
経営発達支援計画の概要 
 

実施者名 
（法人番号） 保内町商工会（法人番号４５００００５００３６３８） 

実施機関 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目    標 

国・愛媛県・八幡浜市及び経営発達支援計画支援機関と連携し、小規模事業者に

共通する課題である「将来への展望」「売上の向上」「利益の確保」を計画的に達成

させる事業計画の策定から着実な計画実施のため、事業者に寄り添った支援を行い

経営品質を向上させ「小規模事業者の経営を持続化させること」を目標とする。併

せて、起業、創業・第二創業（経営革新）支援や事業承継支援を行う。 
また、地域資源を生かした観光産業の推進“おもてなし”お接待による経済活動

ができる小規模事業者の支援を推進する。 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 
１．地域経済動向調査に関すること【指針③】 
①業種別（製造業、建設業、小売業、サービス業）に経済動向を調査・分析し

事業形態に応じた経営支援に活用する。 
②整理分析した情報は巡回・経営指導に活用また、商工会だより、ホームペー

ジで情報提供する。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
①ネット de 記帳による経営分析及び経営セミナー、専門家による経営分析・

指導を実施する。 
②巡回訪問等による経営課題の把握と SWOT 分析等による個別事業者の経営

分析を実施する。 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
①経営分析、経営分析セミナー及び事業計画策定セミナーをとおし事業計画策

定へ発展させる。 
②八幡浜市「創業支援計画」と連携し、創業・第二創業希望者の発掘から経営

革新計画、販路開拓など経営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事業実施、その後の成果を四半期毎の事業所訪問で、事業実施状況を確認す

る。 
②事業結果を客観的に判断、目標が達成できているものは継続、達成できてい

ないものは、原因の検証と新たな事業展開を伴走型支援により実行する。 
③着実な事業実施に必要な資金の活用を支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
①道の駅“みなっと”において、消費者の購買ニーズ調査を実施する。 
②観光産業の振興に係る需要調査として観光来訪者、旅行代理店へ需要動向調

査を実施する。 
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】 
①ＩＴを活用した支援として、ホームページ、ＥＣサイトなどＳＮＳによる情

報発信で、新たな需要の開拓を支援し売上向上を目指す。 
②5 か年間で計画的な見本市・商談会の参加を支援する。 

 
Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
 地域資源である近代化産業遺産（明治の町並み）による観光産業の振興及び人材

育成に取り組み地域のにぎわいの創出を図る。 

連絡先 

〒796-0201  
愛媛県八幡浜市保内町川之石 3-25-3 
保内町商工会 
TEL：0894-36-0519  FAX：0894-37-2045  E-mail：honai@mf.pikara.ne.jp 

 

mailto:E-mail%EF%BC%9Ahonai@mf.pikara.ne.jp
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（別表 1） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

Ⅰ 保内町の現状 

１．地理的概要 

保内町は、四国の西南方日本で一番細長い愛媛県佐田岬半島の基部に位置し東は、八幡浜、大

洲市長浜、西は伊方町に接し北は伊予灘、南は宇和海に面している。 
 

 

 

 

２．歴史的概要 

保内町は、昭和 30年（1955 年）喜須来村、川之石町、宮内村、磯津村が合併し人口 16,788

人を有する西宇和郡の中心部に誕生した。その後、平成 17 年（2005 年）3 月隣接する八幡浜

市と合併し、人口約 42,000 人の新八幡浜市が発足した。商工会は合併することなく既組織で現

在に至っている。 

 

３．人口の概要 

平成 16 年（2004年）の人口は 10,892人、世帯 4,329 戸で、1 万人をキープしていたが

同 27 年（2015 年）1 万人を割ってしまった。 

人口及び世帯を平成 16年（2004 年）と比較すると約 1 千人、世帯では約百世帯が減少して
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いる。 

人口減少の内訳では、商店街の中心地である川之石地区の減少が 58％を占めている。喜須来地

区は人口・世帯共が増加し、宮内地区では、人口が減少するものの世帯数が増えている。両地区

とも生活基盤である道路整備が進み、集合住宅が増えている。 

今後においても人口は、現状の推移で減少が見込まれる一方、保内町の中心地である喜須来・

宮内地区の一部に人口集中が予想される。 

 
人口・世帯調べ       

地区名 
人口 Ｈ16 Ｈ19 Ｈ22 Ｈ25 Ｈ27 H28.09   

高齢化率 世帯 ① ② ③ ④ ⑤ ⑤－①H16 年比 

保内町 
人口 10,892 10,650 10,459 10,213 9,925 -967 

32.6% 
世帯 4,329       4,428 99 

うち喜須来 
人口 2,784       2,860 76 

27.8% 
世帯 1,037       1,221 184 

うち川之石 
人口 3,471       2,913 -558 

36.0% 
世帯 1,447       1,358 -89 

うち宮内 
人口 3,832       3,591 -241 

29.4% 
世帯 1,452       1,536 84 

うち磯津 
人口 805       561 -244 

58.8% 
世帯 393       313 -80 

商工会員数 332 304 297 283 277 -55   

（住民基本台帳から） 

 

Ⅱ 産業の興り 

保内町は、海と山と川に恵まれた温かく穏やかな気候は柑橘栽培の適地である。古来から農・

林・水産業をそれぞれの時代の社会構造の要請にうまく適合させながら、豊かな歴史と優れた産

業・文化を育んできた。 

特に、産業では、江戸時代からハゼ栽培や海運業が盛んになり、明治に入ると新政府の殖産興

業政策を受けて鉱業・海運業・紡績業などの商工業が発達。明治 11年（1879 年）には、愛媛

県で初めての第二十九国立銀行が開業、同 22 年（1889 年）には四国で最初の宇和紡績工業が

稼働し同時に電灯がともるなど、強い財力を背景に古くから愛媛南予地域の経済界をリードして

きた。 

 

１．鉱業 

当地域は、豊富な鉱山資源に恵まれ明治期から鉱山の開発が進み昭和初期まで、鉱業は保内町

の産業上重要な地位を占めていた。昭和 33年（1958 年）鉱石価格の低落したことから採鉱を

中止閉山した。 

 

２．工業 

保内町の工業は、明治・大正・昭和の三代にわたり紡績業により支えられてきた。宇和紡績か

ら始まり東洋紡績川之石工場と変遷し、昭和 3 年（1928 年）には川之石町民の三人に一人は同

工場の従業員であった。戦後は、地方からの輸送コストと全国的な生産過剰、輸出不振のため昭

和 35 年（1960 年）紡績工場が閉鎖された。 

 

Ⅲ 商工業の概況 

 平成２４年（2012 年）当区域の商工業者数は 383 業者、その内小規模事業者は 364 業者で
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95 パーセントを占める。構成別では、卸・小売業が 34 パーセントで、以下建設業、製造業とな

っている。平成 21 年（2009 年）と同 24 年（2012 年）を比較すると小規模事業者は約 10

パーセント減少している。 
 

商工業者・小規模事業者調べ 
年 区分 建設業 製造業 卸・小売業 宿泊・飲食業 サービス業 その他 計 

2009 商工業者数 46 43 141 33 47 118 428 
内小規模事業者数 46 29 138 32 47 111 403 

2012 商工業者数 44 42 125 34 35 103 383 

内小規模事業者数 44 35 123 33 33 96 364 
（2009／2012 年経済センサス活動調査から） 

 

1．商工業の現状分析 

１）工業・製造業の概況（現状と課題） 

昭和 40 年代（1965 年～）には、川之石湾付近の工場適地に工場進出が盛んで造船業、二

次製品製造業など工場があいついで設置された。 

また、八幡浜地方特産の柑橘を加工するジュース工場、豊富な水産資源を加工する魚肉加工

場、和・洋菓子の食料品加工場、梱包資材製造業が大きな保内町の工業の柱になっている。 

これらの要因は、行政の積極的な企業誘致と宇和海の恵みである水産資源と、山の恵みであ

る地下水に恵まれた自然環境の地理的・地形的条件が揚げられる。 

平成 7 年（1995 年）と平成 16 年（2004年）の産業分類別を比較してみると、事業所数

は約半分に減少している。最も多い事業所の食料品製造業は、15 事業所から 10 事業所に減少

しているが製造出荷額は増加している。この減少を見ると小規模・零細事業所から中小企業の

製造額が増えていることがわかる。 

また、明治 17 年（1884 年）から現在まで引き継がれている地場産業の一つである蚕種製

造業は西日本唯一で、養蚕界に蚕（かいこ）を提供している。愛媛県西予市が地域の農林水産物

や食品を知的財産として守る「地理的表示保護制度」に登録された“伊予生糸”の生産の原材

料を支えている。 

二次製品製造業・食料品製造業等は、地場産業として地域の経済を支えてきたが、近年では、

少子高齢化による人手不足から技術の承継に課題がある。 
 

産業分類別事業所調べ     単位：社・人・百万円 

年 
地

区 
項目 食料品 

衣

服 
木材 

印

刷 

化

学 
ゴム製

品 
窯業 金属 

電気機

械 

運送機

械 
計 

7 保内 

事業所数 15 10 9 2 1 2 4 3 2 5 58 

従業員 878 153 139 X X X 121 8 X 103 1,672 

製造品出荷額 14,299 640 3,974 X X X 1,826 67 X 2,003 24,474 

16 保内 

事業所数 10 1 6 2 2   3     2 26 

従業員 844 28 89 8 45   95     55 1,164 

製造品出荷額 16,166 X 1,625 X X   2,043     X 22,579 

備考：産業分類項目一部省略      産業分類別統計より 

 

２）商業の概況（現状と課題） 

平成 3 年（1991 年）の商業では、事業所数 209 店、従業員 758 人、年間購買額約 150億

1,600 万円で、卸売業 83 億 3,500 万円、小売業 66 億 8,000 万円である。 

平成 16 年（2004 年）では、事業所数 163店（H3 年比－22％）、従業員 696 人（H3年

比－8％）、年間購買額約 117 億 6,600 万円（H3 年比－21％）で、卸売業 24 億 5,200万円
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（H3 年比－71％）、小売業 93 億 1,400 万円（H3 年比＋39％）である。 

商工会員数では、平成 3年（1991 年）商工会員 361 会員、平成 16年（2004 年）は、332

会員（H3 年比－8％）、平成 26 年（2014 年）は、281 会員（H3 年比－22％）で 80 会員

が減少している。 

社会基盤である道路整備は、平成 3年（1991年）ころから急速に進展し県都松山市と結ばれ

る国道 378 号が順次整備され、平成 11年（1999 年）国道 378 号ごぜトンネルが開通し、移

動時間が大きく短縮された。 

平成 18 年（2006年）には、国道 197 号宮内交差点が三車線改良、平成 25 年（2013 年）

地域高規格道路名坂道路が完成し交通体系が整備され、消費者の生活行動が拡大し近隣都市商圏

に吸収された。川之石本町を中心に組織していた商業協同組合は、平成 21 年（2009 年）に廃

止されている。 

このように交通体系が整備され国道沿いに、量販店、ドラックストアーなど大型店舗、コンビ

ニエンスストアーが進出、小売業者は平成 3 年（1991 年）180 店から平成 16 年（2004年）

には 144 店となり 36店減少している。 

一方、小売業者は減少しているものの平成 16 年（2004 年）の小売業者購買額は、対比平成

3 年（1991 年）では、39％伸びている。これは、国道沿いの店舗の売り上げによるものと思わ

れる。保内町における商業エリアは川之石から宮内交差点周辺へ移っていった。 

交通体系の整備により人・物の流れは活発化されることが予想される。既存の小売業者はこれ

をチャンスと捉え、隣接する地域への商圏域の拡大（配達・御用聞き販売）ＩＴを活用した通販

など販路開拓に取り組まなければならない。 
 

卸・小売業別調べ 
        

年
次 

市町別 

事業所数（店）   従業者数（人）   年間販売額（百万円） 

商工会員数   卸売業 小売業   卸売業 小売業   卸売業 小売業 

3 保内町 209 29 180 758 191 567 15,015 8,335 6,680 361 

11 保内町 201 26 175 685 140 545 13,127 4,823 8,304 332 

14 保内町 172 20 152 776 124 652 11,566 2,207 9,359 335 

16 保内町 163 19 144 696 106 590 11,766 2,452 9,314 332 
          商業統計から 

 

３）観光の概況（現状と課題） 

保内町川之石地区は、明治政府の殖産興業の推進により鉱業・海運業・紡績業など近代産業が

発達した。同地区では、近代産業を象徴する建築物である赤レンガ倉庫をはじめ近代洋風建築物

等が数多く残り町並みとして形成されている。同地区は、地域住民と事業所、行政が協働して近

代化産業遺産の保存・活用に取り組んでいるところが最大の強みである。 

地域及び事業所では、自らが所有する建築物を国登録有形文化財及び近代化産業遺産に登録、

企業では銅山坑道の復元、行政は、近代化産業遺産を生かした修景整備を行い町の歴史・文化が

観光資源となっている。 

平成 25 年（2013 年）4 月に開設された八幡浜道の駅“みなっと”は年間 100 万人の来場

者が続いている。更に昨年オープンした黒湯温泉“みなと湯”及び既存の観光地である佐田岬と

海鮮の影響により川之石の近代化産業遺産（明治の町並み）見学者も増加し現在では、ボランテ

ィアガイドが案内する見学者は年間 3,000 人を超えている。 

保内町の町並み観光は、通過型となっており町並み観光による消費の向上は見られない。地域

の魅力である「近隣では見られない近代化産業遺産」と古来伝統を受け継がれている「生活文化・

祭り文化」と融合させた「新たな観光サービス」の情報発信により地域消費向上を図らなければ
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ならない。更には、隣接する八幡浜、伊方町、大洲市など広域での観光推進を図り地域滞在型に

よる地域及び経済の活性化を目指して行かなければならない。 

 

   
赤レンガ倉庫ともっきんろーど、美名瀬橋      琴平地区レンガ小路 

 

   
旧白石和太郎洋館（市指定有形文化財）         愛媛蚕種（国登録有形文化財） 

 

４）商工会員の現状と課題 

商工会では、会員が抱える経営課題を把握することから「会員ニーズアンケート調査」を平成

28 年（2016 年）9 月に実施した。回収率は 61.4％で、（137 会員／223 会員）主な内容は

次のとおりである。 
 

会員ニーズアンケート調査の概要 

設問 回答内容 

代表者の年齢 39 歳以下：1％  40歳代：24％  50歳代：29％   

60 歳代：31％  70歳代：9％  80歳以上：5％ 

現在の経営状況 良い：3％  まあまあ：10％  普通：37％   

やや悪い：32％  悪い：18％ 

現在抱えている経営上の問題点
（上位 4 項目抽出、複数回答） 

先行きの不安：64 人  売上の伸び悩み：53人  

利益の減少：50人  人材の確保：35人 

将来の事業計画（経営計画）策定

状況 

立てている：29％  立てていない：45％   

今後たてる予定 14％  たてる予定はない：9％   

関係機関の指導があれば立てる：3％ 

今後の事業（経営）展開について これまで通りの経営方針を続ける：63％ 

新たな販路を開拓したい：26％ 

新たな商品を開発したい：7％  その他：4％ 
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後継者について 決めている：33％  決めかねている 16％   

決めていない：51％（内将来廃業の考え 70％） 

今後商工会に提供してもらいた

いサービス、支援（上位 5 項目抽

出、複数回答） 

経理や記帳、税務申告等：57 人  円滑な資金調達：46 人  

中小企業施策や補助金の情報提供：41 人   

社会保険・労働保険事務：36 人   

経営講習会やセミナー開催：34人     

 

１）現状 

①事業所の代表者の年齢では、30 歳代から 50歳代以上 55％、60 歳代以上では 45％である。 

②経営状況では、普通以上と悪いの比率は半々である。 

③経営上の問題点では、先行きが不安で利益の減少・伸び悩み、人材確保で、将来に対する不安

感が現れている。 

④「将来の事業計画を立てている」と「新たな販路を開拓したい」がほぼ同数の回答である。 

⑤後継者については、決めていない 51％のうち 70％が廃業を考えているが、30％は事業継続

を望んでいる。代表者の年齢のとおり 60 歳以上の事業主を含めた高齢の事業主において、将

来廃業に直面していることになる。 

⑥今後商工会に提供してもらいたいサービス・支援については、従来どおりの記帳・申告指導、

資金調達が多い。将来を見据えた支援については、様々な情報提供、経営セミナー、IT 活用の

要望がある。 

２）課題への対応 

社会情勢や地域経済の停滞及び高齢化社会により将来に向けた積極的な投資傾向はうかがえな 

いものの、50 歳代までの事業者が半数を占め、様々な情報提供、経営セミナー開催を望む意見が

ある。 

「将来への展望」「売上の向上」「利益の確保」など、将来に向けた取り組み、希望に応えられる 

よう常に事業者の意見を聞き充実した支援を行ない、小規模事業者の活性化と地域経済の活性化

に結びつける魅力ある地域づくりに組織を揚げて取り組まなければならない。 
 

 

 

Ⅳ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

保内町の商工業の現状と課題は、先述したⅢ－1－1）から 4）のとおりである。 

当商工会会員アンケート調査では、事業所の代表者年齢は 50 歳代までが全体の 50％以上を

占めている。将来に希望が持てる年代構成である。人的パワーと地域資源（潜在能力）を生かし

商工業の振興に取り組まなければならない。 

八幡浜市総合計画（平成 28 年度～37年度「10 か年計画」）の基本計画の第 2章「産業・観

光」では、「商工業の振興・雇用の場の確保・観光の推進」が掲げられている。当商工会の小規模

事業者の中長期的な振興のあり方は、同計画と連携し関係支援機関と協働し推進する。 

 

１ 中長期的な振興のあり方  

1）商工業の振興方針では 

若手経営者、後継者を対象に経営者としての人材育成、技術の継承を支援し、地域資源と地域

の魅力を生かした地域密着型の事業展開と合わせ、ＩＴを活用した販路開拓に取り組む。 

2）雇用の場の確保の方針では 

八幡浜市をはじめ支援機関と連携し創業支援から小規模事業者の振興に係る支援事業に取り組

む。また、人手不足が顕著な小規模事業者においては、職場環境整備による“生涯現役”を合言

葉に、今まで培ってきた技術・経験を生かした技術の継承と事業継続に取り組む。 
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3）観光産業の推進方針では 

隣接の観光拠点（道の駅“みなっと、黒湯温泉“みなと湯”）から川之石地区に残る“明治の町並み”

「旧白石和太郎洋館、旧宇都宮壮十郎邸から“もっきんろーど“、赤レンガ倉庫、美名瀬橋への

ルート」に観光客を誘導し、近代化産業遺産、国登録有形文化財、土木学会選奨土木遺産等を生

かした観光産業に取り組む。 

また、古来伝統を受け継ぐ祭り文化“練り”（御車、五ッ鹿、御船、唐獅子、牛鬼、四ッ太鼓）が明

治の町並みが残る沿道を練り歩いている。近代化産業遺産と祭り文化の融合により観光の質を向

上させる。更に、祭り文化をとおし見学から参加・体験型へ観光産業を発展させる。 

 

２ 経営発達支援計画の目標 

 小規模事業者の中期的な振興は「地域における商工業者の収益向上や雇用創出につながる経営

支援」が最大の使命である。 

小規模事業者に共通する課題である「将来への展望」「売上の向上」「利益の確保」を計画的に

達成する事業計画の策定から着実な計画実施のため、事業者に寄り添った支援を行い経営品質を

向上させ、「小規模事業者の経営を持続化させること」を目標とする。 

1）目標達成に向けた事業方針 

小規模事業者が経営を持続的に行うために必要なものは、独自能力の保有を図ることである。

小規模事業者ゆえに、「小回りがきく。消費者ニーズに柔軟に対応できる。独自の高付加価値創造。」

などの能力が小規模事業者の強みである。個社の強みを生かした伴走型支援を展開する。 

また、地域資源を生かした観光産業の推進“おもてなし”お接待による経済活動及び起業、創

業・第二創業（経営革新）支援や事業承継を推進する。 

経営計画目標達成に向け、潜在能力の高い“人的・物的資源”を最大限に活用し“モデル小規

模事業者”を「重点支援対象事業者」として計画を推進する。 

〈重点支援対象事業者⇒若手経営者・後継者のいる事業者〉 

人口減少・少子高齢化・大型店舗等の進出から、厳しい経営環境の中で将来に向け経営に取り

組んでいる若手経営者・後継者のいる事業所をモデル小規模事業者として重点支援し、その取り

組みを地域全体に広げる。 

〈具体的目標値〉 

経営計画策定事業者：75 事業所／5か年延数 

商工業の目標：ＩＴを活用した情報発信及びネット販売。22事業所／5か年延数 

       計画的な見本市・商談会参加を支援し、県内見本市・国内見本市・沖縄及び海外

見本市において 6成約／最終年次を獲得する。 

       新たに整備される交流拠点を中心に“にぎわいの創出”による地域経済の活性化

を図る。 

雇用の場の確保目標：事業承継では、会員アンケート調査で後継者について「決めかねている」

の内、「自分がしばらく現役を続ける」と回答した事業所において、技術

の継承を推進する。12事業所／5か年 

          生涯現役の取り組みでは、雇用条件・雇用時間等において可変的な対策を

実施する。2 事業所／5か年 

観光産業の目標：次の事業を展開し観光客数 3,000 人から 10,000人を目指す。 

       ・近代化産業遺産（明治の町並み）関係者・関係機関・地域活動グループと協同

した周遊メニューづくり及び情報発信。 

       ・八幡浜市と連携し旧宇都宮壮十郎邸の近代産業歴史館整備。 

       ・交流拠点での“おもてなし”“お接待”による交流人口の拡大。 

〈達成のための支援〉 

経営発達支援計画の目標達成に向け愛媛県、八幡浜市、地域金融機関、支援機関、その他機関
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と連携し支援事業を実施する。 

併せて、持続化補助金、ものづくり補助金による経営計画、新たな事業展開への経営革新計画、

融資や補助金利用の経営改善計画の策定支援から策定後の実施支援、進捗状況の確認、事業評価

など小規模事業者の状況や要望に合わせた支援を展開する。 
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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 30年 4 月 1 日から平成 35 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】 

小規模事業者に寄り添った伴走型支援には、地域経済動向を常に的確に把握しておかなければ

ならない情報である。日本政策金融公庫の国民生活事業の貸付利率は毎月本会役員へ情報提供し

ているが、これまで愛媛県商工会連合会発行「中小企業景況調査書【えひめ版】」また、毎週購読

している「愛媛経済レポート」等については、職員内の情報供覧に止まり事業所・会員までは届

いていなかった。地方の小規模事業者を取り巻く経済環境は厳しい状況が続き景気回復が見込め

ない状況である。 

〈地域経済動向調査の目標〉 

社会情勢を見極めた小規模事業者の経営支援のため、関係機関が発表する景況調査・統計調査

による情報収集及び小規模事業者の巡回訪問による経営状況を把握し、事業者の事業形態に応じ

た適切な経営支援に活用するため実施する。 
 

【実施事業】 

１）中小企業景況調査【新規】 

中小企業庁、愛媛県商工会連合会、八幡浜商工会議所の景気動向調査を基に、製造業・建設業・

小売業・サービス業における売上額、採算、資金繰り等の推移を次表のとおり分析し事業計画策

定・経営支援等に活用する。 

〈巡回訪問による情報収集〉 

平成 29 年度から中小企業景況調査（全国商工会連合会）を 31 年度まで実施することとなっ

た。調査内容は、製造業３社、建設業 2 社、小売業 4 社、サービス業 6 社で、売上・仕入・採

算・資金繰り・経営上の問題点である。収集した情報は、上記と合わせて調査・分析、その結果を

公表し事業所支援に活用する。なお、本調査は、全国商工会連合会の定める調査実施期間終了後

も継続して実施する。 

 

調査名 調査 調査業種・項目・分析 活用 

中小企業景

況調査 

四半

期毎 

関係機関が行なった調査結果を次のとおり分析する。 

業 種：製造・建設・小売・サービス業に区分。 

項目・分析：業種毎に売上額、仕入、採算、資金繰りの

推移、経営上の問題点を分析。 

情報提供：分析情報は、上記４業種に合わせ経営上の

問題点を含め、全国、愛媛県、管内に整

理、前々年同期と比較した情報提供とす

る。 

巡回訪問・指導（随時） 

経営計画策定資料 

個社の経営課題の抽

出 

職員の共通情報とし

て共有する。 

愛媛県中小

企業景況調

査 

八幡浜市内

景気動向調

査 

当商工管内

企業景況調

査 

四半 

期毎 
収集した情報は、中小企業景況調査報告書【えひめ版】 

に準じ次のとおり分析する。 

業 種：製造、建設、小売、サービス業。 

項目・分析：売上・仕入・採算・資金繰り・経営上の問題

点を分析。 

情報提供：報告書にまとめ情報提供する。 
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2）経済団体調査【新規】 

いよぎん地域経済研究センター発行「調査月報 IRC MONTHLY（愛媛県経済の動き）」や愛

媛経済レポートを活用し地域経済の動き、新規事業の動き、個社の事業経営方針など情報を収集、

把握し経営指導と新たな事業展開に活用する。 

 

調査名 調査 調査項目・分析 活用 

IRC 

MONTHLY 

毎月 県内の景気概要及び物価・消費・観光の景気動向

を基に、個人消費の動向を分析する。 

巡回訪問・指導（随時） 

経営計画策定資料 

個社の経営課題の抽出 愛媛経済レポー

ト 

毎週 地域経済の動き、新規事業の動き、個社の事業経

営方針など県内業種の動向を把握し、経営展開の

参考資料としてデータ分析する。 

 

3）情報提供と活用方法 

・中小企業景況調査、経済団体調査について整理・分析した情報の事業者提供は、ホームページ

での掲載や、新聞折込により町内全戸配布する商工会だよりで実施する。情報提供は、四半期

毎に行う。なお、経済団体調査については、必要に応じタイムリーな情報として随時ホームペ

ージで発信する。 

・分析した情報は、全職員が共有し経営分析・事業計画策定・巡回訪問等個社支援及び事業計画

策定後の実施支援における評価の基礎データとし活用する。 

 

情報提供の目標 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 備考 

ホームページ 0 4 4 4 4 4 経済団体調査は四半期＋随時発信 

商工会だより 3 3 4 4 4 4 新聞折込みにより町内全戸へ配布 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営基盤の強化を図るには、個別の経営状況を把握することが重要である。記

帳代行事務を受けた事業者については、過去において記帳システム「ネット de 記帳」による財務

診断を基に個別指導を行なっていたが、近年においては指導に至っていない。 

経営状況等の分析は、持続化補助金事業に合わせ経営計画セミナーを実施している。今後も補

助金事業に関わらず経営分析に関するセミナーを開催する。併せて、ネット de 記帳による財務

診断の結果をベースに、専門家支援を受け経営分析を行う。 

〈目標〉 

経営分析は、経営計画策定の第一段階の作業として実施する。経営分析は、個社の経営実態を

把握し計画策定・経営支援の資料に活用することを目的に実施する。 

 

【実施事業】 

1）記帳代行事務による経営分析【充実・拡大】 

〈手段・方法〉 

記帳代行システム「ネット de記帳」による財務診断（経営計数分析、貸借対照表、損益計算書、月別売

上実績、損益分岐点、経営分析レーダーチャート）により経営分析を実施する。 

分析は、損益分岐点分析による利益体質を確認。更に、収益性・安全性・労働生産性など事業

所、業種に合わせた経営内容を分析する。 

〈活用〉 
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分析した情報は、事業者、指導員・支援員が共通理解し、経営支援の基礎資料とする。更に、先

述した地域経済動向を踏まえ経営課題を洗い出し、需要動向を見極め事業計画策定に活用する。 

 

2）経営分析セミナーの取組み【充実・拡大】 

〈手段・方法〉 

小規模事業者を対象に、経営内容を正確に把握するため基礎的な会計セミナーを実施する。セ

ミナーは、先述した記帳代行システムによるデータを基本に財務分析、財務管理についての知識

習得を図る。 

セミナーは 5 か年計画で実施し会計知識の向上を図り、自社の財務分析から経営内容を正しく

理解し、将来の経営方針である事業計画が描ける経営者育成を目指す。 

〈活用〉 

・記帳代行システムによる経営分析と経営分析セミナー参加者は、経営計画策定支援対象者とし

て、計画策定に発展させる。 

・自社の経営内容を正しく把握し、経営状況の分析の必要性と、適切な会計処理・会計知識を身

につけ経営改善の向上と経営管理ができる経営者の育成を図る。 

 

3）巡回訪問・窓口相談による経営課題の把握【充実・拡大】 

〈手段・方法〉 

・経営指導員・支援員の巡回訪問（１回／四半期ごと）及び毎日の窓口相談により経営課題を把握

する。 

・重点支援対象事業者には、巡回により経営課題を把握するためヒアリングシートを活用し「売

上高・市場状況・仕入状況・従業員の技術継承状況・商工会への要望」の課題を把握する。 

〈情報の分析〉 

把握した情報は、地域経済動向調査を踏まえ SWOT 分析（外部環境の機会・脅威、内部的環境の

強み・弱みの分析）または、3C 分析（市場・顧客、競合、自社）により、自社の強み、弱みは何か？、

顧客が何を求めているか？、などの分析を実施する。更に、専門的な経営分析は専門家派遣事業

により実施する。 

〈活用〉 

分析結果は、事業者及び経営指導員・支援員が共通理解し、経営計画策定の基礎データに活用

する。また、専門家を含め個社指導（計画策定・事業評価）の支援に活用する。 

 

経営分析の目標 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 備考 

ネット de 記帳経営分析数（件） 0 20 40 50 60 70 
 

経営分析セミナー開催数（回） 1 1 1 1 1 1  

経営分析セミナー参加数（人） 9 10 15 20 25 30  

巡回訪問数（件） 0 80 160 200 240 280  

聞取り調査による経営分析数（件） 0 10 15 20 25 30  

専門家派遣回数（件） 0 3 5 8 10 15  

 

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業計画の策定は、事業者が将来の目標を定め目標に向けて事業を展開するガイドラインであ

る。事業計画は、中長期的な全体計画を基に短期的実施計画を策定しなければならない。 

事業計画策定支援は、地域の経済動向を見極め、自社の経営状況の分析結果から地域需要の現

状を基に将来 5 か年を予測し、新たな顧客獲得・新規商品開発・販路開拓等を加えた計画策定を

目標に支援する。更に、経営管理が出来る経営者育成支援を併せて実施する。 
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【実施事業】 

1）事業計画策定セミナーと支援事業【新規】 

〈目的〉 

セミナーは経営分析で得られた自社の強みを生かし、社会環境の変化に対応し持続的事業経営 

を図る事業計画の策定を目的に実施する。 

〈支援対象〉 

計画策定セミナーは、2【指針①】で、経営分析、経営分析セミナー参加者をはじめ、当商工会

管内で、計画を立てていない事業者を対象とする。 

尚、本事業計画策定セミナー参加者の内、経営分析・経営分析セミナーに参加していなかった

事業者には、事業計画策定に必須である経営分析支援を行なう。 

〈手段・方法〉 

・事業計画策定セミナーの開催は、商工会ホームページ、商工会だよりで広く周知する。 

・経営分析を実施し経営分析セミナー参加者には、巡回訪問において事業計画策定のステップと

して積極的受講を勧誘し、事業計画策定へ発展させる。 

・セミナーの実施に当たっては、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

拠点と連携し専門家支援により 2 回／年実施する。 

〈活用〉 

セミナー受講者には、経営分析で抽出した自社の強み・弱み（経営課題）に地域経済動向、需

要動向調査データを加え、小規模事業者の課題である「売上の向上・利益の確保」等目標を定め

た計画策定を行ってもらう。 

 

事業計画策定の目標 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定セミナー開催数 0 2 2 2 2 2 

事業計画策定セミナー参加者（人） 0 20 30 40 50 60 

事業計画策定事業者数（人） 0 5 10 15 20 25 

経営分析・セミナー不参加業者支援数（人） 0 3 5 5 5 5 

 

2）創業・第二創業支援事業【充実・拡大】 

〈目的〉 

八幡浜市の「創業支援計画（創業セミナー）」と連携し、創業・第二創業希望者の発掘から経営

革新計画の策定、販路開拓など事業計画策定のフォローアップ支援を行う。 

〈手段・方法〉 

・行政と連携し創業・第二創業希望者を掘り起こす。また、巡回訪問等により第二創業を希望す

る事業所の掘り起こしを行う。 

・創業・第二創業の事業計画策定の基礎知識として、創業支援セミナー参加を支援する。 

・支援機関と連携した専門家派遣による経営相談・経営指導の支援を実施する。 

・行政等支援機関と連携し、目指すべき事業モデルの構築に必要な収支計画・資金計画等による

事業計画策定支援を実施する。 

 

創業支援セミナー参加目標           
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

創業支援セミナー参加回数 0 2 2 2 2 2 

創業支援セミナー参加者（人／1 回） 0 3 5 8 10 15 

創業・第二創業事業計画策定件数  0 2 2 3 4 4 

専門家派遣回数 0 1 1 2 2 2 
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４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後は、事業計画がきちんと実行されるよう事業者のフォローを行うことが一番重

要である。 

〈計画策定後の実施支援目標〉 

事業実施状況について四半期に 1回以上確認しながら目標に向けた持続的な事業経営の支援を

実施する。また、産官学金とも連携しながら事業者が計画に基づき事業を進められるよう様々な

フォローを伴走型支援により実施し持続的発展を図る。 

 

【実施事業】 

1）事業計画策定後のフォローアップ【新規】 

〈事業実施状況確認〉 

計画策定⇒事業実施、その後どのような結果（成果）が現れたか、四半期毎に最低１回以上訪

問し事業計画に沿った「売上高・市場状況・仕入状況・技術継承」等きめ細かな聞き取りにより

情報収集を行い計画実施状況（結果）の確認を実施する。 

〈評価及び改善支援〉 

事業結果（計画実施状況）は、事業者・指導員の双方で整理分析し計画と比較する。分析結果

を客観的に評価を行うため、専門家からアドバイスを受ける。 

評価は事業者と互いに共通理解する。目標が達成できたものについては継続し、達成できなか

ったものについては、原因を検証し伴走型支援による新たな事業展開を実行する。 

〈資金支援〉 

着実な事業実施となるように必要な資金確保については、国・県及び市の補助制度を有効活用 

するため制度の周知から申請までの支援を実施する。 

また、日本政策金融公庫、八幡浜市の資金融資など有利な融資制度の周知と申請の支援も実施 

する。 

資金支援は、事業計画に沿った計画的な設備投資、新たな事業の取り組み、販路開拓・拡大な

ど伴走型支援の中で適切な時期を見極めて実施する。 

 

進捗状況確認（フォローアップ）目標 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

フォローアップ事業延数 0 5 15 30 50 75 

フォローアップ延回数 0 20 60 120 200 300 

創業・第二創業フォローアップ延回数 0 8 16 28 44 60 

 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者が事業計画を策定し事業を実施したとしても需要に応じていなければ事業の持続

的発展は望めない。事業計画策定においても需要動向は最重要項目である。 

当商工会では、消費者の意識調査等は実施した例がない。強いて言えば、平成 27 年度事業「地

域商品券」利用状況が揚げられ、地域大型スーパーでの消費が 42%以上であることを確認した。 

小規模事業者において消費者ニーズは、売上を基に曖昧に捉えているのが現状である。 

少子高齢化、過疎化を踏まえ、新たな消費者ニーズを把握し、需要に応じた商品・サービスを

提供しなければならない。 

また、保内町に隣接する道の駅“みなっと”・黒湯温泉“みなと湯”は来訪者で活況を続けて

いる。合わせて、保内町川之石に残る近代化産業遺産（明治の町並み）見学者も年々増えており、

来訪者の欲求・要望に応える商品・サービスの提供を実施しなければならない。 
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【実施事業】 

1）需要動向調査と目標【新規】 

八幡浜海の玄関（フェリー乗り場）に位置する道の駅“みなっと”は開設以来市内外から 100

万人／年の来場者が続いている。来場者を通し消費者ニーズに関するアンケート調査を行う。 

調査は、新たな需要の獲得、新商品・新サービスの開発に活用する目的で実施する。 

調査内容は、当地域を代表する水産加工練り製品における需要動向調査では、次のとおり行い

小規模事業者に情報を提供する。尚、その他の商品・サービスについても同様に調査を実施する。 

 

〈調査対象〉 

道の駅“みなっと”来場者を対象に、職員 5 人×20人＝100 人／日を対象とする。 

〈調査時期〉 

5 月・9 月の連休に合わせ２回／年実施する。 

〈調査品目〉 

・水産加工練り製品（かまぼこ、ちくわ、じゃこ天ぷら「以下『練り製品』」） 

〈調査項目〉 

・来場者の情報として、年齢・性別・住所地、来場の目的。 

・消費ニーズとして、購入した練り製品の種類・製造業者・数量・金額・購入頻度・購入理由・体

裁、更に商品の満足度・要望・今後期待すること。 

〈調査方法〉 

商工会職員が午後一番に、アンケート調査表を基に聞き取り調査を実施。来場者の負担になら 

ないよう１分程度で調査を行う。 

〈分析方法〉 

・調査項目毎に情報を整理・分析する。また、練り製品の商品毎に要望、今後期待することを年

齢・性別毎にデータ化する。 

・製造業者（個社）毎にも、先の項目により整理・分析する。 

〈活用〉 

・個社毎に整理・分析したデータは、巡回訪問で情報提供し個社支援に活用する。 

・情報は、新商品開発、付加価値の創造等の基礎資料に活用する。 

・事業計画の策定及び事業実施後の評価並びに新たな需要の開拓に寄与する事業を効果的に実施

する情報として活用する。 

 

 

2）観光産業の振興に係る需要動向調査【新規】 

 八幡浜市の道の駅“みなっと”、黒湯温泉“みなと湯”と佐田岬を合わせた観光ツアーが好評 

で、保内町川之石の近代化産業遺産（明治の町並み）見学・観光の来訪者が増えている。（観光の 

概況は前段Ⅲ－１－3 のとおり） 

現在も四国４県及び広島からの観光ツアーが企画され来訪者が多いが、食事・土産の消費は八 

幡浜市・伊方町で行われ保内町の町並み見学は時間調整的な行程（通過型）である。町並み見学

者、旅行代理店に需要動向調査を実施し、旅行代理店へ見学者が「見て聞いて・体感できる」充

実した満足ができる観光ツアー企画提案に発展させる。 

〈調査目的と対象〉  

観光をとおし交流人口の拡大による地域活性化と小規模事業者の「売上の向上・利益の確保」

を目的に、町並み見学者を対象に地域及び事業者に対する欲求・要望を調査する。また、旅行代

理店にも観光ツアー企画の視点から要望調査を実施する。 
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〈調査項目〉 

《見学者へ》 

・性別・年齢・住所地・観光の目的・観光で気に入った場所。 

・食事情報として、食事場所・食事内容・食事の満足度・食事への欲求・要望。 

・買物情報として、買物の場所・購入した品物・購入金額・買いたい品物（土産）の欲求・要望。 

・町並みの評価として、町並みの良かった所・悪かった所・期待すること。 

《旅行代理店へ》 

・観光ツアーに求めるものとして、観光基盤整備で必要なもの、見学施設の受入、ボランティア

ガイドの会、商店・事業所及び保内地域への要望。 

 

〈調査方法〉 

・春夏秋冬季の四季に分け 4 回／年調査を実施する。 

・見学者へは、旅行代理店へ依頼し見学者にアンケート用紙を配布し調査する。 

・旅行代理店へは、職員が直接アンケート調査を実施する。 

〈分析方法〉 

・食事の場所、食事の傾向、食事の欲求・要望を整理し食事に対する欲求を分析。 

・買物の場所、購入品物、金額、欲しかったもの、を整理しツアーの立ち寄り場所のニーズ分析。 

・町並み見学をとおして、商店・事業所及び施設関係者のサービスの要望を分析。 

〈活用〉 

・分析データは、商店・事業者、ボランティアガイドの会、町並み施設管理者（所有者）合同会議

を開催し報告。地域（組織）を挙げた“おもてなし”“接待”を通して商品・サービスの品質

を向上させ満足感・充実感を提供する基礎データとする。 

・分析データを基に、商品・サービスを充実させ旅行代理店・ＪＲ四国に、観光ツアー企画書等

の提案に活用し、来訪者獲得に努める。 

・商店・事業者には、分析データから見学者の欲求・要望に応える商品・サービスの提供及び新

商品開発の基礎資料並びに事業計画策定に活用する。 

・新商品開発は、よろず支援拠点等支援機関の専門家と連携し取り組む。 

 

支援事業者 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

消費動向調査による支援業者数 0 4 6 10 10 10 

観光産業に係る需要動向調査による支援事業者数 0 5 10 10 10 10 

 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

新たな需要の開拓に寄与する事業の支援は事業計画策定事業者を対象に実施する。 

事業支援は、地域経済動向調査、需要動向調査で収集した情報を基に、事業計画策定及び事業

計画策定後の支援と併せて「売上の向上」を目的に実施する。 

〈現状〉 

小規模事業者においては、自社の業務環境（人員体制）から新たな需要開拓の事業の一つである

見本市・商談会等の参加に時間・日数をかける余裕が少ないのが現状である。 

 また、顧客管理は、事業主の記憶に頼る部分が多く、一部データ化されているのは、年賀状発

送の住所録程度に止まっている。 

 

【実施事業】 

１ ＩＴを活用した支援【新規】 
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〈目的〉 

人的、時間・日数が省略できるＩＴ（ホームページ、ＥＣサイト、フェイスブックなどＳＮＳ及び顧

客管理データベース）を活用した情報発信により新たな需要開拓の展開を支援し売上向上を目指す。 

〈支援概要〉 

・よろず支援拠点と連携しホームページ、ＥＣサイト構築及びフェイスブック等ＳＮＳによる情

報発信の優位性とＥＣサイトビジネスまでの技術支援を実施する。 

・顧客管理データベースの構築からチラシ・パンフレット作成及びダイレクトメールによる商品

紹介、即売会、展示会、通信販売等情報発信の技術支援を実施する。 

・全国商工会連合会が運営するＥＣサイト（日本セレクト登録）での商品販売、むらからまちか

ら館への出店、香川県・愛媛県共同アンテナショップ「せとうち旬彩館」への出店の手続き方

法の紹介・説明をはじめ商品紹介の PR コメント等支援する。 

〈目標〉 

出店後は 1 事業者 100 件／年の販売を目標に月別・季節毎に販売状況を確認し、消費動向の

分析を行い伴走型支援により目標達成に取り組む。 

 

ＩＴ活用支援目標値 
事業者 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 備考 

ＨＰ開設事業者数 0 2 5 5 5 5  

顧客管理データベース化 0 2 5 5 5 5  

50万円以上売上増加事業者数 0 1 2 3 3 3  

 

2 見本市・商談会の参加支援【充実・拡大】 

〈取り組み〉 

見本市等の参加は、八幡浜市・商工会・商工会議所が連携し事前協議（１回）から出展周知、事

前研修（３回）、出展、その後の報告会（１回）を系統立てて実施し、販路開拓・拡大による経済の

活性化に取り組む。 

〈支援概要〉 

出展者には、日程から事前研修、商品輸送（海外出展：外国語表示、検疫・輸出の支援）、販売及び

商品の PR・知名度向上などによる新たな顧客獲得の支援を実施している。 

〈今後の支援と目標〉 

当商工会では、見本市・商談会への参加は中小企業で、小規模事業者の参加がないのが実態で 

ある。これは、小規模事業者が見本市・商談会等参加のノウハウに乏しいことと合わせ物理的（人

的・時間）に余裕が少ないからである。 

新たな需要開拓による「売上の向上」により「持続的発展」に最大限支援する目標から次の事

業を実施する。 

・小規模事業者支援として、見本市・商談会参加に関する出展及び販売促進、事後対応に関する 

ノウハウ習得の講座を実施する。 

・出展・販売促進について、商品の搬入・搬出、ブース内展示構成・商品ＰＲパンフレット作成、

商品ＰＲ力、商談の方法から接客をとおし商品の興味など情報キャッチ等。 

・事後対応について、名刺整理によるリスト作成、商談者の与信調査、キャッチした情報の整理、

お礼状の発送、興味の度合いを見極めた継続アプローチ、出展の目的に沿った効果分析等。 

〈見本市・商談会等出展までのスキーム〉（5 か年計画） 

初年度：よろず支援拠点等支援機関の専門家による見本市・商談会の概要、利点から具体的出展

方法及び販路開拓の取り組み等講座を開催する。 

2 年目：専門家の指導による商品の魅力を伝えるパッケージデザイン、写真撮影、ＰＲパンフレ

ットの作成及び付加価値を付けた宣伝効果の重要性についての取組等を実施する。 
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3 年目：愛媛県営業本部との連携による県内での見本市・商談会等参加の手続方法の紹介はじめ

商品紹介の PR コメント及び随行による販売促進・商談の支援を実施する。 

4 年目：商圏エリアを九州・関西に拡大、更には国内で開催される見本市・商談会等参加を支援

する。支援に当たっては、補助制度の活用など財源負担の軽減に取り組む。 

5 年目以降：今まで培ってきた見本市・商談会等のノウハウを基に海外展開を視野に、沖縄大交

易会参加、更に台湾見本市参加を検討しグローバルな販売促進情報をキャッチし売

上の向上に取り組む。 
 

見本市・商談会等支援目標値 

項目 現在 30 年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 

販路開拓講座開催回数 0 1 1 1 1 1 

販路開拓講座参加者数 0 4 6 8 8 8 

パッケージデザイン、写真撮影、パンフ作成事業者 0 2 2 2 2 2 

見本市・商談会延参加事業者数 0 5 10 15 20 25 

商談成約数／商談数 0 1／20 2／30 3／50 4／60 6／80 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

当商工会では、後述のとおり農商工団体・地域活動グループ・各種団体・自治会等（以下「地域

関係団体」）が連携し、明治の町並み「行政が保存すべき近代建築」について調査研究を行ない八

幡浜市へ提言書を提出。更に、まちなみを基軸としたまちづくり構想検討委員会において、交流

拠点整備方針について検討を重ねてきた。 

今後における地域経済の活性化を推進することから、近代化産業遺産である明治の町並み景観

整備・交流拠点整備と運営において、地域関係団体による「地域活性化特別委員会」を組織し、

地域資源である近代化産業遺産（明治の町並み）の魅力を生かした地域ブランド化、にぎわいの

創出を持続的に発展させる取組を展開する。 

地域経済の活性化、にぎわいの創出には地域の歴史・文化に加えそれを演出する人材の確保が

重要である。後述する「2 人材育成による戦略」のとおり関連機関と連携し小規模事業者の経営

改善発達と地域経済の活性化を一体的に図るため人材育成に取り組む。 

 

【実施事業】 

１ 近代化産業遺産（明治の町並み）による戦略 

〈目的〉 

地域資源である保内町の近代化産業遺産（明治の町並み）歴史・文化を活かした地域経済の活性

化「地域ブランド化・にぎわいの創出」を推進する。 

〈取組の概要〉 

地域住民及び事業所は、近代化産業遺産を貴重な地域の歴史・文化遺産と認識し保存と活用に

取り組んでいる。行政は、町並み修景整備に取り組み、ボランティアガイドの会では、来訪者の

依頼に応え親切なガイドを実施している。 

〈商工会の取組の現状〉 

商工会においては、地域住民、ボランティアガイドの会など地域活動グループと行政のパイプ

役として地域資源の保存・活用に取り組んでいる。また、農商工団体・地域活動グループ・公民

館・各種団体・自治会・商工会役員による「保内地域活性化特別委員会」を組織し、保内町に残る

近代化産業遺産「明治の町並み」について調査研究を行ない「行政が保存すべき近代建築」につ

いてとりまとめ八幡浜市に提言した。 

また、川之石公民館による「まちなみを基軸としたまちづくり構想検討委員会」に地域関係団

体とともに商工会役員・局長が委員となり「まちなみを基軸とした『交流拠点』整備」について
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整備方針・整備場所・地域素材を生かした観光産業の振興によるにぎわいの創出に取り組んでい

る。 

〈今後の取り組み〉 

先に記述した「行政が保存すべき近代建築」の一つで、愛媛で最初の第二十九国立銀行発祥の

地にある明治期に建てられた和洋折衷の建物（旧宇都宮壮十郎邸）が八幡浜市に寄付された。更

に、「まちなみを基軸とした『交流拠点』」が平成 31 年度整備されることから次の事業を展開し

地域ブランド化、にぎわいの創出による地域経済の活性化を推進する。 

・旧宇都宮壮十郎邸の活用、交流拠点の整備について、地域住民をはじめ文化・観光行政、公民

館等関係者と連携、詳細な検討に取組み、観光産業による地域経済の活性化を図る。 

・保内町に残る近代化産業遺産（明治の町並み、鉱山・精錬所・選鉱場、金融、紡績、海運）を観光産

業のキーワードに町全体をミュージアムと捉え、遺産所有者、文化・観光行政、地域活動グル

ープ、ボランティアガイドの会等と協同した周遊メニュー作成及び地域情報を全国発信し、交

流人口の促進による消費拡大と地域活性化を図る。 

 
２ 人材育成による活性化戦略  

〈目的〉 

地域を支える小規模事業者の持続的発展を未来につなげるため青年部を中心にした人材育成に

取り組む。 

〈青年部の現状〉 

青年部の活動は、愛媛県商工会連合会主催の若手経営者等資質向上セミナー、リーダー研修会

及び自主事業の県外視察、奉仕作業、イベントの参加並びに商工会と八幡浜市が毎年実施してい

る市政懇談会に役員が中心に取り組んでいる。 

〈人材育成事業の取り組みと目標〉 

・イベント（さくら祭り・やわたはま産業まつり）の参加、地域資源探索、経営基礎講座、小規模基本法

講座、八幡浜市総合計画及びまち・ひと・しごと創生創業戦略等の学習講座を実施する。 
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・イベントの企画立案・準備、運営・販売促進をとおした集客・営業販売感覚及び異業種との交

流により人的ネットワークを築く。 

・学習講座により、地域資源を再発見すること及び経営者感覚を身につけること。 

・将来を展望し地域のにぎわいの創出が企画立案更に、リーダーシップを発揮し実行ができ、地

域経済の活性化に資する人材の育成に取り組む。 

 〈関連機関と連携〉 

各講座においては、八幡浜市、金融機関、中小企業基盤整備機構、ボランティアガイドの会と連 

携し実施する。 

 

人材育成目標値 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

講座開催（回） 0 3 4 4 4 4 

講座出席者（人） 0 15 20 20 20 20 

 

イベント目標 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

さくら祭り（来場者数） 200 300 350 400 450 500 
やわたはま産業まつり（青年部ブース来場者） 200 300 350 400 450 500 

 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援協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 

経営発達支援計画の目的を達成すため、支援機関同士で支援の現状（課題や成果）についての情

報交換を実施する。支援の実務をとおし培われた知識や経験・技術等の情報交換により支援能力

の向上を図ることを目的に実施する。 

 

〈支援機関等との情報交換〉【充実・拡大】 

《経営発達支援計画実施機関との情報交換》 

管内商工会（長浜町・内子町・川上・西予市・伊方町）、八幡浜商工会議所が連携し経営発達支援計

画目標達成に向け「経営発達支援情報交換会」を実施する。 

情報交換は、支援策の事業内容にある各動向調査・計画策定・策定後の支援（調査の方法・調査

項目・調査結果・支援手順・支援状況・支援の成果）など支援プロセスをテーマに実施する。情報交換

で課題や成果を共有し効果的・効率的な小規模事業者支援の能力向上を目的に実施する。 

《専門家との情報交換》 

経営発達支援計画実施機関における情報交換において、商工会等職員のみでは解決でき問題点

また、的確な支援ができない専門的・技術的問題点が予想される。例えば、販路開拓支援におけ

る問題点、商品の付加価値付け・新商品開発における問題点等では、支援機関である愛媛県・八

幡浜市、金融機関及びえひめ産業振興財団・よろず支援拠点等の専門家による指導と情報交換に

よる問題の解決による伴走型支援を推進する。 

  

情報交換会 
区分 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

商工会・商工会議所との情報交換会の開催数 0 1 1 1 1 1 

専門家との情報交換会の開催数 0 1 1 1 1 1 
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２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営指導員・支援員の資質向上は、愛媛県商工会連合会が主催する研修及び職員協議会支部で

実施する指導員等資質向上セミナーにより指導スキルアップを図っている。全員が一堂に参加で

きる職場環境でないことから、研修内容は復命報告により情報を共有し資質向上を図っている。

併せて、職場内での「報・連・相」を徹底し、常に支援状況を職員間で共有することとしている。 

尚、職員間における支援能力は、ベテラン指導員と他の職員（支援員）ではレベルに差

がある。中小企業大学校研修参加、専門家派遣による研修等の実施により職員の資質向上

を図っている。 

また、支援員等若手職員は、ベテラン指導員の巡回訪問に同行し体験・経験を積み重ね

個々の支援ノウハウを習得し支援能力の向上を図ることとしている。 

更に、小規模事業者が望む「売上の向上・利益の確保」に組織として取り組むため支援

事例・支援プロセス・支援実績等がいつでも誰でも確認できるデータ管理の徹底を行い支

援体制の強化を図る。 

 

【既存研修】 

中小企業大学校において実施される「中小企業支援担当者研修」には、経営支援員を積極的に

参加させ税務・財務分析、事業所支援の実務研修をとおし指導スキルアップを図っている。 

また、愛媛県商工会連合会主催の「指導員等研修一般コース」、「経営指導員等能力開発研修」

及び中小企業基盤整備機構主催「小規模事業者支援研修（個社支援型）」にも毎年参加し、支援事

例を基にした研修及びグループ討議による個社経営分析から経営改善、販路開拓支援、事業承継

など専門知識の習得を図っている。主な職員研修は、下表のとおり参加し資質向上を図っている。 

 

主な研修 

項目 回数 内容 

事務局長研修 2 ・小規模事業者支援策の活用について 

・小規模基本法制定から小規模事業者の持続的発展について 

指導員・支援員研修 3 ・経営指導員等の役割・使命 

・小規模事業者経営計画策定支援から伴走型支援の進め方 

・支援事例による研修、個社支援の経営分析と経営改善等の取り組み 

支部研修（局長） 1 ・商工会運営と諸問題について（意見交換） 
支部研修（指導員・支援員） 1 ・資質向上セミナー（経営発達支援計画認定申請と今後の取り組み） 

 

〈専門家派遣事業による研修〉 

小規模事業者の持続的発展のため専門家派遣事業による研修を実施している。研修内容は持続

化補助金申請に併せた中長期計画の策定・経営分析・経営計画策定等で、小規模事業者と全職員

が受講し経営指導の資質向上を図っている。（H27 年度２回開催 小規模事業者計２０人参加）  

〈資質向上の取り組み「職場研修」〉 

・研修で習得した情報（知識）は、参加者一人の情報（知識）としない。知識は職員全員が共通認

識するため、研修内容をテーマに職員全員による勉強会を実施し資質向上を図る。【充実】 

・指導員等職員一人ひとりが支援する個社支援では、個社の現状から目標値に至る支援プロセス、

支援策を職員全員によるワークショップを実施し情報を共有し職員一人ひとりの指導資質向上

を図る。 

・支援プロセスから支援成果については、5W1H を基本にデータベース化（「ファイルメーカー」）

し、商工会組織の支援ノウハウとして蓄積する。蓄積したデータは職員全員で共有し閲覧でき

る。【充実】 
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・新任職員、支援員については、指導員の事業所支援に同行、支援に必要な知識を習得させ全体

的な支援能力や力量を育成する。いわゆる OJT による職場研修を積み重ね能力向上を図る。

【充実】 
 

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 

事業の評価及び見直しについては、保内町商工会経営発達支援計画事業評価委員会を設置し

PDCA サイクルに基づき毎年実施する。 

 

〈事業評価〉 

本計画の事業評価は、年次目標値に対しての事業達成度（目標値に対する実績・実行結果）を客観

的に評価する。事業進捗状況から目標値に至らなかった事項を確認、問題点を洗い出し改善点の

検討を行い、次年度以降取り組む改善計画を策定し経営発達支援計画事業評価委員会へ報告する。 

〈評価の実施〉 

改善計画は、専門家（外部有識者）・関係者からなる経営発達支援計画事業評価委員会により、

「事業の実施状況・成果の検証、改善点」を評価する。また、次年度以降の事業取り組みを決定

する。改善点は、理事会の承認のもと次年度以降の事業推進に反映させる。 

〈事業評価の公表〉 

理事会の承認を受けた改善計画は、小規模事業者が常に閲覧出来るよう商工会ホームページに

公表する。 
 

経営発達支援計画事業評価委員会委員一覧 

区分 構成委員 人数 

商工会 会長、副会長、青年部長、女性部長 ５人 

県商工会連合会 広域サポートセンター １人 

八幡浜市 商工観光課 １人 

専門家（外部有識者） 中小企業診断士 １人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 / 26 

 

 

（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 29 年 4 月現在） 

 

（１）組織体制 

役  職 氏  名 事務分担 

会  長 若松 勲 支援計画の総括に関すること 

事務局長 宮本 雅三 支援計画の総括の補佐に関すること 

支援計画の執行管理に関すること 

経営指導員 浜田 和夫 地域経済動向調査に関すること 

経営状況の分析に関すること 

需要動向調査に関すること 

事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

近藤 智弘 

 

支援計画の事業執行に関すること 

関係支援機関との連携調整に関すること 

指導員の資質向上に関すること 

事業評価に関すること 

巡回訪問に関すること（事業計画策定後の支援含む） 

地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

経営支援員 兵頭 聡子 

 

事業計画策定支援に関すること 

巡回訪問に関すること（事業計画策定後の支援含む） 

福島 理絵 

 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

巡回訪問に関すること（事業計画策定後の支援含む） 

泉  高士 新たな需要の開拓に寄与する事業に関する 

巡回訪問に関すること（事業計画策定後の支援含む） 

 

（２）連絡先 

 〒796-0201 

 愛媛県八幡浜市保内町川之石 3-25-3 

 保内町商工会 

 TEL0894-36-0519 

 FAX0894-37-2045 

 E-mail honai@mf.pikara.ne.jp 

  http://www.ho-shokokai.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:honai@mf.pikara.ne.jp
http://www.ho-shokokai.com/
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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） 

 30 年度 
（平成３０年

４月以降） 

31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

必要な資金の額 4,150 3,200 2,850 2,950 3,200 

 

 

小規模企業対策事業費 

 

地域経済動向調査費 

 

経営状況分析費 

 

 事業計画策定支援費 

 

 事業計画策定後の実施支援費 

 

 需要動向調査費 

 

 新たな需要開拓費 

 

 経営発達支援機関連携費 

 

事業評価委員会費 

 

 

 

1,000 

 

250 

 

200 

 

300 

 

300 

 

2,000 

 

50 

 

50 

 

 

 

100 

 

350 

 

200 

 

300 

 

300 

 

1,850 

 

50 

 

50 

 

 

 

 

100 

 

500 

 

200 

 

300 

 

300 

 

1,350 

 

50 

 

50 

 

 

 

100 

 

600 

 

200 

 

300 

 

300 

 

1,350 

 

50 

 

50 

 

 

 

100 

 

850 

 

200 

 

300 

 

300 

 

1,350 

 

50 

 

50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費、国庫補助金、県補助金、市補助金、手数料、事業受託費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別紙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 

１．地域経済動向に関すること 

  事業内容：地域内の経済動向を把握するため業種別に経済動向調査・分析した提供 

  連携機関：愛媛県商工会連合会、八幡浜商工会議所、伊予銀行川之石支店、愛媛銀行川之石支店 

 

２．経営状況分析に関すること 

  事業内容：経営計画セミナー及び専門家による経営分析と個別事業者支援 

  連携機関：愛媛県商工会連合会、中小企業基盤整備機構四国本部、えひめ産業振興財団、愛媛県 

よろず支援拠点 

  

３．事業計画策定支援に関すること 

  事業内容：事業計画策定セミナー及び創業・第二創業支援事業による経営者スキルアップ支援 

  連携機関：愛媛県商工会連合会、八幡浜市、えひめ産業振興財団、愛媛県よろず支援拠点、八幡 

浜商工会議所、伊予銀行川之石支店、愛媛銀行川之石支店、愛媛信用金庫八幡浜支店 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業内容：事業実施後の状況に応じた事業評価による伴走型支援 

連携機関：愛媛県商工会連合会、八幡浜市、日本政策金融公庫松山支店、えひめ産業振興財団、 

愛媛県よろず支援拠点、愛媛県産業創出課・観光物産課、伊予銀行川之石支店、愛媛 

銀行川之石支店、愛媛信用金庫八幡浜支店 

 

５．需要動向調査に関すること 

  事業内容：消費者ニーズと観光産業の需要調査による新たな商品開発・付加価値の創造支援 

  連携機関：愛媛県商工会連合会、八幡浜市、伊予銀行川之石支店、愛媛銀行川之石支店、愛媛信 

用金庫八幡浜支店、道の駅“みなっと”、旅行代理店 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  事業内容：ＩＴを活用した需要開拓、見本市・商談会等参加による販路開拓支援 

  連携機関：愛媛県商工会連合会、八幡浜市、八幡浜商工会議所、えひめ産業振興財団、愛媛県よ 

ろず支援拠点、愛媛県産業創出課・観光物産課・営業本部、伊予銀行川之石支店、愛 

媛銀行川之石支店、愛媛信用金庫八幡浜支店 
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連携者及びその役割 

 
名     称 住      所 代表者 役     割 

愛媛県商工会連合会 松山市宮西一丁目 5-19 会長 村上友則 経営発達支援計画の支援全

般 
八幡浜市 八幡浜市北浜一丁目 1-1 市長 大城一郎 

愛媛県 松山市一番町４丁目 4-2 知事 中村時広 

八幡浜商工会議所 八幡浜市北浜一丁目 3-25 会頭 木綱俊三 情報収集、分析、創業支援、

販路開拓 
伊予銀行川之石支店 八幡浜市保内町宮内 1-260 支店長 山田啓二 

愛媛銀行川之石支店 八幡浜市保内町宮内 1-

249-1 

支店長 山下貞男 

愛媛信用金庫八幡浜支店 八幡浜市北浜一丁目 436-1 支店長 加地泰博 

日本政策金融公庫松山支

店 

松山市三番町 6-7-3 支店長 内山圏志 事業実施に関する専門家支

援 

中小企業基盤整備機構四

国本部 

高松市サンポート 2-1 本部長 高山千佳歳 

えひめ産業振興財団 松山市久米窪田 337-1 理事長 大塚岩男 

愛媛県よろず支援拠点 松山市久米窪田 337-1 理事長 大塚岩男 

道の駅“みなっと” 八幡浜市沖新田 1584 アゴラマルシェ 

社長 山本 誠 

情報収集、観光産業及び販路

開拓支援 

佐田岬広域観光推進協議

会 

八幡浜市北浜一丁目 1-1 会長 大城一郎 

佐田岬はなはな 西宇和郡伊方町三崎 1700-

11 

佐田岬ツーリズム協会 

事務局長水本直樹 
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連携体制図等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

     連携 
              保内町商工会 
              

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済動向調

査の情報収集 

 
愛媛県商工会連合会 

八幡浜商工会議所 

伊予銀行川之石支店 

愛媛銀行川之石支店 

 

経営分析及び個

別事業者支援 
 

愛媛県商工会連合会 

中小企業基盤整備機

構四国本部 

えひめ産業振興財団 

愛媛県よろず支援拠

点 

 

 

事業計画策定及び

創業支援 

 

愛媛県商工会連合会 

八幡浜市 

えひめ産業振興財団 

愛媛県よろず支援拠点 

八幡浜商工会議所 

伊予銀行川之石支店 

愛媛銀行川之石支店 

愛媛信用金庫八幡浜支店 

 

 

 

 

 

事業計画実施の支

援 

 

愛媛県商工会連合会 

八幡浜市 

日本政策金融公庫松山支

店 

えひめ産業振興財団 

愛媛県よろず支援拠点 

愛媛県産業創出課・観光

物産課 

伊予銀行川之石支店 

愛媛銀行川之石支店 

愛媛信用金庫八幡浜支店 

 

 

需要及び消費動

向の情報収集 

 
愛媛県商工会連合会 

八幡浜市 

伊予銀行川之石支店 

愛媛銀行川之石支店 

愛媛信用金庫八幡浜支

店 

道の駅”みなっと” 

旅行代理店 

 

 

 

 

販路開拓及び商品

開発 
 

愛媛県商工会連合会 

八幡浜市 

八幡浜商工会議所 

えひめ産業振興財団 

愛媛県よろず支援拠点 

愛媛県産業創出課・観光

物産課・営業本部 

伊予銀行川之石支店 

愛媛銀行川之石支店 

愛媛信用金庫八幡浜支店 

 

 

 

 

小規模事業者経営発達支援計画持続的支援 
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