

159社（業種平均 20％）を支援し、地域経済のボトムアップと活性化を目指します。 

 

○観光業 
  中心市街地である旧内子町地域において、持続可能な着地型観光の実現に向けた新陳代謝の促進、イン

バウンドを含む観光客に目を向けた経営の推進により、観光業の基盤強化を図ります。 

 

○製造業 
  伝統的工芸品と地域農産物などの地域資源を主体とした商品開発・改良による高付加価値化の推進と、

首都圏等を中心とした他地域への販路開拓を行います。 

 

○グリーンツーリズム 
  グリーンツーリズムの企画・立案・実施による周辺地域への観光客の周遊化・長期滞在化を実現します。 

 

【支援事業者の数値目標】                平成 30年 4月 1日現在（単位：者）                                  

区 分 建設 製造 卸売 小売 飲食宿泊 サービス その他 創業者 合 計 

小規模事業者数 136 74 14 241 101 156 75  797 

支援小規模事業者数 20 18 2 48 25 31 11    5 159 

  割 合 15% 25% 20% 20% 25% 20% 15% 毎年 1件 20% 

 

【本経営発達支援計画の目標に向けた方針】 

○観光業 
  行き詰まりのある小規模事業者の旧来業種及び業態については、観光客や高齢者等に目を向けた新しい

経営手法や、場合によっては業種の転換についても支援し、経営力の底上げを図る。 

また、高齢等によって、致し方なく廃業等で空き店舗となった場合は、その活用や創業者の発掘・育成、

開業によって地域全体の活力の維持発展を図る。 

インバウンド顧客対策として、外部専門機関を招聘し、中心市街地でのインバウンド振興に向けた決済

端末・アプリの共通化を研究する。 

 

○製造業 
  毎年 1件の工業製品の高付加価値化の支援及び分析と、年間 2件の首都圏等への物産展への出展支援を

行う事で販路拡大を通じた地域外貨の獲得を図る。 

 

○グリーンツーリズム 
  観光協会で推進しているコースプランのブラッシュアップの支援と、内子町旅行業者とタイアップした

ツアープランの提案・作成を通じた周辺地域の資金の循環を促す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日） 
 

（２）経営発達支援事業の内容 
 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

現在、目的の相違する各機関それぞれが独自の情報を収集・保有している状況です。 

以下に記載する主要調査に加え、内子町並びに観光協会の有する産業や観光情報、内子まちづくり商業協同組合の空

き店舗情報などの各種情報を収集し、精査の上、地域経済発展のために戦略的に活用するため、町内各機関での共有化

を図る。 

また、グリーンツーリズム関連事業者と地域おこし協力隊員を新規創業予定者と定め、ヒアリングを実施するなど、

地域経済発展に必要な情報収集にも努める。 

これまでも各種の調査は実施しているものの、ビックデータ等を活用した専門的な分析提供が出来ていなかったた

め、そうした点を改善した上で実施する。 

① 内子町商工会中小企業景況・事業承継調査 
ⅰ調査目的 
 商工会管内の景況状況の把握 

ⅱ調査期日 
 毎年度半期に 1回（下半期に事業承継状況調査付加） 

   ⅲ調査対象 
    本会で決算申告を行う事業者の全業種 40事業所 

   ⅳ調査方法     
上半期：記帳確認に併せて取引状況や環境変化による経営状況の変動などをヒアリング。 

下半期：決算申告に併せて取引状況や環境変化による経営状況の変動、家族を含む従業員状況の変動や事業承 

継状況を調査。 

   ⅴ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） 

    ・家族を含む従業員及び事業承継状況    

［目標］ 

 ①内子町中小企業景況・事業承継調査 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

中小企業景況・事業承継調査回数  －  2  2 2 2  2 

調査対象延事業所数 － 80 80 80 80 80 

公表回数(情報提供回数) －  1  1 1 1  1 

（特記事項）調査対象事業所数は、継続指導対象事業者 40者×2回で算出 

                                         全 40事業者按分 

区 分 建設 製造 卸売 小売 飲食宿泊 サービス その他 合 計 

小規模事業者数 136 74 14 241 101 156 75 797 

支援小規模事業者数 7 4 1 12 5 8 3   40 

 

② 県内のインバウンド顧客の状況調査 
ⅰ調査目的 
 県内各市町のインバウンド顧客の入込数（宿泊者数の把握） 

ⅱ調査期日 
 年度当初に前年分の状況調査 1回 

   ⅲ調査対象 
    県内宿泊施設及び観光施設 

   ⅳ調査方法     
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    県の把握している数値・資料の取得 

   ⅴ調査項目 
    ・インバウンド入込数の推移 

    ・国別入込みインバウンドの数 

    ・各市町における入込みインバウンドの数（対国内観光客の割合） 

    ・各市町における入込みインバウンドの宿泊者数 

    ・インバウンド顧客が求める施設整備や観光プラン、サービス   

［目標］ 

 ②県内のインバウンド顧客の状況調査 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

インバウンド入込客数調査回数  － 1 1 1 1 1 

調査件数 － 20 20 20 20 20 

公表回数(情報提供回数) － 1 1 1 1 1 

 

③ 県内の業種の推移及び求人状況 
ⅰ調査目的 
 管内及び近隣・県全体での業種の割合変化並びに求人情報により、衰退を余儀なくされている業種や必要とさ

れている業種・業態の把握 

ⅱ調査期日 
 年度当初に前年分の状況、毎年度 4半期に 1回 

   ⅲ調査対象 
    県内・管内事業者全体 

   ⅳ調査方法     
    各支援機関が調査発行する調査書や求人情報 

   ⅴ調査項目 
・各業種の絶対数増減 

・各業種の求人数増減 

    ・求人事業所の求人内容    

［目標］ 

③県内の業種の推移及び求人状況 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

業種・求人状況調査回数  － 1 1 1 1 1 

調査件数  － 4 4 4 4 4 

公表回数(情報提供回数) － 4 4 4 4 4 

（特記事項）調査件数は、町内宿泊施設及び観光施設数による 

 

④ 伝統工芸（技能）に関する技術伝承の状況調査 
ⅰ調査目的 
 商工会管内の着地型観光に繋がる伝統工芸・技能の状況調査 

ⅱ調査期日 
 毎年度 1回 

   ⅲ調査対象 
    伝統工芸品を製造する商工会管内事業者 

   ⅳ調査方法     
    商工会職員等が訪問ヒアリングを行う 

   ⅴ調査項目 
    ・事業承継状況（後継者の有無、それ以外への技能並びに事業の承継意思） 

・体験教室等の実施状況（していない場合の実施意思等の有無） 

    ・物産展等への出展状況（していない場合の参加意思等の有無） 

    ・月間製造能力 

    ・経営上の問題点（消費者ニーズの変化への対応等）    

［目標］ 

④伝統工芸（技能）に関する技術伝承の状況調査 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

伝統工芸・技能状況調査回数  － 1 1 1 1 1 

調査件数 － 5 5 5 5 5 
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公表回数(情報提供回数) － 1  1  1 1 1 

 

⑤ 宿泊客数及びインバウンドの比率調査 
ⅰ調査目的 
商工会管内宿泊施設の宿泊者数の増減並びにインバウンド宿泊状況の把握 

ⅱ調査期日 
毎年度 1回 

  ⅲ調査対象 
   平成 29年度県内宿泊施設インバウンド対応支援事業実施 5事業所 

   ※近隣状況も把握するため隣接大洲市の 1ビジネスホテル含む。地域内本会会員同業種の 50％ 

  ⅳ調査方法     
   商工会職員等がヒアリングを行う 

  ⅴ調査項目 
・総宿泊者数 

・外国人宿泊者数（割合） 

   ・国内宿泊者の種別（遍路客・家族客数） 

   ・稼働率 

［目標］ 

⑤宿泊客数及びインバウンドの比率調査 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

宿泊施設調査回数  －  1  1  1 1  1 

調査件数 －  5 5 5 5  5 

公表回数(情報提供回数) －  1  1  1 1  1 

 

【前述①～⑤事業の成果の活用】 
  これらをもとに、インバウンドを含めた地域外顧客獲得、首都圏等への販路開拓の必要性を仮説として立てた上、

収集した現場データを組み合わせて納得性を高め、経営資源に限りのある新規創業希望者と小規模事業者に対して、外

部環境、経済動向についての情報提供を行う。 

実施にあたっては、各事業者の意識改革も目的とし、観光産業の可能性や将来性、インバウンド誘客対応の体制づく

りに関する研修会を平行実施する他、各種団体が開催する経営発達や事業承継等に関する研修会の情報やミラサポで整

理されている施策マップを精査し、本会Ｗｅｂサイトでの情報提供を行う。 

  また、情報収集・調査、分析した結果はＨＰに掲載し、広く管内事業者等に周知するとともに、経営指導員等商工会

職員が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

＜これまでの商工会の取組み＞ 

平成 25年度の小規模事業者持続化補助金開始以来、当会では新聞折込みチラシによる広報やホームページでの周知、

経営指導員等の巡回、窓口対応等によって、経営発達支援に関連する延べ 150 件（会員比率 27％）の申請を行い、多

業種の個別事業者の経営状況と市場概況分析を行い経営計画の蓄積を行ってきた。 

今後は補助金事業の有無に関わらず、定性及び定量の両面から小規模事業者等の経営分析を行い、経営課題の発見と

ともに、事業計画の策定、実行、確認、改善、発達に結び付ける。 

また、これまでも実施しているものの高度・専門的な知識が不足しているため、外部専門家等と連携するなど、現在

の事業者支援のやり方を精緻に改善した上で、高度・専門的な状況分析が必要な場合は、中小企業診断士等の専門家を

適宜有効に活用し実施する。 

＜支援対象者＞ 
 事業計画策定を視野に入れ、高い目標をもって経営改善に意欲的な小規模事業者等。 

＜分析手段＞ 
 以下の分析ツールを活用して内部・外部の経営環境分析等を行う。 

① ＳＷＯＴ分析シート 

② クロスＳＷＯＴ分析シート 

③ 事業環境棚卸シート 

④ 財務分析シート 

⑤ 事業承継診断票 
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分析項目 分析ツール  観点 

事業経営環境 
①ＳＷＯＴ分析シート 事業所の経営状況 

※自社・他社（職員）による客観的な自己評価 

事業経営戦略 
②クロスＳＷＯＴ分析シート 事業所の経営戦略 

※自社・他社（職員）、専門家による戦略立案 

商品・サービス ③事業環境棚卸シート 売上構成・粗利・価格帯・品質・顧客の評価、主要顧客 

※自社を支える主要商品・顧客等の把握 

財務分析支援 ④財務分析シート 収益性・安全性・活動性・成長性・生産性等の業種別水準との

乖離による問題点 

※財務面からの問題点抽出、今後の経営計画に対する財政出動

や経費節減の優先度を決定 

事業承継支援 ⑤事業承継診断票 事業承継の意思、事業承継の状況 

※後継者の育成や意思疎通状況の把握 

 

 ※活用する分析ツール 

①ＳＷＯＴ分析シート 
  外部環境や内部環境を“強み”“弱み”“機会”“脅威”の４つのカテゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応し

た経営資源の最適運用を図るために活用する。先ずは量(数)を拾い出して、次に分析の質を上げていく。 

  経営分析を行う事業者の発掘のため、経営（ＳＷＯＴ）分析セミナーの開催や巡回・窓口相談等での案件の掘り起

こしを行う。 

  また、理事会、青年部、女性部を含めた各種部会等での周知徹底のほか、ＨＰへの掲載、商工会広報誌等への掲載

も同時に行い、広く募集を求め、創業者（創業前事業者）にはマンツーマンに近い形で支援をするものである。 

ＳＷＯＴ分析シート 

内部環境（組織内部） 

強み 弱み 

  

外部環境（社会・経済・政治・競合） 

機会（ビジネスチャンス） 脅威 

  

（留意点） 

・ＳＷＯＴ分析は、環境における自社の強み・弱み・機会・脅威を整理するフレームワークである。 

・ＳＷＯＴ分析は、クロスＳＷＯＴ分析までセットで実施する。 

・ＳＷＯＴ分析では、強み・弱み・機会・脅威の量を出す。 

・ＳＷＯＴ分析では、量が足りないとクロスＳＷＯＴ分析での経営戦略のオプションが不足する。 

・ＳＷＯＴ分析は、客観的かつ多様な切り口から実施する。 

※ＳＷＯＴ分析は、経営指導員等により実施し、年間 4件(四半期に 1件)以上を目標に支援する。 

 

②クロスＳＷＯＴ分析シート 
  自社と自社を取り巻く環境について、良い面、悪い面を分類、整理したＳＷＯＴ分析の他、戦略立案にはもう一

つフレームワークが必要で、経営戦略として外部環境に内部環境を適応させる４つの戦略オプションが考えられる。 

  〇事前にＳＷＯＴ分析をキッチリとやっておく。 

  〇戦略のストーリーが成り立っているかの確認をする。 

  〇戦略を絞り込む。 

  〇積極化戦略に集中する。 

 ・クロスＳＷＯＴ／４つの経営戦略オプション 
ａ）機会×強み → 積極化戦略／機会に自社の強みを投入する。 

起業直後の創業期のスタートアップ企業が第一に考える戦略。 

ｂ）脅威×強み → 差別化戦略／来る脅威に対して自社の強みで切り抜けていく。 

  ｃ）機会×弱み → 段階的施策／機会に対して自社の弱みを克服して取りこぼしをなくす。 

  ｄ）脅威×弱み → 専守防衛・撤退／最悪の事態を避け、リスクを最小限に抑えることに注力する。 

クロスＳＷＯＴ分析シート 

  

 

 

内部環境 

強み 

（自社が本来もっている強み） 

弱み 

（自社が不得意な部分） 
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外 

部 

環 

境 

 

機会 

（自社として追風となる環境の変

化） 

積極的戦略 

（機会を捉えて強みを活かす） 

段階的施策 

（弱みのために掴み損ねている機

会を段階的に捉える） 

脅威 

（自社のビジネスにとって脅威と

なる環境要因） 

差別化戦略 

（強みを活かして脅威を回避する） 

専守防衛・撤退 

（最悪の事態を回避し被害を最小

限に抑える） 

（留意点） 

・クロスＳＷＯＴ分析は、ＳＷＯＴ分析をもとに経営戦略のオプションを出すフレームワークとする。 

・クロスＳＷＯＴ分析では、オプションは筋の通ったストーリーにもとづいてオプションをつくる。 

・起業直後の創業期の企業は、クロスＳＷＯＴ分析で導かれる積極的戦略に集中する。 

・クロスＳＷＯＴ分析は、客観的かつ多様な切り口から実施する。 

※クロスＳＷＯＴ分析は、経営指導員等により実施し、年間 2件(半期に 1件)以上を目標に支援する。 

 

③事業環境棚卸シート 
   自社の商品・製品・サービス毎に、自社にとっての重要性を把握、切捨・現状維持・拡大など今後の経営方針を

決定するために活用する。 

事業者名  最新記入日  

事業環境棚卸シート 

商品・製品・サービスの棚卸し 

 

主

な

売

上

構

成 

 

商品・サービスの名称 内訳（千円） （％） 粗利益率（％） 主な商品・材料の仕込先 

     

     

     

     

     

合  計     

 

特

徴

等 

①品種・品質・ラインナップ等     

②価格帯・値頃感等     

③立地・流通チャンネル等     

④販促、接客、営業手法等     

 

顧客の棚卸し 

 

④財務分析シート 
経営指標を悪化させている具体的な問題点や課題を抽出し、その解決策を検討するとともに、自社の損益分岐点

を知ることで、自社の財務や利益構造を理解するために活用する。 

財務分析表 

事業所名  連絡先番号／ 

職名代表者名  e-mail／ 

入力項目 前々期 前期   前期月別売上 前期売上累計 

資本金    1月   

法定準備金    2月   

剰余金    3月   

流動資産    4月   

固定資産    5月   

流動負債    6月   

固定負債    7月   

現金預金    8月   

有価証券    9月   

受取手形    10月   

売掛金    11月   

棚卸資産    12月   

売上高(前期月別)     今期目標利益達成売上 今期目標売上累計 

変動費(売上原価)    1月   

固定費(仕入除経費)    2月   

営業利益    3月   

経常利益    4月   

当期利益    5月   
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今期目標営業利益    6月   

 7月   

 便利な使い方、今期の経費の増減がわかっていれば、より具体的なシュミレーションが

できる。 

例えば、人件費がアップするのなら前期の「固定費」に、その予定増額分を加算すれば

よい。そうすることにより、「今期目標利益達成売上高」のシュミレーションの数字が正確

になる。 

8月   

9月   

10月   

11月   

12月   
                                 ※前期を基準として目標利益達成に必要な％を月等乗算 

自己資本比率       ％ 高ければ高いほど安全 

剰余金比率       ％ 50％を超えているとかなり安全 

流動比率       ％ 100％を基準、超えれば超えるほど安全 

固定比率       ％ 100％を基準、下回るほど安全 

支払余裕比率       ％ 50％を超えているとかなり安全 

営業資産回転期間       日 短ければ短いほど安全 

売上債権回転期間       日 短ければ短いほど安全 

棚卸資産回転期間       日 短ければ短いほど安全 

長期適合比率       ％ 100％を基準、超えれば超えるほど安全 

売上高対営業利益率       ％ 5％を超えれば良好（業種により異なる） 

売上高対経常利益率       ％ 5％を超えれば良好（業種により異なる） 

売上高対当期利益率       ％ 3％を超えれば良好（業種により異なる） 

資産営業比率       ％ 5％を超えれば良好（業種により異なる） 

資産当期利益率       ％ 2～2.5％を超えれば良好（業種により異なる） 

資産経常利益率       ％ 4～5％を超えれば良好（業種により異なる） 

損益分岐点売上高       円  

限界利益率       円  

目標利益達成売上高       円  

※財務分析は、ＩＴを活用した会計システムによる経営分析を行う。 

経営支援員 3人、記帳指導員 2人（1人 6件以上）支援し、毎年度 2件以上の増加を目指す。 

 

⑤事業承継診断票 
現状の承継状況（段階）を把握、後継者の経営知識の習得や、直接的な承継の際には税務・法務に必要な専門家

の派遣など、事業所の成長段階毎に必要な経営支援を実施するために活用する。  

事業承継診断票            平成  年  月  日 

事業所名：                      業種            代表者名          （  歳） 

事業所住所：喜多郡内子町                     連絡先番号 

従業員数：       人（内訳・常時雇用     人 ／非常時雇用     人） 売上：       万円 

Ｑ１．貴事業所の 10年後の夢について語り合える後継者候補はいますか。 

   ・はい     それは誰ですか？【              】 ・いいえ 
    ※「はい」→Ｑ２．、「いいえ」→Ｑ７へお進みください。 

Ｑ２．候補者本人に対して、貴事業所を託す意思があることを明確に伝えましたか。 

・はい                              ・いいえ 
※「はい」→Ｑ３～Ｑ６．、「いいえ」→Ｑ８～Ｑ９をお答えください。 

Ｑ３．候補者に対する経営者教育や、人材・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか。 

・はい                              ・いいえ 

Ｑ４．役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取り組んでいますか。 

   ・はい                              ・いいえ 

Ｑ５．事業承継に向けた準備（財務、税務、人事等の総点検）に取りかっていますか。 

   ・はい                              ・いいえ 

Ｑ６．事業承継の準備を相談する先がありますか。 

   ・はい                              ・いいえ 

Ｑ７．親族内や役員・従業員等の中で、後継者候補にしたい人材はいますか。 

   ・はい                              ・いいえ 
    ※「はい」→Ｑ８～Ｑ９．、「いいえ」→Ｑ10～Ｑ11 をお答えください。 

Ｑ８．事業承継を行うためには、候補者を説得し合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備期間が必要ですが、その時間を

十分にとることができますか。 

   ・はい                              ・いいえ 

Ｑ９．未だに、事業後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか。（後継者が若すぎるなど） 

   ・はい                              ・いいえ 

Ｑ10．事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか。 

   ・はい                              ・いいえ 

Ｑ11．事業を売却や譲渡などについて、①相談する専門家はいますか。②実際に相談を行っていますか。 

   ・はい                              ・いいえ 

 ※Ｑ３～Ｑ６で１つ以上「いいえ」と回答。 

→円滑に事業承継を進めて行くため事業承継計画の策定による計画的な取り組みが求められる。 
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※Ｑ８～Ｑ９で１つ以上「いいえ」と回答。 

→企業の存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の整理や方向性の検討を行う必要がある。 

※Ｑ10～Ｑ11で１つ以上「いいえ」と回答。 

→県事業引継ぎ支援センターへの相談を検討。 

※Ｑ10で「はい」と回答。（候補者） 

→従業員、関係会社、第三者、その他 

 
各事業者別ニーズで得た、個々によって求められる様々な支援について、先ず「即時的に支援が必要か。時間をかけ

て十分な準備検討を行うほうがよいか」という観点と、「職員で対応できるか」という観点を主体に選別、検討を行い、

その事業者にとって最適な支援内容を選択実施する。 

＜成果の活用方法＞ 

  分析結果は、現状と目標のギャップを明確な課題として捉え、経営資源の制約等自社の実態を踏まえた実現可能な

抜本的計画書となるよう当該事業所にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

  また、分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等局内全職員のスキルアップに活用する。 

［目標］   

経営状況の分析                                  （単位：件数） 

区  分 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＳＷＯＴ分析セミナー開催件数 －    1 2    4    6    8 

ＳＷＯＴ分析セミナー参加者数 － 10 20 40 60 80 

既存事業所分析件数 －  10 20 30 40 50 

既存事業所延分析件数 － 10 30 60 100 150 

・計画期間の 5年間で管内小規模事業者 797事業所の内 20％にあたる 150事業所の経営分析を行う。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

＜支援に対する考え方＞ 

  経営状況分析によって明確化した取り入れるべき手法や、獲得を目指す市場や顧客ターゲットに対応するためのビ

ジネスモデルの再構築について、定性的・定量的に整合性の取れた成長性の期待できる事業計画の策定支援を行う。 

  支援にあたっては、事業所個々の業種や状況を鑑みるとともに、昨今の急激な経営状況変化に対応するための、近々

3～5 年程度の具体的な中期計画と 10 年程度の将来的な経営戦略計画を含め、既存事業所だけでなく創業者(創業前事

業者)に対しても積極的に支援を行う。 

  事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、これまでのセミナー開催方法等を見直すなど、よりタイ

ムリーで実効性あるものに改善した上で、経営指導員等局内全職員で事業所に寄り添った支援を実施する。 

＜支援対象者＞ 

  前述の経営分析実施事業者、高い目標をもって意欲的で前向きな創業者等 

＜手段＞ 

  事業計画策定支援については、次の方法により実施します。 

① 事業計画作成セミナー及び創業セミナーの実施 
平成 28年度より継続して、内子町及びえひめ産業振興財団とともに実施した創業セミナーを継続するとともに、

これまで単年度に終わっていた、事業計画作成セミナーを継続的に実施する。 

目的と必要性を理解、自社の財務等を含めたＳＷＯＴ分析等による事業計画の作成・実践的演習を行う。 

② 事業承継セミナーの実施 
中小企業の事業承継を強く後押しするため改正された税制改正により、贈与税・相続税の負担を軽減する事業承

継税制が大きく拡充されたことに伴い、事業承継税制のポイント、納税猶予の申請手続きの他、経営者・後継者の

ための事業承継セミナー(企業活動の将来に知っておくべき留意事項)を広く開催する。 

③ 小規模事業者等への巡回指導の強化 
経営指導員等による巡回指導によって、地域経済の動向調査で得た情報を始め、市場動向の現状やＰＯＳによる

商品動向の他、必要とされる即時情報について、全国連等が提供しているシステムを有効活用し、リアルタイムに

業況把握等を情報提供することにより、迅速で円滑な計画策定を厚く支援する。 

④ 専門家による高度専門的支援 
経営指導員等だけでは対応が困難な高度専門的な個別事業計画事案については、ミラサポ事業の専門家派遣等を

始め、愛媛県商工会連合会広域サポートセンターの高度専門支援を積極的に活用する。 

⑤ ＢＣＰ(事業継続計画)作成による支援 
先の 30年 7月豪雨にあるように昨今の局地的大水害、また、自然大災害として、近い将来、その発生被害が大い

に懸念される南海トラフ地震(山津波等)よる関連被害を想定した、ＢＣＰ作成支援も視野に入れ、管内の業種業界
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毎、小規模事業者毎の異なるニーズに柔軟に対応した事業計画を策定し、地域の事業所被害を最小限に留めながら、

事業所の経営発達に支障ないよう事前準備も怠りなくスピード感をもって包括的な支援を行う。 

［目標］ 

 これらの事業計画等の策定支援にあたっては、次のとおり目標を掲げ支援対応します。 

 区  分 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

創業支援セミナー開催回数(参加者)  － 1(10人) 1(15人)  1(20人) 1(25人)  1(30人) 

創業支援セミナー延参加者数   － 10人  25人  45人 70人  100人 

創業計画策定件数  － 1件  2件  6件 8件  10件 

事業承継セミナー開催回数(参加者)  － 1(10人) 1(15人) 1(20人) 1(30人) 1(40人) 

事業承継セミナー延参加者数  － 15人 15人 25人 30人 40人 

事業承継計画策定件数  2件 4件 8件 15件 30件 

事業計画策定セミナー開催回数(参加者)  － 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定セミナー延参加者数  － 15人 20人 25人 30人 40人 

事業計画策定件数   － 2件 5件 10件 20件 30件 

専門家等による支援※1 2件 3件 5件 10件 15件 20件 

ＢＣＰ作成セミナー開催回数(参加者) － 1(10人) 2(20) 3(40) 3(60) 4(70) 

ＢＣＰ作成セミナー延参加者数 － 10人 30人 80人 130人 200人 

ＢＣＰ策定件数 － 2件 3件 10件 30件 50件 

※1、ミラサポ専門家派遣を開始した H28～H29の平均値とする。 

 ※ＢＣＰについて、管内事業所の関心は高いものの、実際には未導入がほとんどである。 

先ずは自社の備えは万全かという点から、各項目について、実際にどのような対策をしているかを確認しながらシュミレーション

を繰り返すことが大切であり、それがＢＣＰを活用した個々人の意識を継続させることに繋がる。 

  

 

４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 
 

個別計画策定後は、事業所の業種別に繁忙・閑散期を見極めて、その時期に応じた適切な巡回指導等による実施

支援を行う。 

 半期を基準として、年 2回ＰＤＣＡによる検証、改善や売上・顧客数の推移、年毎季節毎により、変化する市場・

顧客ニーズを分析しながら、目標額や数量、ターゲット等の修正・見極めについて、事業所の理解を得ながら支援

を行う。 

 また、これまでも適宜実施はしているものの、不定期であったり、そもそも訪問回数が少ないため、ヒアリング

方法等改善した上で、経営指導員等局内全職員で実施する。 

＜支援対象者＞ 

  前述の事業計画・事業承継・ＢＣＰ・創業計画策定事業者等 

＜指導内容＞ 

  先ず、次のことについて、個々のヒアリングを実施する。 

・事業計画と実施結果に乖離があるかどうか（ある場合は予想される原因について） 

  ・外部、内部環境に変化があるかどうか（ある場合はその内容） 

上に問題が発生している場合は、ヒアリング結果を一旦事務局に持ち帰るとともに、事後の支援回数も増やし、再

度次の内容等について、相談指導等に対応できるようペーパーベースの資料を作成する。 

・当初計画から現状に即した目標及び再設定を確認する。 

・計画を実行するための体制（資金・人員等）確保の必要性の有無を検証する。 

 
 事業計画策定後の実施支援の資料作成にあたっては、局内での確認・提案を行いながら、計画の難易度によって

は、専門家との十分緊密な連携を図り支援する。 

また、支援ニーズ等や経営発達支援計画の実施にあたり、必要な運転・設備資金が発生した場合は、日本政策金

融公庫や地域金融機関と足並みを揃えた円滑な金融支援や時期や内容に適合する国・県等の助成制度を有効に活用

し積極的に支援する。 

［目標］ 

 事業計画策定後の実施支援 
項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

支援対象事業者数(創業) －  1人  2人  6人 8人  10人 

支援対象事業者数(事業承継) －  2人  4人  8人 15人   30人 

支援対象事業者数(事業計画) －  2人  5人 10人 20人   30人 

支援対象事業者数(ＢＣＰ) －  2人  3人 10人 30人   50人 

フォローアップ対象事業者数 －  7者 14者 34者 73者  120者 
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ＢＣＰフォローアップ延事業者数 －  2者  5者 15者 45者  95者 

ＢＣＰフォローアップ延回数(年 2回) －  4回 10回 30回 90回 190回 

 ・「支援対象事業者数」は、3年間の伴走支援を前提として累積算出した。 

但し、計画どおりに進んでいない事業者については、4年目以降も追加支援を行う。 

 ・フォローアップ延回数は、「支援事業者数（延人数）×2回（半期毎の巡回）」 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

 ＜商工会の現状と課題及び改善点＞ 
これまでの需要動向への取り組みは、イベント等での不定期のアンケート調査や消費者の動向を事業者から伝え聞く

程度であり、課題を見つけるには不十分であったように思える。 

  今後の需要動向は、対象商品を明確に絞った定点調査を行い、商品開発や販路拡大等に積極的に取り組む事業者への

精度の高い、事業者にとって魅力ある商品の情報提供を行う。 

  また、これまでも実施しているものの、調査項目が不足していたり、分析内容が不十分なため、改善した上で実施す

る。 

 ＜実施事業＞ 

  ①地域外需要動向調査 
  ⅰ．調査目的 
   都市圏の消費者ニーズの把握 

  ⅱ．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） 

   ⇒首都圏の百貨店等のバイヤー50名程度が一堂に会する県内最大の商談会 

  ⅲ．実施時期 
   例年 1月（年 1回実施） 

  ⅳ．調査商品 
   地域の農産品を活用した加工食品（和菓子、味噌、醤油、清酒、柑橘加工食品、冷凍加工食品等） 

  ⅴ．調査項目 
   バイヤー視点での消費者ニーズや商品評価（価格、味、容量、素材、製法、パッケージ等） 

  ⅵ．調査手法 
   商談ブースに経営指導員等が同席し、試食や試飲を交え、質問事項を予め記入したヒアリングシートをもとに質

問する。（1者あたり 3名のバイヤー評価を集める。） 

  ⅶ．分析手法 
   ヒアリングシートから、都市圏消費者の具体的ニーズと新たなターゲットを見出す。 

  ⅷ．成果の活用方法 
   ヒアリングシートから得られた情報を分析し、今後の商品改良やターゲットの見直しを提案する。 

［目標］ 

 地域外需要動向調査 

項  目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商談会での情報収集  － 1回 1回 1回 1回  1回 

調査対象事業者数  － 3者 4者 4者 5者  6者 

商品改良支援事業者数  － 1者 3者 3者 4者  4者 

 

 ②地域内需要動向調査 
  ⅰ．調査目的 
   観光客の当地域での土産品ニーズの把握 

  ⅱ．実施場所 

   内子町フレッシュパークからり（道の駅） 
   ⇒県内有数の道の駅であり、当町内で域外者が最も多く訪れる。 

地域の農業従事者約 400 名弱が中心となり、生産者自らが手作りで商品開発、品質管理、イベント企画運営まで

実施しているため、商品開発・改良に係る調査に適した環境である。 

年間利用者数：約 80万人、販売額：約 7億円 

  ⅲ．実施時期 
   9月、12月（半期 1回実施） 

  ⅳ．調査商品 
   地域の原材料を活用した特産品（柑橘加工品、冷凍加工品、味噌、醤油、清酒、和紙製品、木工品等） 
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  ⅴ．調査項目 
基本情報：年代、性別、居住地域、来場手段、来場目的、同伴者、グループ(団体)等 

食  品：味、食感、価格、量(大きさ)、食べ易さ、パッケージ、ネーミング、改善点等 

非 食 品：利用シーン、独自性、機能性、技術力、価格、材質、大きさ、パッケージ、デザイン等 

  ⅵ．標本数 
   1商品当たり 50人から年 2回聴取（6者 6商品） 

  ⅶ．調査手法 
   本商工会職員等が調査票をもとに、商品等に対するヒアリングを実施する。 

  ⅷ．分析手法 
   収集した商品情報を年代別、性別、地域別等の属性に分けてニーズを導き出す。 

  ⅸ．成果の活用方法 
   収集した商品の分析結果を各事業所にフィードバックし、次の商品改良に繋げる。 

［目標］ 

 地域内需要動向調査 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

地域内需要動向調査実施回数  － 2回 2回 2回 2回  2回 

支援対象事業者数 － 6者 6者 6者 6者  6者 

調査標本総数 － 600件 600件 600件 600件 600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】 
  

 ＜商工会の現状と課題及び改善点＞ 
今までは、展示会出展の事前・事後のフォローが不十分であったため、そうした点を改善した上で実施する。 

また、展示会等を自前で開催するのは困難なため、首都圏で開催される既存の展示会への出展を目指し、出展に

あたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中には、陳列、接客などきめ細かな

伴走支援を行う。 

＜支援に対する考え方＞ 
調査票で得られた顧客ニーズ・地域別動向等をもとに、支援対象者のターゲットとして最適な展示会・商談会の

提案やＥＣサイトによる販売チャンネルの拡大を促し、事業計画の定量的成果へ繋げていく。 

 

① 販路拡大支援事業（ＢｔｏＢ支援） 
県外で開催される展示会や商談会への支援では、特に、全国商工会連合会や愛媛県商工会連合会、県・町等が企

画する内容と絡めて参加を促す。   

ⅰ．支援対象者 
    雑貨及び加工食品全般を取り扱い、意欲的で前向きな域外需要獲得を目指す事業者。 

  ⅱ．商工会が行う効果的な取り組み 

   ○事前指導 
・商談時に必要な商品シートの作成指導を行う。 

・新たな需要開拓に活かすため、バイヤーへの質問シートの作成支援を行う。 

    ・専門家を活用したブースの演出・集客方法に関する個別の指導を行う。 

○出展時指導 
・展示ブースでの経営指導員同席のもと、バイヤーからの商品に対する課題や要望を聴取する。 

・聴取結果は出展事業者へフィードバックするとともに、事後指導の事業者支援の際にも活かす。 

○事後指導 
・展示会で得たアンケート・名刺・会話等の情報をもとに顧客リストを作成し、実需ある適切な見込客へのアプ

ローチが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・プロセスの実効性が行え

るよう支援する。 

・展示会で得られた成果を活用した商品開発・改良にあたり、専門家を活用した事業者支援を行う。 

ⅲ出展を想定している展示会 

   ○展示会名／「グルメ＆ダイニングスタイルショー秋」 
    1）概念／「食と生活雑貨の融合」が新しい食卓とマーケットを創る。食卓を切り口に新しいマーケットとラ

イフスタイル、食文化を創造する見本市。 

全国紙、地方紙、雑誌、テレビ、ネット等約 300社超のマスコミが注目する国内最大の商談型展示会。 
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出展企業のセンスとこだわり、斬新な商品と提案は、各社の売り場を活性化し、競合他社との差

別化をするための戦略商材やこれからの売場づくりのヒントとなる。 

    2）目的／食と食の関連雑貨・知識・ノウハウを集約し、これからの新しい売り方・アイテムが一堂に会する

食の専門見本市。 

異業種とのビジネスも含めた、ＢtoＢ向け商談に取り組む事業者の販路拡大。  

    3）主催／株式会社ビジネスガイド社 

    4）会期／例年 9月上旬の 4日間 10:00～18:00 

    5）会場／東京ビッグサイト 

    6）来場者数／約 25,500名（4日間延べ来場者数） 

    7）出展規模／出展社数 250社、・団体：約 200小間(9㎡換算) 

    8）広報活動／招待状、メルマガ配信、後援協賛団体・出展社ポスター掲出、プレスリリース他     

［目標］ 

 ①展示会等出展支援                                
項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

出展支援事業者数  － 3社 6社 8社 10社 12社 

売上額／社   －    6万円 12万円 18万円 24万円    30万円 

成約件数／社 －    2件 4件   6件    8件 10件 

 

② ＩＴ活用による販路開拓支援事業（ＢｔｏＣ支援） 
ミラサポ事業等からの専門家の高度専門的な支援を仰ぎ、消費者ニーズに沿ったＷＥＢコンテンツの作成やＥＣ

サイトへの出品を支援する。 

 （1）オンラインショップ開設による販売チャンネルの拡充 
全国商工会連合会が運営する 100 万会員ネットワークを活用しＨＰの作成支援を行い、商品・サービスのＰＲと

買い物カゴを使ったオンラインショップ開設を促していく。 

 （2）モール型ＥＣサイトを活用した販路開拓支援 
ＨＰの運営・管理に時間・人手を割けない小規模事業者には、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）への出品掲載を促し掲載の事前事後の支援を行う。 

 ⅰ．支援対象者 
  ①自社ＨＰの開設を目指す事業者 

  ②既存販売サイトに出品する事業者 

ⅱ．商工会が行う個社支援内容 

（1）オンラインショップ開設 

○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、事業所毎に以下のことについて周知

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。 

・ターゲットとする顧客が、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・商品の動向をシームレスに提供できる体制が構築され

ているか。 

  ○開設後支援 
無料で使えるグーグルのＷｅｂ販促ツールを活用し、ネット販売の問題点や効果を検証測定する。 

・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。 

・キーワードプランナー 

     記事作成に伴い、ユーザーの検索需要が高いキーワードを分析し、文章に取り込むことで集客効果を高める。 

・グーグルマイビジネス 

     実店舗の情報を始め、ユーザーからの口コミ管理や最新情報を掲載することで、自社ＰＲの機会を創出する。 

［目標］   

 ②オンラインショップ開設支援                           

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＨＰ作成支援者数 －   2社   2社   3社 5社   7社 

1社あたり前年度比年間販売増加率  －  10％  10％  12％ 13％  15％ 
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（2）モール型ＥＣサイトへの出品 

○出品前支援 
・Ｗｅｂ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の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 
・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、事業者へフィードバックする。 

［目標］   

③モール型ＥＣサイトへの出品支援                         
項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ニッポンセレクト登録支援者数  2社  2社  3社   5社    7社 10社 

1社あたり前年度比年間販売増加率 －  10％  15％  15％ 18％    20％ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

＜地域のブランド化、地域ブランドの確立＞ 

多くの消費者から好まれる高級ブランドが何故愛されるのか。そこには長年磨かれた高度な技術が込められ、職

人による昔ながらの丁寧な手づくりの一品が創り出される一方、消費者の好む最新のデザインやストーリーを融合

させながら、商品は常に磨かれ時代の流れに沿って魅力を最大化していることが、市場で多くの支持を集めている

要因となっている。 

 

このプロセスを地域の産品や地域そのものに置き換えて、世に送り出すのが地域のブランド化であり、地域ブラ

ンドは、全国に数ある地域資源の内から人々に選ばれるランドマークとしての役割をもっている。 

 

地域のブランド化を成功させる鍵は地域住民であり、その実行者が商工業者であると考える。地域住民が、また、

地域の商工業者が主体となって問題意識を共有し、地域の強みや良さを知り、何が人々に支持されるのかを見分け

る目をもって、既存の地域資源や経営資源をブラッシュアップしていく必要がある。 

 

また、他地域にない魅力ある地域ブランドを築き上げるために、地域の残すべき伝統や文化を正しく評価しつつ

も、新しいものの考え方や技術を取り入れながら、地域の住民、地域の事業者において、地域を構成する企業や学

校、金融機関、行政等と協力し、知識やアイディアを総動員して、未来に夢と希望のある地域社会の実現に向け、

同じ志しをもつ者としての目的意識をもち、地域内外のステークホルダー同士の信頼関係も構築しながら、一つの

大きな流れとなって目標に向かい、共に行動していくことが重要であると考える。 

 

これらの計画をもとに、複眼的な視座から地域を考察・検証することにより、持続的な地域社会の構築に向けた

可能性を見出し、次世代を担う人たちにとって、希望ある明るい地域社会の未来図が描かれると考えている。 

 

そうした考えのもと、内子町商工会では本会と繋がりのある連携者と強固な関係を構築しながら、以下の事業を

含め内子町地域の経済活性化に取り組むものである。 

 

① 商工産業まつりの企画・実施 

昔ながらの伝統的な祭り、イベントについては引き続き継続支援を行い、これまで工業者の取組みを紹介するこ

とを目的として行ってきたイベントの「元気アップフェア」を拡充し、「商工産業まつり」として企画実施する。 

 以前の元気アップフェアは、工業者の事業内容や取扱製品の紹介が主であったこともあり、集客的に行き詰まっ

ていた。 

 

広く集客するためには、飲食関係の出店が不可欠であり、同業種への参加を求めるとともに、メニュー、新製品

のモニタリング的販売要素を強めることで、単なるイベント出展とはせず、後々の販路拡大や製品開発に活用でき

る内容として参加を促す。 

 

 その他、これまでの工業関係はもちろん、建設業関係や他業種のブースも設置し、出展事業所の取扱製品や業務・

就労内容も広く紹介することで、後述②の地域就労機会の一助とする。 
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 企画にあたっては、正副会長他当会 3 部会（商業・工業・建設）及び青年部・女性部の代表者に加え、内子まち

づくり商店街協同組合、学識経験者等を加えた検討委員会を設置する。 

 

 事業の最大限の効果を得るため、初年度においては、他地域での取組み事例等の先進地研修も参考に、年 2 回の

検討委員会及び必要に応じて専門委員会を開催し、当該イベントの必要性と各種役割分担について、十分に確認作

業を行うとともに、地域商工業の活性化を図ることを目的とする。 

 

② 合同企業説明会の企画・実施 

高齢化や後継者不足を理由とする廃業によって、小規模事業者を中心に事業者数は減少しているが、少子化や首

都圏等を含む町外への若手就労者の流出によって、一部では労働力不足も生じている。 

 

   高校生、大学生、専門学校生を始め、地元志向の高い若者の雇用拡大と定住化を図ることは、地域経済や地域消費

の維持発展はもちろん、当町が戦略に掲げる「住み続けられる内子町」とするためにも、非常に重要な事項となって

いる。 

 この問題解消の糸口とするため、2016 年度より近隣の市町及び会議所、商工会、ハローワークによる「合同企業

説明会」を開催している。 

 
2018 年度の参加企業は、総数 48 社(延受付 451 件、求人数 351 名)、近隣高校、県内短大、大学、専門学校 29 校

からの求職参加者は 131名(男性 68名、女性 63名)であった。 

＜参加企業の業種内訳＞ 
  農業・林業／3社、建設業／9社、製造業／16社、卸・小売業／6社、運輸業／1社、専門・技術サービス業／1社、

生活関連サービス業／1社、医療・福祉／9社、複合サービス業／2社、合計／48社 

   また、参加企業への事後アンケートでは、参加全企業から次年度も実施するようであれば、できれば参加したいと

の意向があり、今後の継続事業としてより高い効果を得るための企画検討を行う。 

   さらに、将来的には、①で掲げた商工産業まつりとの連携を推進し、本説明会に参加する企業にも自社ＰＲの場と

して積極的に参加を求め、企業に対する求職者の理解を一層深める企画・実施を目指す。 

 

「大洲・内子地域合同企業説明会参加企業アンケート」ヒアリングシート） 

                    平成  年  月  日（ ）  時～／会場「          」 

○企業説明会参加企業 

 ・貴社名／                     ・本日ご担当者名／ 

１．このような催し（企業説明会等）に参加したことがありますか？ 

  ア．よく参加している。  イ．時々参加している。  ウ．初めて参加した。    

２．貴社の人材確保等のお役に立ちましたか？（複数回答可） 

  ア．採用したい人材がいた。  イ．自社のＰＲができた。  ウ．他社の求人の情報が分かった。 

  エ．求職者の動向が分かった。  オ．役に立たなかった。  カ．その他（              ） 

３．次回もこのような催しに参加したいと思われますか？ 

  ア．出来れば参加したい。  イ．参加したくない。 

４．今回の企業説明会について、ご意見・ご感想があればご記入ください。 

 

         

 ※ご記入後、受付またはお近くのスタッフまで、ご提出をお願いします。 
  ※個人情報につきましては、合同企業説明会の調査分析や商工会の事業推進以外には使用しません。 

 

③ 企業防災士の養成・支援 

近年の地震、風水害等の大災害において、災害時の企業による地域社会への貢献が、企業の社会的責任として期

待されている。こうした社会的背景を受け、災害時の初期段階における共助の活動を指向する企業が増えてきてい

る。 

この実践者として防災士制度を活用し、企業における災害時の事業継続計画(又は緊急時企業存続計画)ＢＣＰに

もとづいて、いち早く復旧復興するため、企業内、また地域内での防災知識を保有する人材の育成、地域防災リー

ダーの育成が急務であり、実効性のある地域防災力の構築を図ることこそが、災害時の企業存続に欠かせない。 

そこで、災害の発生直後から初期段階における活動(公助前活動)について、企業自らの力と近隣事業所同士の協

働対応を図るため、この自助・共助活動を実践する人材育成として、企業防災士を育てるものである。 

 

＜地域経済の活性化に資する連携者＞   
  当商工会では、内子町が戦略に掲げる「稼ぐ力」及び「住み続けられる」をキーワードに、行政他各種団体・支援機

関等々と緊密に十分連携しながら、商工会組織の縦と横の繋がりの利点を有効に活用し、連携強化を図りながら本事業
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計画を推進する。 

 

  また、地域の支援事業者が経営資源を最大限有効活用できるよう、連携支援機関として支援ノウハウの集積、支援能

力の向上を図る。 

・内子町(総務課、産業振興課、街並地域振興課） ・内子町観光協会 ・内子まちづくり商店街協同組合(100円市他) 

・内子町グリーンツーリズム協会 ・フレッシュパークからり(内子道の駅運営) ・小田まちづくり(小田道の駅運営) 

・内子町森林組合 ・内子・森と町並の設計社 ・大洲公共職業安定所 ・県立内子高校 ・県立小田高校  

・愛媛県南予地方局八幡浜支局 ・愛媛たいき農業協同組合 ・愛媛県中小企業診断士協会 ・えひめ産業振興財団 

・よろず支援拠点 ・ＩＲＣ(いよぎん地域経済研究センター) ・愛媛県商工会連合会 ・全国商工会連合会 

・大洲商工会議所 ・長浜商工会 ・川上商工会 ・保内町商工会 ・伊方町商工会 ・西予市商工会(近隣商工会等) 

（別表 4）連携者及びその役割内、連携体制図参照 

 

 

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み 

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 
 

当商工会では、内子町が戦略に掲げる「稼ぐ力」及び「住み続けられる」をキーワードに、行政他各種団体・関

係機関等と連携しながら、商工会組織の縦と横の繋がりの利点を最大限有効に活用し、連携強化を図りながら本事

業計画を推進する。 

また、地域の支援事業者が経営資源を最大限有効に活用できるよう、連携支援機関としての支援ノウハウの集積、

支援能力の向上を図る。 

 

  ① 四国経済産業局、中小企業基盤整備機構四国支部、愛媛県産業振興財団、また、愛媛県商工会連合会が主催す

る支援機関職員向けの各種の実践的、先進的、事例的な研修会において、国、県、商工団体職員との経営支援ノ

ウハウ等に関する情報交換を積極的に行う。 

   ・小規模事業者を取り巻く外的要因、内的要因の地域、経済、消費等の環境を踏まえ、経営支援機関としての繋が

りを活かし、成功・失敗に係る支援ノウハウの情報交換を積極的に行うことにより、本会の小規模事業者支援に

繋げていく動機とする。 

 
② 金融支援で連携する日本政策金融公庫松山支店との金融の円滑化、資金調達の迅速化に係る施策について緊密

に連携し情報交換を深く行う。 

・小規模事業者の運転資金、事業資金に関する、手厚い迅速な支援を行うことにより、円滑な資金繰り支援を図

り、経営基盤の安定した持続的で成長可能な経営環境を整備する。 

 
  ③ 専門家を講師とした、業種業界の実践的な各種セミナー、研修会等を通して、経営支援ノウハウの効果的な手

法、可視化できる標準化について、積極的な情報交換を広く行う。 

・本会経営指導員等では、即時対応が難しい高度専門的な中長期の実現性ある抜本的計画改善策定、財務基盤計

画策定等の支援ノウハウの共有により、喫緊の経営上の課題をいち早く取り除き、一段の経営力の向上を図る。 

 
  ④ 個別の高度専門的な支援を要する際は、愛媛県商工会連合会と連携し、中小機構基盤整備機構四国支部、えひ

め産業振興財団等の専門的支援機関と経営支援の効果的な手法についての情報交換を行う。 

・業界特有の専門的な経営課題を解決するため、実効性のある経営支援要請を行い、課題を取り除くことにより

財務の健全化、経営の安定化を図る。 

 
  ⑤ 本会と行政及び本会所管の町産業建設厚生常任委員会で開催している、内子町地域経済問題懇談会を通じて、

町内商工業者の経営環境状況や内子町中小企業施策等について、本会と行政で対応すべき直近課題の情報交換を

行う。 

・内子町の商工業分野の振興において、行政当局との連携を一層強化し、情報交換を密にすることで、中小小規

模事業者の持続的発展を図る。 

 
  ⑥ 上記の支援機関とは、経営支援実績ノウハウの情報交換に留まらず、地域支援機関が保有する地域情報を十分

活用し、新たな需要に結びつく可能性も検討しながら、支援機関の連携強化に努めていく。 

   ・本事業の推進において、各支援機関との連携は必要不可欠であり、地域小規模事業者の生産性向上、経営力向上

を目指すための支援を享受する。 

 
  ⑦ 連携支援機関との情報交換等により得たところの経営支援情報は、関連する事柄事案のタイムラグなく本会職

員間で情報共有し案件の対応に活かす。  



17 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
① 愛媛県商工会連合会が主催する各種研修への積極的な参加に加え、国（中小企業基盤整備機構等）、県（えひめ

産業振興財団等）が主催する、経営力（生産性）向上セミナーや中小企業大学校の主催する実践的研修に、経営

指導員、経営支援員等を問わず、その時々の経営支援課題をもって毎年度必ず各職員が参加し習得した研修内容

を職員間で共有し実践することで、本商工会全体の支援能力の向上に繋げる。 

 
・従来、経営指導員等研修会、また、課題別、業種別研修会等を通して、経営分析、経営計画策定に関する研修

を受講しているものの、実務においては現場での即時対応力に十分でないところがある。 

   本経営発達支援事業の推進において、経営環境と財務内容についての経営分析と経営計画策定が重要視され

るものと捉え、そうしたセミナーへの積極的参加により知識の習得に努め、支援能力の向上を図る。 

・小規模事業者の売上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ることに一番の重きをおき、小規

模事業者の経営発達を効果的に推進する。 

・中小企業大学校の主催する研修の受講には、経営指導員、経営支援員等、職員交互で、毎年度受講することを

基本に、大学校においては全国の商工会等地域の担当職員と積極的に情報収集も併せて行い、そのノウハウを

持ち帰り、本商工会職員全体の支援能力の向上を図る。 

 
② 商工会を取り巻く環境、国・県・町等の方針に対する対応協議、小規模事業者の経営課題と実効性ある抜本的

解決等を図るため、全職員の意識（意欲）喚起と個々の問題意識の共有を図ることを目的にテーマを絞り全職員

の積極的な参加のもと、時には専門家も交え、課題別の勉強会を年 2 回(半期毎)に開催し、商工会職員としての

知識習得、スキルアップの向上を図る。 

 
③ 経営改善普及事業の現場対応、また、事業者支援に対しての経験の浅い職員については、巡回・窓口等での相

談指導及び専門家派遣等の活用において、職員間でのＯＪＴ教育を実施し、経営課題に対しての知識力、収集力、

応用力、対応力、現場力の向上を図るとともに、経営計画策定及び指導助言等に向けての資質向上を図る。 

  また、併せて、事務局長、経営指導員、経営支援員、記帳指導員、一般職員を含めた全職員が作成した毎月の

指導実績、カルテリストを翌月初旬回覧し、相談指導事業所の経営情報等のデータベースを共有することにより、

早期の経営改善、経営安定化に役立てることとする。 

 
④ 上記の①、②、③を全職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職員間で共有、活用するこ

とで、支援能力をより向上させるとともに、本会の経営支援体制の強化に繋げる。 

・上記に②の勉強会、月 1 回の定期的な職員会において、本事業の進捗状況を確認し合うとともに、効果の上が

った支援方法の活用について、職員間で情報を共有・活用し次の支援に繋げていく。 

 

 

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、本計画に記載の事業の実施状況及び成果については、以下の方法により評価・検証を行う。 

 
   ①管内小規模事業者の持続的な経営発達を図ることを目的に、以下に示すとおり「内子町商工会経営発達支援計画

事業推進検討委員会（仮称）」を設置し、事業の進捗状況、成果の評価・見直し案の提示を行うものである。 

 

「内子町商工会経営発達支援計画事業推進検討委員会(仮称)」委員名簿（案） 

役 職 所 属 ・ 役 職等 氏 名 業種・専門分野 役割・選定理由等 

委員長 内子町商工会 副会長 泉   徹 土木工事業 
事業推進、事業運営実施者 

商工会事業組織運営の中心 

副委員長 内子町商工会 副会長 森並 浩一郎 薬剤薬局 
事業推進、事業運営実施者 

商工会事業組織運営の中心 

委 員 
内子町商工会 理事 

内子町商工会 商業部会長 
稲垣 豊治 旅館飲食業 

事業推進、事業運営実施者 

商工会事業組織運営の中心 

委 員 
内子町商工会 理事 工業部会長 

グリーンツーリズム協会会長 
山本 忠志 宿泊業 

事業推進、事業運営実施者 

商工会事業組織運営の中心 

委 員 
内子町商工会 理事 

内子町商工会 建設部会長 
尾崎 浩二 総合建設業 

事業推進、事業運営実施者 

商工会事業組織運営の中心 
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委 員 
内子町商工会 理事 

内子町商工会青年部 部長 
尾花 慎太郎 造園業 

次世代を担う事業後継者 

商工会事業組織運営の中心 

委 員 
内子町商工会 理事 
内子まちづくり商店街協同組合 理事長 

大西 啓介 呉服・服地小売業 
次世代を担う若手経営者 

リーディングカンパニー 

委 員 
内子町商工会 理事 

内子町商工会女性部 部長 
中田 和世 総合建設業 

事業共同経営者 

商工会事業組織運営の中心 

委 員 
内子町商工会 理事 

内子町商工会女性部 前部長 
稲月 朝美 化粧品小売エステ 

女性事業経営者 

商工会事業組織運営の中心 

有識者 

委 員 

中小企業診断士、社会保険労務士、 

認定経営革新等支援機関 
上野 敬治 

経営戦略・経営分析 

マーケティング 

小規模事業者等経営支援 

地域実状知悉、支援実績大 

 オブザ

ーバー 

内子町商工会 会長 

内子町観光協会 会長 
池田  央 旅客運送業・観光業 

事業推進、事業運営実施者 

商工会事業組織運営の中心 

※外部有識者(中小企業診断士)1名招聘。 

 

※事業進捗状況により、ＩＴ活用専門家、商工会連合会広域サポートセンター長を招聘。 

 
②内子町商工会理事会において、事業の評価・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、内子町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、会報誌等で計画期間中公表する。 

⑤上記③で承認を得た事業内容にもとづき、各種事業を効果的に推進する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 10月現在） 

（１）実施体制 
          

 

 

                      ｜ 

                      

 

＜内子町商工会職員 9名＞ 
・事務局長／山下 一行 

   ・経営指導員／水野 一正  ・経営指導員／稲井  強 

   ・経営支援員／古都 喜久子 ・経営支援員／古田 洋子  ・経営支援員／朝長 奈月 

   ・記帳指導員／加藤 美子  ・記帳指導員／西岡 文江  ・一般職員／宮田 麻巳子 

 

＜経営発達支援事業／担当・内容等＞ 

 ○責任者：事務局長／山下 一行（指針③に関すること） 

  ・組織運営統括 ・事業進行管理 ・合同企業説明会関係 ・支援プラン関係業務に関すること 

 ○執行者：経営指導員／水野 一正（指針①、②、④に関すること） 
・セミナー(創業、第二創業、事業承継、ＢＣＰ)関係 ・専門家派遣関係 ・展示会展覧会出展関係  

・経営資料データ整理関係 ・データ共有関係 ・支援プラン関係 

 ○執行者：経営指導員／稲井  強（指針①、②、④に関すること） 
・意識啓発関係 ・支援機関情(空店舗等)報収集関係 ・商工産業まつり関係 ・インバウンド関係  

・経営資料データ整理関係 ・データ共有関係 ・支援プラン関係 

 ○執行補助者：経営支援員／古都 喜久子 経営支援員／古田 洋子 経営支援員／朝長 奈月（指針③に関すること） 

 ○執行補助者：記帳指導員／加藤 美子 記帳指導員／西岡 文江 一般職員／宮田 麻巳子（指針③に関すること） 
・予算管理会計処理関係 ・アンケート調査等情報収集関係 ・数値計画取り纏め関係 ・数値計画管理 

・財務数値資料提供 ・支援プラン関係 

 

（２）連絡先 
・内子町商工会（本所）常駐職員 9名 

〒791-3301   愛媛県喜多郡内子町内子 1502 

     Tel／0893-44-2166 Fax／0893-44-4936 

      URL http://www.uchiko-shokokai.or.jp/  e-mail／uchiko@uchiko-shokokai.or.jp 

 

・内子町商工会（小田支所）当番職員 1名 毎週 3日（月・水・金） 

〒791-3501   愛媛県喜多郡内子町小田 81 

     Tel／0892-52-2144  Fax／0892-52-3256 

 

 

本経営発達支援事業を推進するに当たり、既存の商工会(経営改善・地域振興等)事業の検証・改善を

含め本会職員の個々の強みを活かし、チームを組んで小規模事業者支援に全力で取り組める強固な実施

体制で臨むものである。 

 

なお、必要に応じて県商工会連合会及び関係支援機関等と連携し、密度の濃い支援を受けることで、

小規模事業者への伴走型支援を各事業者に応じた、効果的な成果あるものとして実施する。 

 

本職員毎の（主幹する）役割分担、担当業務についても、各職員の得意とする分野（強み）を活かす

ことを勘案し、事務局で協議・検討した上で相互に連携し、支援チームとして事業者支援に取り組める

よう決定したい。 

 

事務局長 

経営指導員 2名、経営支援員 3名、記帳指導員 2 名、一般職員 1名 
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＜組織体制＞ 
①商工会  会員数 555事業者 

（外に 6事業所(小規模事業者以外)の特別会員を有する。） 

      地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて、社会一般の福祉の増進に資することを目的とする

総合的経済団体であり、小規模事業者を支援する事業はもとより、地域経済の活性化を図るため幅広く事業を展開 

②部 会  幹 事  50名 

（商業 21名、工業 17 名、建設 12名、内各部会長 1名、各副部会長 2名、他幹事） 

      会員の主要な業種毎にそれぞれの事業の適切な改善発達を図るために設置 

③理事会  人 数  33名（他監事 2名） 

      商工会運営に関する事項の審議機関、会員の中から選任された理事で構成 

④総代会  人 数 110名（町内旧 3地区会員数、地区割に応じ案分） 

内子地区 54名、五十崎 28名、小田 28名 

⑤役職員  役 員  35名（内会長 1名、副会長 2名、理事 30名、監事 2名）  

      職 員   9名（内事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員 3名、記帳指導員 2名、一般職員 1名） 

⑥「内子町商工会経営発達支援計画事業推進検討委員会(仮称)」を設置し当商工会長が委嘱する。 

・委員構成については、本申請書 18項、19 項（別表 1）経営発達支援計画内 

 経営発達支援事業の内容及び実施期間欄内 

 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み内 

 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に記載参照 

 ○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 

会長(統括責任者) 1 名 

地域の経済動向の調査の協力【指針③】 

事業推進、事業運営実施者 

副会長(統括責任者代理) 2 名 

理事(事業運営実施者) 30名 

監事(業務・会計状況監査) 2 名 

事務局長(事業執行責任者) 1 名 
事業運営統括、事業進捗状況管理、関係機関連絡調整 

合同企業説明会関係、事業者支援プラン関係【指針③】 

経営指導員(事業執行者) 2 名 

経営発達支援事業意識啓発、連携支援機関情報収集（空家、空き店舗等）、

商工産業まつり関係、インバウンド推進、支援プラン関係、創業、第二創

業・経営発達セミナー関係、外部専門家招聘関係、経営資料整理、データ

共有管理、事業者支援プラン関係、ホームページ管理【指針①、②、④】 

経営支援員(事業執行補佐) 3 名 
予算執行管理、情報収集（消費者アンケート）、数値計画資料作成、 

事業者支援プラン関係【指針③】 

記帳指導職員(事業執行補佐) 2 名 
情報収集（消費者アンケート）、数値計画資料作成、 

事業者支援プラン関係【指針③】 

一般職員(事業執行補佐) 1 名 
情報収集（消費者アンケート）、資料データ整理関係 

【指針③】 
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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 31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 1,500 2,000 3,000 3,000 3,000 

 

 

地域総合振興事業費 

 

 

・創業支援(第二創業)セ

ミナー開催事業費 

 

・事業承継セミナー 

 

・経営計画策定セミナー

開催事業費   

 

・ＢＣＰ策定セミナー 

 

・インバウンド研修会 

開催事業費 

 

・インバウンド先進事例 

  調査事業費 

 

・地域内消費調査事業費 

 

・販路拡大支援事業費 

 

・調査研究支援事業費 

 

・地域活性化事業費 

（商工産業まつり） 

 

・地域活性化事業費 

（合同企業説明会） 

 

 

専門家派遣事業費 

 

 

 

1,200 

 

 

150 

 

 

150 

 

200 

 

 

100 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

150 

 

100 

 

 

 

 

 50 

 

 

 

300 

 

1,600 

 

 

150 

 

 

150 

 

200 

 

 

200 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

200 

 

150 

 

 

 

 

50 

 

 

 

400 

 

2,600 

 

 

150 

 

 

150 

 

200 

 

 

200 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

300 

 

200 

 

       1,000 

 

 

100 

 

 

 

400 

 

2,600 

 

 

150 

 

 

150 

 

200 

 

 

200 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

300 

 

200 

 

800 

 

 

100 

 

 

 

400 

 

2,600 

 

 

150 

 

 

150 

 

200 

 

 

300 

 

200 

 

 

 

 

 

100 

 

400 

 

200 

 

800 

 

 

100 

 

 

 

400 

（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、内子町補助金 

   

・会費収入、各種手数料、事業受託料、使用料、各種事業収入など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地域の経済動向調査に関すること【指針③】／ヒアリング実施により町内各機関での情報の共有化 

②経営状況の分析に関すること【指針①】／外的内的環境を含め総合的に分析、共通する固有課題抽出 

③事業計画策定支援に関すること【指針②】／事業計画(創業・承継等)策定に係る各種セミナー開催 

④事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】／事業計画等の見直し、フォローアップ支援 

⑤需要動向調査に関すること【指針③】／対象商品の定点調査、出展事業者への精度の高い情報提供 

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】 

／販路拡大支援事業(ＢtoＢ支援)、ＩＴ活用による販路開拓支援事業(ＢtoＣ支援)  

 ⑦地域経済の活性化に資する取組み／商工産業まつり、合同企業説明会の実施、企業防災士の養成支援 

 ⑧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／連携支援機関とのノウハウ交換  

連携者及びその役割 
 

□専門家等との連携支援 

<連携者>  
    連携者             役職名   代表者名    住所             電話番号 

・中小企業基盤整備機構四国本部   本部長  福本  功  高松市サンポート 2-1     087-811-3330 

・中小機構四国本部松山オフィス   所長   野中  敦  松山市大手町 2丁目 5-7    089-998-6531 

・えひめ産業振興財団        理事長  大塚 岩男  松山市久米窪田 337-1     089-960-1100 

・よろず支援拠点  チーフコーディネーター  岡本  陽  松山市久米窪田 337-1     089-960-1131 

・愛媛県産業技術研究所       所長   瀬野 英二  松山市久米窪田 487-2     089-976-7612 

・愛媛県中小企業診断士協会     会長   上田  保  松山市三番町 4丁目 8-7    089-961-1640 

・愛媛県事業引継ぎ支援センター 統括責任者  平井 一臣  松山市大手町 1丁目 11-1    089-948-8511 

・日本政策金融公庫松山支店     支店長  内山 圏志  松山市三番町 6丁目 7-3    089-941-6148 

・伊予銀行内子支店         支店長  篠原 裕明  喜多郡内子町内子 2241-1    0893-44-2131 

・愛媛銀行内子支店         支店長  正岡 憲吾  喜多郡内子町内子 1620     0893-44-2145 

・伊予銀行五十崎支店        支店長  請田 高徳  喜多郡内子町五十崎甲 1303-10 0893-44-3141 

・伊予銀行小田支店         支店長  篠原 裕明  喜多郡内子町小田 81      0892-52-3141 

・上野経営事務所          代表   上野 敬治  東温市牛渕 1848-18      050-5583-2718 

・朝野税理士事務所         代表   朝野 好徳  松山市朝生田 7丁目 5-19-1302 089-935-4362 

・えひめＩＴコラボ         代表   上田  修  松山市宮田町 108-9      089-961-1387 

・表現舎              代表   中対  明  東温市田窪 1348-5       089-964-5267 

・エンカレッジ           代表   玉野 聖子  伊予郡松前町筒井 291-7     089-989-5545 

・久保田郁夫デザイン事務所     代表   久保田郁夫  伊予郡松前町鶴吉 918-7     089-985-3386 

・愛媛県商工会連合会        会長   村上 友則  松山市宮西 1丁目 5-19     089-924-1103 

 

 

<役割> 
事業計画策定・実施及び専門性の高い経営課題(計画策定、創業、第二創業、経営

革新、事業承継、新事業展開、ＢＣＰ策定、需要動向、販路開拓、ＩＴ活用等)解決

にあたっての助言・指導に関すること 
  

  商工会では、内子町の掲げる大きな戦略（「稼げる力」、「住み続けられる」）に沿いながら、より実効あらしめる

よう、事業計画策定、創業、事業承継、第二創業、経営革新、新事業展開、需要動向、販路開拓、ＩＴ活用等を通

じた地域産業の担い手確保や現有の地域資源を有効活用できる人材の育成に取り組み、町行政とともに、小規模事

業者の「稼ぐ力」の向上を図る。 
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□近隣支援機関、団体等との連携支援 

<連携者>  

連携者              役職名   代表者名    住所            電話番号 

・内子町               町長   稲本 隆壽  喜多郡内子町平岡甲 168    0893-44-2111 

（内子町総務課）           課長   山岡  敦  喜多郡内子町平岡甲 168    0893-44-6150 

（内子町産業振興課）         課長   入海  孝  喜多郡内子町内子 1515    0893-44-2123 

（内子町街並・地域振興課）      課長   林 愼一郎  喜多郡内子町内子 1515    0893-44-2118 

・内子町観光協会           会長   池田  央  喜多郡内子町内子 2020    0893-44-3790 

・内子まちづくり商店街協同組合    理事長  大西 啓介  喜多郡内子町内子 2023    0893-44-2066 

・内子手しごとの会          会長   山本 勝美  喜多郡内子町内子 2899-2   0893-44-7776 

・内子町グリーンツーリズム協会    会長   山本 忠志  喜多郡内子町内子 1515    0893-44-2118 

・内子フレッシュパークからり 代表取締役社長  土居 好弘  喜多郡内子町内子 2452    0893-43-1122 

・小田まちづくり(株)     代表取締役社長  中田 富恵  喜多郡内子町小田 81番地   0892-52-3023 

・内子町森林組合       代表理事組合長  岡田 志朗  喜多郡内子町五百木 186-2   0893-44-3118 

・内子・森と町並の設計社   代表取締役社長  稲田  繁  喜多郡内子町寺村 2478-6   0892-52-2122 

・大洲公共職業安定所         所長   大黒 智彦  大洲市中村 210-6       0893-24-3191 

・県立内子高校            校長   水田  寿  喜多郡内子町内子 3397    0893-44-2105 

・県立小田高校            校長   山下 博司  喜多郡内子町寺村 978     0892-52-2042  

・愛媛県南予地方局八幡浜支局     支局長  濱松 一良  八幡浜市北浜 1丁目 3-37   0894-22-4111 

・JA愛媛たいき農業協同組合  代表理事組合長  菊地 秀明  大洲市東大洲 198       0893-24-4181 

・愛媛県中小企業診断士協会      会長   上田  保  松山市三番町 4丁目 8-7    089-961-1640 

・えひめ産業振興財団         理事長  大塚 岩男  松山市久米窪田 337-1     089-960-1100 

・よろず支援拠点   チーフコーディネーター  岡本  陽  松山市久米窪田 337-1     089-960-1131 

・いよぎん地域経済研究センター 代表取締役   重松 栄治  松山市三番町 5丁目 10-1   089-931-9705 

・大洲商工会議所           会頭   城戸 猪喜夫 大洲市大洲 694-1       0893-24-4111 

・長浜町商工会            会長   矢野 昭生  大洲市長浜甲 1030-3     0893-52-0312 

・川上商工会             会長   大野 彰一  大洲市肱川町山鳥坂 32    0893-34-2531 

・保内町商工会            会長   山内 裕司  八幡浜市保内町川之石 3-25-3 0894-36-0519 

・伊方町商工会            会長   井上 喜樹  西宇和郡伊方町湊浦 846    0894-38-0809 

・西予市商工会            会長   沖野 健三  西予市宇和町卯之町 3-297    0894-62-1240 

・愛媛県商工会連合会         会長   村上 友則  松山市宮西１丁目 5-19    089-924-1103 

・全国商工会連合会          会長   森  義久  東京都千代田区有楽町 1-7-1  03-6268-0088 

 

 

<役割> 
地域経済の活性化(地域のブランド化、地域ブランドの確立等) にあたっての助

言・指導に関すること 
   

当商工会では、内子町が戦略に掲げる「稼ぐ力」及び「住み続けられる」をキーワードに、行政他各種団体・支

援機関等々と緊密に十分連携しながら、商工会組織の縦と横の繋がりの利点を有効に活用し、連携強化を図りなが

ら本事業計画を推進する。 

  また、地域の支援事業者が経営資源を最大限有効活用できるよう、連携支援機関として支援ノウハウの集積、支

援能力の向上を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内子町小規模事業者(経営発達支援)経営力向上 

＜地域経済活性化機関＞ 

内子町(総務課、産業振興課、町並・地域振興課) 

内子町観光協会 

内子まちづくり商店街協同組合 

内子手しごとの会 

内子町グリーンツーリズム 

フレッシュパークからり 

道の駅せせらぎ 

内子町森林組合 

大洲公共職業安定所 

県立内子高校 

県立小田高校 

愛媛県南予地方局八幡浜支局 

愛媛たいき農業協同組合 

愛媛県中小企業診断士協会 

えひめ産業振興財団 

よろず支援拠点 

愛媛県産業技術研究所 

ＩＲＣ地域経済研究センター 

大洲商工会議所 

長浜商工会 

川上商工会 

保内町商工会 

伊方町商工会 

西予市商工会 

＜専門家（ｺﾝｻﾙ）＞ 

中小企業基盤整備機構四国本部 

中小機構四国本部松山オフィス 

えひめ産業振興財団 

よろず支援拠点 

愛媛県産業技術研究所 

愛媛県中小企業診断士協会 

愛媛県事業引継ぎ支援センター 

愛媛県商工会連合会(広域ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ) 

全国商工会連合会 

税理士 

社会保険労務士 

えひめＩＴコラボ 

ＩＴコーディネーター 

クリエイティブデザイナー 

 

＜地域金融機関＞ 

日本政策金融公庫松山支店  伊予銀行内子支店 
愛媛銀行内子支店      伊予銀行五十崎支店 

       伊予銀行小田支店 

 

 

関係機関等 

＜連 携＞ 

内 子 町 

商 工 会 

 

支 

援 

(伴走的) 

(持続的) 

(重層的) 
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