
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 津島町商工会 （法人番号 5500005006409） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

少子高齢化による人口減少のため地域内消費購買力が低下するとともに、大規模

小売店・ネット販売等との競合に伴う小規模事業者数の減少と厳しい経営環境を踏

まえ、従前の経営改善普及事業に加えて経営発達支援事業を積極的に推進すること

で、経営の持続化を図る。 
(1)小規模事業者の事業計画策定による経営を推進し、その計画立案から実行段階ま

で小規模事業者の視点に立った伴走型の経営支援を実践するとともに、それらの

販路拡大の取り組みを支援する。 
(2)当町が有する恵まれた自然環境、豊富な地域資源を活用した新たな商業活性化策

を立案するとともに、津島ブランドを活かした観光資源および商品の開発、ブラ

ッシュアップによる地域経済活性化を図る。 

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】 

(1) シンクタンクの情報を活用した経済動向調査・分析 
(2) 地元金融機関と連携した経済動向調査・分析 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
(1) 巡回訪問等を通じた小規模事業者の経営状況の分析 
(2) SWOT 分析・財務分析等を踏まえた経営課題の抽出 
(3) 外部専門家と連携した経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
(1) 事業計画策定をめざす対象者の継続的掘り起し 
(2) 専門家を活用した事業計画セミナー等の開催 
(3) 創業および円滑な事業承継に向けた支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
(1) 巡回訪問等によるフォローアップ強化 
(2) 専門家派遣の活用、他支援機関との連携によるフォローアップ支援 
(3) 金融機関と連携した資金支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
(1) 重点支援先におけるバイヤーニーズ調査 
(2) 重点支援先における地元集客施設調査 

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) 商談会への出展支援等を行う BtoB 展開支援 
(2) 物産展等への出展支援を行う BtoC 展開支援 
(3) ｅコマースを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
(1) 地域イベントを活用し、定住・交流人口拡大に向けた新たな持続可能な地

域経済活性化策に対する支援 
(2) 地域資源を活用した新たな商品・サービスの開発とブランド化に向けた事

業化について支援 

連絡先 

津島町商工会 
〒798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松 807 番地 
TEL 0895-32-2215   FAX 0895-32-6133 
E-mail shokokai@tushima.net  
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津島町商工会

管内 

（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 
図 1 

 

⑴旧津島町の概要 

 

津島町は四国・愛媛県の南西部(南予地方)に 

位置し、平成 17年 8月 1日、宇和島市、吉田町、 

三間町との新設合併により、新たに宇和島市の 

一部となった。 

津島町の西半分はリアス式の海岸で、海岸線 

は 95㎞に達し、その一部は足摺宇和海国立公園 

に指定されている。また、宇和海に長く突き出 

した三浦半島と由良半島に囲まれた湾内は、波 

静かな自然の良港を形成している。 

東半分は標高 500ｍの山間地となっており、 

複雑に入り組んだ谷にシロウオ漁で有名な岩松川などの河川が流れている。気候は温暖

で、美しい自然環境に恵まれ、魚介類や柑橘類を始め良質な食材が豊富である。交通面

では、鉄道のない地域であるが、平成 23年 3月に松山自動車道が当地まで延伸し、県都

松山から 1時間 20分程度で結ばれることになり、四国最大規模の日本庭園「南楽園」や

良質な温泉を兼ね備えた「道の駅・津島やすらぎの里」などへ県内外から多くの観光客

が訪れるようになった。また、域内の中心部を流れる岩松川沿いの岩松地区では、河川

敷を利用した 「津島しらうお＆産業まつり」※注１の開催など地域の特色を活かした活

動も行っている。 

 
※注１ 郷土料理・地域特産品即売を中心とした津島最大のイベント。春の訪れを告げるしらうお（標準

和名：シロウオ 津島では昔からしらうおと呼ぶ）が岩松川河口に現れる毎年 1 月下旬の日曜日に開

催。体長 3～5cm のシロウオを生きたまま三杯酢で飲み込む「おどり食い」は美味。郷土料理や特産品

を求めて、昨年は県内外から 1万 2 千人の来場者で賑わった。 

 

 

⑵人口の推移        図 2 

 

平成 29 年 3 月末の宇和島市住民基

本台帳データによると、管内人口は

10,606人であり、ここ 10年で約 20％

減少している。年齢層比率は、年少人

口(15歳未満)は 8.9％、生産年齢人口

(15歳～65歳未満)は 52.4％、高齢者

人口(65 歳以上)が 38.7％となってい
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る。高齢化率は県平均（31.0％）および国平均（26.7％）を大きく上回っており、また

年少人口はこの 10年間で 626人減少（▲39.8％）しており少子高齢化が顕著である。 

 

 

⑶産業の現状 

 

①第一次産業 

地域の基幹産業は農林水産業であり、宇和海特有のリアス式海岸を活かしたタイ・

ハマチ類の海面魚類養殖業や真珠養殖業、また温暖な気候を援用した温州みかんを始

めとした柑橘類の栽培も盛んである。平成８年頃まで真珠養殖業の好景気が続いたが、

その後、真珠養殖業を始めとした農林水産業は販売価格の下落・就業者の高齢化・後

継者難などにより低迷が続いており、第一次産業に頼ってきた当地区の小規模事業者

は、その衰退とともに徐々に力を失い減少している。 

 

②第二次産業 

電機部品、浄化槽等のメーカーがあるものの規模は大きくない。もともと工業適地

が少なく、海面養殖業が盛んであったこともあって、工場誘致に取り組む必然性が乏

しかったためである。なお、かつては四国電力の原子力発電所の立地候補地ともなっ

たが、結局実らず今日に至っている。（愛媛県西宇和郡伊方町に立地） 

 

③第三次産業 

観光では、津島町内に四国最大規模の日本庭園である「南楽園」、温泉施設を併設し

た「道の駅・津島やすらぎの里」などがあり、磯釣りやお遍路などの観光客や、津島

しらうお＆産業まつりなどのイベント時の観光客も多くなっている。 

津島町の中心地域である岩松地区には、旧街道に規模は大きくないものの商店街を

形成しているほか、旧街道から岩松川をはさんだ向かい側に国道５６号線が通ってお

り、スーパーマーケット、市立津島病院、宇和島市役所津島支所等が立地している。 

 

 

⑷小規模事業者数および商工業者数の推移 

 

図 3           【小規模事業者数の推移】 

年 度 平成１８年度 平成２１年度 平成２４年度 

小規模事業者数 ４３８ ４３６ ３６８ 

   平成 18年度企業統計調査、平成 21年度・平成 24年度経済センサスより 

 
 

図 4           【商工業者数の推移】 

業 種 平成１５年 平成２０年 平成２５年 

建設業 １０７ １０３ ９５ 
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製造業 ５９ ５５ ５９ 

卸売業 １５ １１ １２ 

小売業 １７８ １４６ １３２ 

飲食店・宿泊業 ４３ ５２ ４７ 

サービス業 １３８ １４２ １３９ 

その他 ４９ ４１ ４０ 

合 計 ５８９ ５５０ ５２４ 

   商工会実態調査より 

 

 
図5 

 

図3から当地域の小規模事業者

数は、平成24年経済センサスと平

成18年企業統計調査を比較すると

16％(70事業者)減少している。 

図4から商工業者数は平成25年

商工会実態調査と平成15年同調査

を比較すると11％(65事業者)減少

している。 

図4を帯グラフにした図5では業

種構成はほとんど変わらない中、

特に小売業の落ち込みが著しいこ

とが分かる。 

図2の通り少子高齢化・人口減

少により、地域内消費購買力が低下している。また、今後も小規模事業者の高齢化や

後継者難による事業閉鎖・廃業等の進行が懸念される。 

加えて当地域の小売業を取り巻く状況は、大規模小売店の当地域および近隣地域へ

の進出、さらにはネット販売や通信販売の広がりなどによりその環境は厳しさを増し

ている。 

 

 

⑸小規模事業者と商工会の現状 

 

当地域は魚介類や柑橘類を始め良質な地域資源が豊富であるが、その大半が一次産

品として販売されており、小規模事業者等による一次産品を活かした加工商品などの

開発が進んでいない。津島しらうお＆産業まつりや南楽園、道の駅・津島やすらぎの

里には、地域外から多くの観光客等が訪れるが、地域資源を活用した新商品・サービ

スが開発されていないためビジネスチャンスを逸しており、小規模事業者の経営資源
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として十分活かされていないのが現状である。これまで小規模事業者が行う地域資源

を活用した新商品・サービスの開発等において、当商工会は単発的な支援を実施した

ことはあったが、小規模事業者に寄り添った積極的かつ持続的な支援は行っていなか

った。 

小規模事業者への経営支援を進めていくうえで必要な商工会自体の経営支援機能の

強化と経営指導員等の支援スキル向上のための対策については、愛媛県商工会連合会

が実施する職員研修に参加するほか、中小企業基盤整備機構が実施する小規模事業者

支援研修へ必要に迫られた場合に経営指導員を派遣している。 

 

 

⑹現状を踏まえての小規模事業者の課題 

 

①当地域における小規模事業者の課題 

・高齢化・後継者不在による廃業が多くみられ、廃業者が創業者を上回り地域の雇

用やサービス提供力が低下している。特に小売業では高齢化・後継者不在に加え

ネット販売や大型店との激しい競合により廃業者が多い。 

・当地域の強みである豊富な農水産物等の地域資源を個々の経営の中に取り込めて

いない。 

 

②小規模事業者の課題に対する商工会の取組み課題 

・事業計画支援においては、地域経済動向や需要動向の把握ができていなかったた

め、小規模事業者の支援ニーズの変化や経営目標をとらえた対応が不十分である。

また、事業計画を作成支援しても、その実行段階での支援が不十分であった。 

・物産展・商談会などの販路開拓支援については支援が十分でなかった。また、商

品開発段階からの支援や商品改良支援もできていなかった。 

・これまで本会においては、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心と

して地域の小規模事業者の経営基盤の安定に注力してきた。しかし、地域の小規

模事業者は厳しい経営環境にあり、抱える課題も事業者ごとに複雑化・多様化し

てきている。従来の経営改善普及事業の支援方法では、環境変化を乗り越えるこ

とのできる事業者の育成に対応できなくなってきており、経営力強化を目的とし

た個々の課題を解決するための商工会自体の経営支援機能の向上が求められてい

る。 

・支援体制においては、実務における経営支援事例の共有、知識集積、個社に対す

るチームワークを活かした支援は十分ではなかった。 

 

 

２．10年先を見据えた中長期的な振興のあり方 

 

≪当商工会の中長期的ビジョン≫ 

①地域の基幹産業である水産業者および農業者と連携し、新たな事業展開を目指す食

産業や観光関連業の小規模事業者を対象に、地域資源を有効活用した新商品や新サ

ービスの開発を支援し、地域の農商工連携や６次産業化への取組み機運を醸成する
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とともに、地域の牽引企業を創出する。 

 

②事業承継や創業・第二創業支援による後継者育成支援や地域の担い手確保の取組に

よって、がんばる小規模事業者を育成する。 

 

③市町合併のスケールメリットを活かした農林水産業・商業・観光業それぞれの企業

同士のネットワーク形成によって、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促

進する。 

 

なお、「第一次宇和島市総合計画」では、以下の商工観光への取り組みを掲げており、

こうした市の取り組みとも協調しながら小規模事業者支援を実施していく。 

 

①商工会等関係機関との連携の下、商業経営の近代化を行う事で魅力的な商品開発・ 

商店街づくりを目指す。 

②食産業の中核を担う食品加工業と真珠加工業を対象に経営革新や後継者の育成、技

術の向上、製品の高付加価値化を支援する。 

③交流人口の増加、観光・交流から定住・移住の展開に向け、体験型・滞在型の観光

機能の強化を重点に、多面的な取り組みを一体的に推進する。 

④四国横断自動車道の整備進展等を踏まえた広域観光ルートづくりを進め、広域的な

集客活動の展開を図る。 

 

 

 

３．経営発達支援計画の目標 

 

当地域における小規模事業者を取り巻く現状と課題を踏まえ、地域の産業の強みと小

規模事業者の課題を踏まえつつ、関係機関と連携して経営発達支援事業の効率的な実施

を図り、事業計画の立案からその実施段階まで継続してきめ細かく丁寧に応えることが

できる伴走型の経営支援機能を活かしながら、小規模事業者の抱える経営課題を克服す

ることで持続的な発展を目指す。 

 

①地域に潜在する優れた「地域資源」（海産物や農産物）を活用して、地元小規模事業

者が外貨を稼ぐ（地域外からの資金を呼び込む）ための体制構築の支援を行う。 

 

②担い手と人材の確保・育成は地域の重要な課題であるため、地域内における創業・

第二創業および事業承継などに向けた課題を小規模事業者ごとに整理し、課題に応

じた担い手と人材の確保・育成策を推進する。 

 

③地場を商圏とした事業者の活性化のため、観光客など外来者との接点が高い「道の

駅・津島やすらぎの里」や「南楽園」を利用した情報収集を通じて、商品・サービ

ス開発・改良及び販売拡大に取り組む事業者を支援する。 
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４．目標達成に向けた事業の方針 

 

経営指導員等の計画的な巡回指導、金融・税務等の窓口相談などを通じて、小規模事

業者の経営課題の掘り起しを行い、その課題に対応し、また地域経済動向や経営状況分

析を踏まえた事業計画の策定を支援する。事業計画策定後は、定期的なフォローアップ

により、持続的経営力を持つ事業者の育成を支援する。さらに他の支援機関と連携した

商談会やインターネットの活用など、多種多様な販路開拓の機会を創出し、小規模事業

者のビジネスチャンスを支援する。 
 

①地元地域資源を活用した新商品・新メニューの研究および開発を目指す小規模事業

者と地域の一次産業者等と方向性の共有した連携体制を創成し、域外販路開拓や地

域外販路開拓に取組む小規模事業者に対し、専門家及び関係機関と連携して事業計

画の策定を支援し、地域経済の牽引事業所を育成する。 

 

②事業承継をする者、創業および第二創業を目指す者に対し、少子高齢化・人口減少

による地域内消費購買力低下など小規模事業者を取り巻く経済・社会状況を踏まえ

たうえで、需要動向やマーケットインの考え方に基づき、個社ごとの課題に対応し

た事業計画策定等他の支援機関と連携した事業承継支援プログラムおよび創業支

援プログラムを活用し積極的に支援を行う。 

 

③津島町への観光客誘致方策として、これまで以上に訪問し滞在してもらえる地域を

目指し、「道の駅・津島やすらぎの里」や「南楽園」等と連携した新たな観光活性化

策を支援するとともに、受入事業者の育成および新商品・新サービスを開発する小

規模事業者に対し、専門家及び他の支援機関と連携した商業活性化支援を行い、津

島町の知名度が向上しブランド化することで地域活性化を図る。 
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経営発達支援事業の内容および実施期間 

（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】 

 

【現状】 

平成 24年度から平成 26年度までの 3年間、全国商工会連合会（以下全国連）が実

施する「小規模企業景気動向調査」（業種ごとの業況を毎月調査）を実施。平成 28年

度から平成 30年度までの 3年間、全国連が実施する「中小企業景況調査」（管内 15事

業者を対象に年 4回四半期ごとに実施）を実施している。 

 

【課題】 

これまでの調査は、各業種の売上高・採算・資金繰りといった一般的な数値をＤＩ

で表したもので、事業主が自社の業績結果を示したものにすぎなかったため、客観的

な情報や広域的な視点を加味した情報が不足している。 

 

【具体的事業】 

①シンクタンクの情報を活用した愛媛県等の経済動向調査 

当地域における経済動向、小規模事業者の経営動向、消費者ニーズ等を把握し、四

半期ごとに調査結果の記録と集計を行う。 

 

≪情報収集項目等≫ 
ⅰ調査目的 

県内経済指標の把握 

ⅱ調査期日 

四半期毎 

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」 

ⅳ調査手段 

月刊「調査月報 IRC」に掲載された経済指数および経済関連記事等は四半期ごとに指標

別・カテゴリー別に収集し分析する 

ⅴ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地元金融機関と連携した宇和島管内の経済動向調査 

愛媛県南予地域内（宇和島管内）の小規模事業者の融資関連情報や管内経済動向に

関し、年３回開催される会議に経営指導員が出席し、南予地域の経済動向および事

業の取り組み事例等の情報を収集する。そして、その情報を小規模事業者に提供す

ることにより事業計画の策定や販路開拓支援時に役立てる。 

 

≪情報収集項目等≫ 
ⅰ調査目的 

南予地域経済動向の把握 

ⅱ調査期日 

年３回 

ⅲ調査対象 

地域金融機関等が保有している経済動向情報（業界・金融・消費者・店舗・物価等） 

ⅳ調査手段 

日本政策金融公庫宇和島支店と年２回（6月、11月）開催する「マル経協議会」および、

当商工会と町内に支店を有する伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行と年１回（7月）開催す

る「金融機関と商工会の懇談会」を活用して情報収集し、年２回集約・分析を行う 

※第１回：6月及び 7月に収集した情報を集約・分析 

第２回：11 月にした収集した情報を集約・分析 

ⅴ調査項目 

①南予地域経済動向(融資件数、資金使途、業況、業界情報など) 

②他地域での取り組み事例、消費者ニーズ、空き店舗情報、大型店情報、物価、地価等 

 

 

【調査結果の活用方法】 
得られた調査結果を、ＤＩ値やコメントを使った読みやすい内容に整理・分析し、本

商工会ホームページで公表するとともに、「みみより商工会情報」注２にも掲載し巡回

訪問・窓口相談時に提供する。また、津島町商工会職員間で共有活用を徹底し、職員全

員が小規模事業者と接した際、情報提供できるツールとして活用する。 
※注２ 本商工会が発行する会報誌。 

 

【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

愛媛県等経済動向情

報の集約 
未実施 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 

宇和島管内経済動向

情報の集約 
未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

ホームページでの公

表 
未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

みみより商工会情報

発行回数 

3回 

(不定期) 
四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状】 

経営指導員が中心となって行う巡回・窓口指導の中で事案を掘り起こし、中小企業

基盤整備機構の「経営自己診断システム」等を活用しながら、小規模事業者の財務分

析を行っているが、小規模事業者の持続的発展につながる経営分析を行うのは、やる

気のある一部事業者に限られている。 

 

【課題】 

小規模事業者の現状把握や経営目標達成を阻害する問題を発見し、地域経済状況を

うまく取り入れ事業計画の中で活かしていくためには、ベースとなる経営状況につい

て経営者自ら把握する必要があるが、これまでの商工会では事業所毎に経営状況の分

析のためデータ整理やその活用についての支援ができていなかった。 

 

【具体的事業】 

・巡回訪問および窓口相談を通じて経営分析の必要性を啓蒙し、分析対象となる小規

模事業者を発掘する。自社および商品等の強み・弱みについてはＳＷＯＴ分析シー

ト、財務状態については財務分析シート、目標設定については目標＆構想整理シー

ト、また必要に応じ事業承継等については事業承継診断票を用いて調査分析し、経

営戦略および事業計画の策定に役立てる。 

 

・経営指導員が主となり、後述の「経営発達支援学習会」や「事業計画検討会」によ

り商工会職員全員で調査結果を分析する。また事業所の成長段階や経営課題の内容

により愛媛県商工会連合会、よろず支援拠点および専門家派遣制度等を活用しなが

ら支援方針を検討する。分析結果を商工会職員全員が共有することで、組織として

の支援力の向上を図る。 

 

≪分析項目等≫ 

分析内容 手法（ツール） 分析項目 

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 

○工場・設備・方法・コスト・品質 

○調達先・金融機関との交渉力 

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 

○消費者動向（価値観・ライフスタイル）・人口動

向 

○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・生産性等 

（中小機構ＨＰ経営自己診断システム活用） 
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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 

（中小機構作成シート活用） 

事業承継 事業承継診断票 

○後継者の有無・資産の引継状況・相談先の有無・ 

 Ｍ＆Ａへの理解 

（中小企業庁作成シート活用） 

 

【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】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

財務分析者数  ５ ６ ８ １０ １２ １２ 

ＳＷＯＴ・財務・目標＆構想

整理シート作成者数 
未実施 ６ ８ １０ １２ １２ 

事業承継診断票 未実施 １ １ ２ ２ ２ 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状】 

巡回や窓口指導の中でニーズを掘り起こし、専門家派遣事業や愛媛県商工会連合会

の広域サポートセンターを活用し、小規模事業者の要望があったときに経営改善計画

作成等の支援をしているだけであった。 

 

【課題】 

「経営発達支援計画策定推進事業」（Ｈ27年度全国連事業）で実施した「支援ニーズ

に関するアンケート調査」で商工会支援の活用状況を尋ねた。その結果、金融・税務・

労働・共済などの従来の基礎的な支援での利用が大多数を占め、経営改善計画作成は

３件と大幅に少なかった。本来は、経営状況の分析を踏まえ、売上の確保や販路開拓

につながる中長期（３年から５年）に至る事業計画支援が必要であり、またその重要

性を小規模事業者へ伝えていく必要がある。 

 

【支援に対する考え方】 

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、売上・費用・利益・資金計画を織り込んだ具体的な行動計画の作成を支援

することで、消費者ニーズに即した商品・サービス開発を通じた販路開拓を促し、プ
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ロダクトアウトからマーケットインへの発想転換を図る。加えて、策定した事業計画

書を基に経営革新・農商工連携等の認定申請や補助金活用へのスムーズな支援に繋げ

ていく。 

 

【具体的事業】 

①事業計画の策定支援 

事業計画策定による経営の重要性を啓蒙し、事業計画策定による経営を推進するた

め、その策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

・巡回および窓口相談時に事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

・事業計画策定に関するセミナーを開催することにより、事業計画策定を目指す小

規模事業者の掘り起しを行う。 

・経営内容を把握している記帳機械化支援事業所および税務指導先事業所を対象に

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

事業計画の策定については、経営指導員の視点による支援だけではなく、愛媛県

商工会連合会、中小企業診断士、税理士、経営コンサルタント、よろず支援拠点およ

び中小企業基盤整備機構等が推薦する講師および専門家等と連携するなど、複数の

視点から支援及び検討を行う。 

 

≪事業計画策定セミナ－の研修内容≫ 
・事業者の目指す将来の「目標」と達成するための「行動」をまとめる。 

・検討項目を絞り込み、受講者が取り掛かりやすい分量とする。 

・経営理念や目標、課題など、自らが「考える」「文書化する」を促す。 

 

②創業支援 

創業を希望する者には、｢創業計画書フォーム」（日本政策金融公庫作成）を活用し、資

金調達を含めたビジネスプラン作成支援を行うとともに、宇和島市の「宇和島圏域

創業支援事業」と連携し、創業支援セミナーや創業サポートスクール等の機会を活

用し創業支援を行うことで、創業者の知識向上と事業計画策定の有効性を理解させ

たうえで、需要を見据えた事業計画の策定を支援する。 

 

③事業承継支援 

事業承継希望者には、円滑な事業継続を進めるため、愛媛県事業引継ぎ支援センタ

ーと連携するとともに、管内商工会と南予地域９市町および民間企業等で組織し事

業承継を支援する「南予地域官民連携事業承継推進本部」と連携し、小規模事業者

が作成する事業承継計画策定を支援する。また支援過程での課題に対しては、その

課題に対する専門家を活用し精度の高い事業承継を目指す。 

 

以上の具体的事業を複合的に連携させながら計画経営の重要性を周知し、事業計画策

定を促し、小規模事業者ごとにＰＤＣＡを繰り返すことで、利益確保に向けた持続的発

展を図ることができる。 
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【目標】 

  現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

① 

事業計画策定セミナー 

開催(参加人数) 

1回 

(9) 

1回

(15) 

1回

(15) 

1回

(15) 

1回

(15) 

1回

(15) 

事業計画策定支援者数 １ ５ ７ ８ １０ １０ 

② 創業計画策定者数 １ １ ２ ２ ３ ３ 

③ 事業承継計画策定者数 未実施 １ １ ２ ２ ２ 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【現状】 

これまで事業計画を策定するのは、事業者からの要望、補助金・助成金申請の時に

作成するのみであり、その後のフォローはほとんど行われていない状況であった。 

 

【課題】 

事業計画策定事業者も数少ないが、計画策定後の実施状況の振り返りを支援した事

業所もほとんど無い。今後は策定した事業計画と実際の状況との対比が大切であり、

その重要性を伝え、小規模事業者が持続的な発展を図るためのフォローアップを実施

する必要がある。 

 

【具体的事業】 

事業計画を策定した事業所には、経営指導員・支援員が定期的に巡回訪問・窓口相

談を行い、計画の進捗状況を確認し、目標達成に向け課題解決を支援。売上の拡大・

利益の確保につながる支援を行う。 

 

・事業計画策定後、巡回指導・窓口指導を通じて定期的（四半期に１度）にフォロー

アップを行う。その過程において、特に経営状況が厳しい事業者に対しては、愛媛

県商工会連合会広域サポートセンター又は専門家（中小企業診断士等）を交え、計

画の進捗状況の確認や計画の修正を行うほか、事業計画と実績の乖離を分析して問

題解決手段を検討し、地域に根差した経営を支援する。策定した事業計画が実現に

向け効果的に機能するため、小規模事業者に寄り添いＰＤＣＡサイクルを回し実行

管理することの重要性を認識してもらうとともに、計画目標を達成できるよう伴走

支援する。 

 

・経営指導員が主となり後述の「経営発達支援学習会」や「事業計画検討会」により

商工会職員全員で事業計画の進捗状況を確認し、浮かび上がった経営課題の内容や
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進捗状況により専門家の助言も含め事業計画を検討する。商工会職員全員が分析結

果を共有し組織として支援する。 

 

・資金支援が必要な小規模事業者には、日本政策金融公庫宇和島支店の協力を得て年

２回開催している「一日金融相談日」を活用し資金支援を実施、加えて同支店とは

密に連携し随時事業者の資金支援を実施する。また「宇和島市振興資金融資制度」

等も活用し複合的な資金支援とフォローアップを実施する。 

 

【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者

数（累積） 
２ ９ １９ ２９ ３７ ４２ 

フォローアップ者数

（累積） 
未実施 ３６ ７６ １１６ １４８ １６８ 

※フォローアップは原則３年とし、その後は計画達成状況に応じ継続・中止を判断。また３年を待

たずに独り立ちできる事業者はその時点で支援卒業とする。 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状】 

「経営発達支援計画策定推進事業」（Ｈ27 年度全国連事業）を活用し、あべのハル

カス近鉄本店（大阪市）において「愛媛県宇和島市津島地域の特産品に関するアンケ

ート調査」を実施し、関西地区の消費者に宇和島市津島町の特産品について、またイ

ンターネット販売に関する利用状況等について調査分析を行ったことはあるが、個社

が取扱う商品および提供するサービスに対する商品評価調査等は行っておらず、商工

会として具体的な支援も示せないままである。 

 

【課題】 

「経営発達支援計画策定推進事業」（Ｈ27 年度全国連事業）の中で実施した「愛媛

県宇和島市津島地域の特産品に関するアンケート調査」を分析してみると、当地域へ

の認知度や興味、また都市部消費者のインターネット販売の活用動向などを把握でき

た。しかしながらこれは単発的に行った都市部消費者を対象にした当地域全体のイメ

ージおよび都市部消費者の購買傾向についての調査である。当地域の小規模事業者へ

マーケットインの考え方を浸透させるためには、個社が取扱う商品および提供するサ

ービスに対する商品評価調査や、展示会でのマーケティング調査、消費者ニーズ情報

の収集を行い、整理・分析を実施して小規模事業者に提供する必要がある。 

 

【需要動向調査の方針】 

当商工会管内には、愛媛県が指定する地域資源「水産練製品」、「真珠」を活用した

商品を製造する小規模事業者や、当地域の特産品「あおさのり」を原料にした佃煮を
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製造する小規模事業等がある。 

これらの小規模事業者数は限られるものの地域経済の中心的役割を担っており、今

後は多様化する消費者ニーズに対応できるよう、消費者が求める商品・サービスは何

かを的確に把握するため需要動向調査を行う。域外に向けてはバイヤーニーズ調査

（ＢtoＢ）、域内に向けては地元集客施設調査（ＢtoＣ）を行い、得られた情報は、

個々の事業者に対する商品開発や改良、販売戦略、サービスの向上、事業計画策定な

どに活用する。 

 

【事業内容】 

（１）バイヤーニーズ調査（ＢtoＢ） 

愛媛県商工会連合会が主催する展示型商談会「えひめのすご味・スゴモノ商談会」

において、管内の事業者が製造する地域資源や特産品を活用した商品が、来場するバ

イヤーにどのような評価を得ているか、試食、試用（真珠装飾品）、アンケート調査を

実施し、調査結果を分析したうえで当該個社にフィードバックすることで商品開発・

改良に活用する。 
 

≪えひめのすご味・スゴモノ商談会調査≫ 
【商談会概要】 

愛媛県商工会連合会が主催し、松山市において開催。 

食品及び非食品を対象とし、県外大手百貨店等バイヤーが招へいされる。また参加し

た事業者が交流するなど県内最大規模の商談会。 

(来場バイヤー40社、出展事業者 150 社 平成 29年度実績) 

【サンプル数】 1商品当たりバイヤー5名。 

【調査手段・手法】 

毎年 1月に開催される「えひめのすご味・スゴモノ商談会」において、来場したバイ

ヤーに、試食や試用（真珠装飾品）してもらい、経営指導員等が聞き取りのうえ、ア

ンケート票へ記入する。 

   【調査商品】 

     １社１商品ずつ行う。具体的には以下の３商品について行う。 

①宇和島じゃこ天、②岩松川のあおさつくだ煮、③真珠装飾品(ブローチ) 

【分析手段・手法】 

調査結果は、よろず支援拠点等の専門家に意見を聞きつつ、アンケート調査項目別に

経営指導員が集計分析を行い、改善提案をまとめる。 

【調査項目】 

『食 品』①味、②容量、③サイズ、④価格、⑤デザイン、⑥パッケージ、⑦商品コ

ンセプト、⑧ターゲット等 

『装飾品』①デザイン、②サイズ、③価格、④パッケージ、⑤商品コンセプト、⑥タ

ーゲット等 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィードバックし、マーケ

ットインの考え方による更なる商品開発・改良や、事業計画策定の個社支援時の基礎

資料としても活用する。 
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【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数 未実施 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

延べサンプル数 未実施 １５ １５ １５ １５ １５ 

 

（２）地元集客施設調査（ＢtoＣ） 

当商工会管内で最も集客力が高い観光施設である、四国最大規模の日本庭園「南楽

園」において、管内の事業者が製造する地域資源や特産品を活用した商品が、来場者

にどのような評価を得ているか、試食や商品評価（真珠装飾品）及び来場者アンケー

トを実施し、調査結果を分析したうえで当該個社にフィードバックすることで商品開

発・改良に活用する。 

 

≪南楽園来場者調査≫ 
【施設概要】 

昭和 60 年開園。総面積 153,322 平方メートルの四国最大規模の日本庭園。上池・下

池二つの池を中心に現代造園技術の粋を集めて築いた。平成元年「日本の都市公園１０

０選」に選ばれる。また当園は愛媛県の地域資源（温泉その他の地域の観光資源部門）

に指定されており、過去 5年間の観光入り込み客数平均は 68,581人 *。管内では最も集

客力が高いと判断したため、当施設を選定する。 
*国交省四国運輸局「平成 28 年四国の主要観光地入り込み状況について」より 

【サンプル数】 １商品当たり 30人。 

（1日あたり平均来場者数 188 人、年間来場者数 68,581人÷365日) 

【調査手段・手法】 

年 1 回、「南楽園」の来場者が増加する 5 月に、来場客に試食や商品評価（真珠装飾

品）をしてもらい、経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート票へ記入する。 

【調査商品】 

１社１商品ずつ行う。具体的には以下の３商品について行う。 

①宇和島じゃこ天、②岩松川のあおさつくだ煮、③真珠装飾品（ブローチ） 

【分析手段・手法】 

調査結果は、よろず支援拠点等の専門家に意見を聞きつつ、アンケート調査項目（属

性・商品評価）別に経営指導員が集計分析を行い、改善提案をまとめる。 

【調査項目】 

ⅰ属  性 ①年代、②性別、③居住地域、④来場手段、⑤買物予算等 

ⅱ商品評価 

『食 品』 ①味、②容量、③サイズ、④価格、⑤デザイン、⑥パッケージ、⑦希

少性⑧求める地域資源商品・サービス等 

『装飾品』 ①デザイン、②サイズ、③価格、④パッケージ、⑤希少性、⑥求める

地域資源商品・サービス等 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィードバックし、マーケ

ットインの考え方による更なる商品開発・改良や、事業計画策定の個社支援時の基礎
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資料としても活用する。 

 

【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数 未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 

延べサンプル数 未実施 ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ 

 

 

 

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】 

 

【現状】 

宇和島市等が主催する物産展等への出展を呼びかけているが、出店する事業者は一

部に限られ、成果については検証していなかったため、新商品・新サービスの開発等

につなげられず、個社の販路拡大及び地域活性化や観光振興等には至っていないのが

現状である。 

販路拡大に寄与するＩＴの活用支援については、これまでワードやエクセルといっ

た業務の効率化を目的とするものが多く、売上確保や販路拡大につながる内容のもの

は少なかった。 

 

【課題】 

当地域のような高齢化の進む地域において、小規模事業者はこれまでの顧客を対象

にした経営にこだわらず、地域内外で新たな需要を開拓し、新たなビジネスチャンス

を生み出すことで新規顧客獲得や販路拡大につながっていく。それを実現化させるた

め、商談会や展示会への出店を支援し、事業計画の実効性を高める必要がある。 

ＩＴの活用については、当地域の小規模事業者は高齢化が進み、ＳＮＳの活用も進

んでおらず、ホームページを持つ事業者も少ないため、比較的掲載出店しやすい全国

商工会連合会等の関係機関が運営するｅコマースを活用する支援を行い、売上確保や

販路拡大につなげる必要がある。 

 

【事業内容】 

（１）「えひめのすご味・スゴモノ商談会」参加事業（ＢtoＢ） 

（支援に対する考え方） 

当地域の小規模事業者は、首都圏等の展示会にいきなり出展できる体力のある事業

者は少なく、展示会への出展経験も乏しい。また、当商工会が展示会を自前で開催す

るのは困難なため、愛媛県商工会連合会など関係機関との連携を密にして、県内で開

催されている比較的規模が大きく、かつ県外のバイヤーが集まる展示会への出展を呼

びかけ、販路開拓・拡大の支援を強化する。 
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具体的には、地域資源及び特産品を活用した商品を製造する食品製造業者と装飾品

製造業者を重点支援し、愛媛県商工会連合会が主催する「えひめのすご味・スゴモノ

商談会」に、毎年３社程度参加させる。参加させるだけではなく、商談会にあたって

は、プレゼンテーションが効果的になるよう事前個別指導を行うとともに、事後には、

名刺交換した商談相手へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援

を行う。 

 
【商談会概要】 

「えひめのすご味・スゴモノ商談会」 

・主 催 愛媛県商工会連合会 

・特 徴 松山市において開催。食品及び非食品を対象とし、県外大手百貨店等バイヤーが

招へいされる。また参加した事業者が交流するなど県内最大規模の商談会。 

・時 期 毎年１月開催 

・規 模 来場バイヤー40社、出展事業者 150社（平成 29年実績） 

【支援対象者】 

地域資源（水産練製品・真珠）や特産品（あおさのり）を活用した商品を製造する食品製造

業と装飾品製造業を重点支援する。 

【訴求対象者】 

全国のバイヤー（百貨店、スーパー、コンビニ、商社、旅館、ホテルなど）。 

【支援内容】 

経営指導員が、出展前後の局面で事業者ごとに個別相談会を開催し個別指導する。また開催

期間中は事業者ごとにきめ細かな伴走支援を行う。 

ⅰ参加前支援 

・商談に際して、ビジネスマナーや効果的な商品シートの作成について個別指導を行う。 

（商品シート内容）企業情報、商品情報、アレルギー表示、想定される顧客ターゲット、

活用シーン説明、盛付例・使用例などの写真等 

・予想されるバイヤーからの質問に対する答えを集めた想定問答集を作成し、ロールプレ

イにより商談を疑似体験し、実際の商談に対応できるよう備える。 

ⅱ参加時支援 

・展示レイアウト指導や接客について支援する。 

・各ブースに経営指導員を同席させて、バイヤーからの商品に対する課題、要望などを聴

取する。 

・出展経験の乏しい事業者にあっては、バイヤーに伝え漏らした点等があれば説明・フォ

ローを行う。 

ⅲ参加後支援 

・名刺交換したバイヤーに対し、見込み客リスト作成やＤＭ発送を促すなど商談相手への

アプローチ支援を行う。 

・バイヤーから与えられた課題、要望は、県連からのアドバイザー（バイヤー出身）制度

を活用するなど、解決へ向けた個社支援を行い、確実に成約に結び付けるよう伴走支援

を行う。 
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【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

えひめのすご味・スゴモノ

商談会参加事業者数 
０ ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

成約件数／社 ０ １件 １件 ２件 ２件 ３件 

 

（２）「ニッポン全国物産展」出展事業(ＢtoＣ) 

（支援に対する考え方） 

当地域の小規模事業者は、物産展や展示会への出展経験に乏しい事業者が多いため、

物産展出展に意欲のある事業者や、商談会や展示会に慣れてきた事業者に対し、まず

は全国商工会連合会が主催し、当商工会がサポートしやすいニッポン全国物産展への

出展を呼びかけ、新たな需要の拡大と地域資源商品の知名度向上を図る。 

具体的には、事業計画を策定した地域資源や特産品を活用した商品を製造する食品

製造業者及び装飾品製造業者を優先的に、全国商工会連合会が主催する「ニッポン全

国物産展」に出展させる。出展させるだけではなく、物産展の参加にあたっては、消

費者へのアプローチが効果的になるよう事前個別指導を行うとともに、事後には、物

産展で得た来場者の意見や要望を踏まえた地域資源商品の改良やサービスの向上など

新たな需要の開拓を支援する。 

 
【物産展概要】 

「ニッポン全国物産展」 

・主催 全国商工会連合会 

・特徴 東京都において開催。全国の地域特産品（食品、非食品）が一堂に会して展示・ 

実演販売を行い、首都圏の一般消費者が訪れる。 

・時期 毎年 11月開催 

・規模 来場者 15万人、出展事業者 350社（平成 29年実績） 

【支援対象者】 

地域資源（水産練製品・真珠）や特産品（あおさのり）を活用した商品を製造する食品製造

業と装飾品製造業を重点支援する。 

【訴求対象】 

首都圏の一般消費者。 

【支援内容】 

経営指導員が、出展前後の局面で事業者ごとに個別相談会を開催し個別指導する。また開催

期間中は事業者ごとにきめ細かな伴走支援を行う。 

ⅰ出展前支援 

・接客対応セミナーを開催するとともに、自社商品の特徴やＰＲポイントをまとめ、効果

的なチラシ・ポスター・ＰＯＰ作成等の個社支援を行い、接客や消費者への伝え方など

について学んでもらう。 

ⅱ出展時支援 

・商品の展示レイアウト指導や商品販売に立ち会い、来場者から商品に対する意見や要望

を聴取する。 

ⅲ出展後支援 
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・物産展当日の接客対応を振り返るとともに、来場者の商品に対する意見や要望をもとに

商品の改良やサービスの向上など個社支援を行い、より売れる商品づくりや次回の出展

につながる支援を行う。 

・商品の改良にあたっては、中小企業診断士やよろず支援拠点などと連携して取り組む。 

 

【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ニッポン全国物産展 

出展事業者数 
１ １社 ２社 ３社 ３社 ３社 

１社あたりの対前年

売上伸び率 
－ ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 

 

（３）ｅコマース「ニッポンセレクト」活用事業 

（支援に対する考え方） 

当地域の小規模事業者は高齢化が進み、ＳＮＳの活用やホームページを開設し運営

できるＩＴ知識及び能力を持ち合わせる事業者は少なく、ｅコマースを活用する事業

者も少ないため、まずは個社が取り組みやすく、当商工会がサポートしやすい全国商

工会連合会が開設・運営している「ニッポンセレクト」に、管内の意欲ある食品製造

業者、真珠装飾品製造業者等に対し，掲載を呼びかけ出店を推進し、ＩＴを活用した

新たな販路として認識させるとともに新たな販売先の確保を図る。 
【ニッポンセレクト概要】 

全国商工会連合会公式のｅコマースサイト。全国各地の地域資源等（食品、非食品）を活用

し開発した商品や地域産品等をウェブを通じて紹介・販売。 

【支援対象者】 

食品製造業者、真珠装飾品製造業者等。 

【訴求対象】 

域内外の一般消費者。 

【支援内容】 

ⅰ掲載前支援 

・ニッポンセレクトに掲載されている商品の特徴や成功事例等について学んでもらうと

ともに、自社商品の強み、文章や写真の構成等ＥＣサイト掲載における効果的な商品の

見せ方や、集客の仕方など個別指導を行う。 

・公募条件（地域の特色が活かされているか、取引条件〈受注・発送・入金等取引の流れ〉、

関係法令等）について個別指導を行う。 

ⅱ掲載後支援 

・域外消費者であるネットユーザーから求められる商品価値(味付け、内容量、パッケー

ジデザイン等)について意見・要望を半期に一回取りまとめ、個社にフィードバックす

るとともに、定期的な情報更新等掲載ページの維持管理について個別指導を行い、確実

な販売拡大につながり販路の一つとして確立するよう伴走支援する。 

・専門的な課題解決には、よろず支援拠点のアドバイザー等を活用した専門家による支 

援を行う。 
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【目標】 

 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 

掲載者数 
１社 ２社 ３社 ４社 ５社 ６社 

１社あたりの対前年

売上伸び率 
－ ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 

【現状】 

地域経済の活性化については、津島ブランドを発信するイベント「津島しらうお＆

産業まつり」が毎年開催され、町内外から 12,000人を超す来場者があるが、これまで

商工会、宇和島市、街おこしグループ、漁協、農協、料飲組合等がそれぞれの立場で

取り組んできたため、目的意識の共有や協力連携体制が取れていなかった。そのため

新たな商品やサービスの開発等につながる地域の観光振興・活性化には至っていない。 

 

【課題】 

これまでの地域活性化策では、短期的かつ単発的な取り組みとなるケースが多く、

成果に乏しい面があった。今後は、地域創生の一環として長期的視野に立ち地域の活

性化に向け、関係機関が目的意識を共有し、協力連携して地域経済の再生に取り組む

ことが求められる。 

 

【具体的事業】 

津島町の地域資源を活用し、津島ブランドを発信するイベント「津島しらうお＆産

業まつり」は、基幹産業が第一次産業である当地域最大のイベントであり、地域特産

品のＰＲ、地域情報発信等の絶好の機会である。この機会を通じて交流人口の増加及

び滞在型観光の促進を図り、地域小規模事業者の経営環境の向上に寄与する 

 

①「津島しらうお＆産業まつり」は実行委員会を組成し開催している。委員は、商工

会、宇和島市、街おこしグループ、町内３漁協、農協、料飲組合等で構成されてい

る。本会に設置している「経済活性化委員会」も積極的に「津島しらうお＆産業ま

つり実行委員会」に参画し、イベント運営協力はもとより、地元農林水産物を活用・

加工した特産品・新商品の紹介ＰＲ及び周知等を行うとともに、交流人口の増加、

滞在型観光の促進による持続可能な地域経済活性化に資する取り組みを検討・実践

する。 

 

②当商工会経済活性化委員会や津島しらうお＆産業まつり実行委員会において、地域
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の動きや情報を拾い上げ、愛媛県商工会連合会・愛媛県産業技術研究所等とも連携

し、地域資源を活用した新たな観光商品及び特産品の開発（研究・試作・販路開拓）

とブランド化等について、地域総合経済団体である本会が積極的に関与し主導的な

役割を果たし、農商工連携や６次産業化等による事業化の展開方策を協議する。 

 

【関係者間の共有方法】 

 経済活性化委員会を定期的に開催するとともに、「津島しらうお＆産業まつり」実行委

員会に積極的に参画し、前述①、②の活性化方策のほか、次世代のリーダー育成など長

期的な活性化策を検討する。議論にあたっては、参加メンバーによる発表と質疑応答を

中心とし、各機関の意見集約を図っていく。 

 

【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

津島しらうお＆産業

まつりの開催 
１ １ １ １ １ １ 

津島しらうお＆産業ま

つり実行委員会開催 
３ ３ ３ ３ ３ ３ 

経済活性化委員会の

開催 

２ 

(不定期) 
３ ３ ３ ３ ３ 

 

【この事業により期待する効果】 

新たな経済活動（新商品や新サービスの開発）や人材育成の結果として、小規模事

業者に売上増加や利益確保がもたらされるほか、販売量が伸びることで主原料となる

農林水産物の需要増に寄与し、生産者等の雇用・所得確保につながる。また地域外に

も認知されるようになると、津島ブランドが向上し、地域への来訪者が増加し当該商

品以外の売上増や定住・交流人口拡大にも寄与することができる。 

 

 

 

 

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 

 

【現状と課題】 

これまでは、当会と関係団体との情報交換する会合について、既存の経営改善普及

事業の推進を目的に実施してきていた。これからは、経営発達支援事業の効果的な取

り組みにつなげるため、支援ノウハウ等の習得を念頭においた会合等を関係団体との

意思疎通を図り実施する。 
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【具体的事業】 

①従来から地域的な繋がりがあり連携協力関係の強い南予地区（宇和島市、北宇和郡

及び南宇和郡）の５商工会は、いずれも職員数の少ない小規模商工会で経営発達支

援事業の業務環境に恵まれていない。このため、５商工会が連携し「南予地区商工

会・経営発達支援連絡会議（仮称）」を結成し年２回の会議を開催する。 

会議では、お互いが事業計画策定、伴走型支援、需要動向調査や需要開拓などの支

援ノウハウや取組状況に関する情報を交換し情報共有を図り、成功事例や困難事例

の発表や意見交換を行うなど、各商工会の職員の支援能力を高める連携体制を整備

する。 

 

②その他の支援機関や専門家等との連携 

商工会単独で対応できない専門事案では、次により他の支援機関や専門家と連携し

て情報交換を密にし、経営発達支援事業の実効性と精度を高める。 

 

ⅰ他の支援機関との連携・情報交換（随時） 

他の支援機関である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

興財団及びよろず支援拠点と連携を密にして、事業計画の策定支援、伴走型支

援、需要動向調査、需要開拓の支援に関するノウハウ、施策情報、事業関連情報

や参考となる取り組み事例について情報交換を行い、事業者へ精度の高い情報

提供や指導・助言に活用する。 

 

ⅱ金融機関との連携・情報交換 

日本政策金融公庫宇和島支店と行う協議会（年２回）、地域金融機関である伊予

銀行岩松支店・愛媛銀行岩松支店・香川銀行岩松支店と行う懇談会（年１回）に

おいて金融政策、市場動向、景気動向などについて情報交換を行い、事業者への

情報提供、計画策定及び伴走型支援に活用する。（定期開催） 

また、地元金融機関（前述の３行）とは、密に情報交換を行い、事業計画策定や

資金面の支援に活用する。（随時開催） 

 

ⅲ外部専門家との連携・情報交換（随時対応） 

複雑高度な事業計画の策定や資格を要する業務については、中小企業診断士、弁

護士や税理士に支援を要請し困難事案の解決を図る。 

 

ⅳ愛媛県事業引継ぎ支援センター及び南予地域官民連携事業承継推進本部との事業

承継支援（随時対応） 

第三者への事業承継を希望する事業者には、愛媛県事業引継ぎ支援センター及

び南予地域官民連携事業承継推進本部にマッチングの支援を要請する。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

【現状と課題】 

従来から、経営指導員・支援員は、愛媛県商工会連合会が行う研修カリキュラムに

基づき、職種ごとに研修を受講してきたが、その成果は、職員間で共有できずに組織

的な活用も図ってこなかった。 

特に経営発達支援事業の推進に求められる職員の資質向上については、以下のとお

り基礎的な支援スキルの養成、専門的な支援能力のレベルアップ、さらに組織として

の支援能力を強化する体制整備を行うことにより、中長期的に支援を継続できる業務

執行体制を構築する。 

 

 

 

【具体的事業】 

①基礎的な支援スキルの養成 

ⅰ基礎的な研修の受講 

経営発達支援の基礎的な知識を習得するため、次の研修カリキュラムを早い機

会にすべての職員（経営指導員及び経営支援員）が受講する。 

・経営指導員等能力開発研修（愛媛県商工会連合会主催） 

・経営発達支援計画策定研修会（愛媛県商工会連合会主催） 

・経営指導員向け小規模事業者支援研修（中小企業基盤整備機構主催） 

 

ⅱ経営発達支援スキルの習得 

経営指導員・支援員が経営発達支援事業で求められる次の支援スキルを習得す

るため、連携支援機関、中小企業大学校等が主催する研修会やセミナーの受講

（年２回）を検討する。 

・経営分析スキル（財務分析・ＳＷＯＴ分析） 

・事業計画策定スキル 

・経済動向調査と需要動向調査の分析スキル 

・売上増と利益確保を図る需要開拓スキル 

 

②専門的な支援能力のレベルアップ 

連携支援機関、中小企業大学校等が主催する専門的な支援能力を養成する研修やセ

ミナーに職員が交互に毎年受講することを原則とし、併せて研修校で全国の商工会

地域の小規模事業者支援等に関する情報収集も行い、支援能力の向上につなげる。 

・経営指導員（２名）は２年に 1回参加させる。 

・経営支援員（３名）は３年に１回参加させる。 

 

③組織としての支援力強化 

全職員がＯＪＴにより日常的な支援能力のアップを図り、研修やセミナーで習得し

た支援スキルや計画策定事業者の経営情報を職員間で共有するため、「経営発達支援
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学習会」を年４回開催する。併せて事業計画の最終段階において、全職員による「事

業計画検討会」を開催し、計画内の充実を図るなど、組織としての支援力を強化す

る。 

 

研修カリキュラムで得られた成果や、経営指導員・支援員が行った支援の成果につ

いては、商工会基幹システム等を活用しデータベース化するとともに、組織内でのノ

ウハウ共有を行うことにより、小規模事業者の利益の確保に向けた支援ノウハウの習

得につなげる。また、人事異動等で職員の異動や変更等があった場合も、小規模事業

者に対する支援レベルの質を落とすことなく、従来通りまたそれ以上の支援力を持っ

て組織として切れ目なく継続的に対応できる支援体制を整備する。 

 

 

 

 

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績状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

①商工会に「経営発達支援事業評価委員会」を設置し、ＰＤＣＡサイクルに基づき事

業の実施状況、成果の評価・見直しを行う。 

 

・構成委員 （津島町商工会） 会 長       １名 

副会長       ２名 

商業部会長     １名 

工業部会長     １名 

水産部会長     １名 

経済活性化委員長  １名 

（外部専門 家） 中小企業診断士   １名 

（宇 和 島 市） 商工観光課長    １名 

・開催時期 毎年３月 

 

②事業の成果・評価・見直し結果については、理事会に報告し承認を受ける。 

・報告時期    毎年総代会前に開催される理事会 

 

③事業の成果・評価・見直し結果を誰もが閲覧できるよう津島町商工会ホームページ

で計画期間中公表する。 

・公表時期    総代会終了後ホームページにより公表 
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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３１年４月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

                   ［事業の成果・評価・見直しの結果報告］ 

 

 

 

                    ［事業の評価・見直しの報告］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ［事業報告］    ［事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

名    称   津島町商工会 

郵便番号  ７９８－３３０１ 

住    所   愛媛県宇和島市津島町岩松８０７番地 

電    話   ０８９５－３２－２２１５ 

 

 

『津島町商工会・総会』 
（事業の成果・評価・見直しの承認） 

『津島町商工会・理事会』 
（事業の成果・評価・見直しの方針決定） 

『経営発達支援事業評価委員会』 
（年１回開催） 

津島町商工会  会長・副会長(2 名) 
   〃    部会長(商業・工業・水産) 
   〃    経済活性化委員長 
外部専門家   中小企業診断士 
宇和島市    商工観光課長 

『経営発達支援事業』 
（事務局体制） 

（統括）事務局長      １名 
（担当）経営指導員     ２名 
（支援）経営支援員     ３名 

 
［事業の成果・評価・見直し結果公

表］ 
HP：http://www.tushima.net/ 
津島町商工会事務所閲覧 

『関係機関・ 
団体』 

愛媛県 
宇和島市 
愛媛県商工会連合会 
日本政策金融公庫 
伊予銀行岩松支店 
愛媛銀行岩松支店 
香川銀行岩松支店 
各種団体・関係機

関等 

宇和島市 
津島町内 

［小規模事業

者］ 

相談 
 

支援 
 
 

連携 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 

 

経営改善普及

事業費 

 

 

地域総合振興

事業費 

 

 

35,200 

 

 

 

9,200 

35,200 

 

 

 

9,200 

35,200 

 

 

 

9,200 

35,200 

 

 

 

9,200 

35,200 

 

 

 

9,200 

（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 

愛媛県補助金、宇和島市補助金、会費収入、各種手数料収入等 

 

 

（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 

 

（１）地域経済の動向調査、経営状況の分析及び需要動向調査 

・情報交換 

・専門家による経営分析と助言 

 

（２）事業計画策定と実施支援 

・情報交換 

・事業計画策定支援及び事業者への助言 

 

（３）創業・第二創業・事業承継支援 

・情報交換 

・専門家及び関係機関による助言 

 

（４）新たな需要開拓支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・ビジネスマッチングの機会の提供 

 

（５）支援ノウハウの向上 

・支援ノウハウの情報交換 

・経営指導員等の計画策定能力の向上 

・経営指導員等のコミュニケーション能力の向上 

 

連携者及びその役割 

 

愛媛県 

 知事 中村時広 

〒790-8570 愛媛県松山市一番町 4丁目 4番地 2 

役割 事業計画策定と実施支援、地域経済の活性化に資する取組 

 

宇和島市 

 市長 岡原文彰 

〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町１番地 

役割 事業計画策定と実施支援、新たな需要の開拓支援 

 

中小企業基盤整備機構四国本部 

 本部長 福本功 

〒760-0019 香川県高松市サンポート 2-1 

役割 新たな需要の開拓支援、地域経済の活性化に資する取組支援ノウハウ等の情報交換 
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愛媛県商工会連合会 

 会長 村上友則 

〒790-0065 愛媛県松山市宮西 1丁目 5番 19号 

役割 事業計画策定と実施支援、需要動向調査、販路開拓等の新たな需要の開拓支援、支援ノウ

ハウ等の情報交換 

 

全国商工会連合会 

 会長 森 義久 

〒〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 

役割 販路開拓等の新たな需要の開拓支援 

 

中小企業診断士、税理士、弁護士等の専門家 

役割 事業計画策定と実施支援 

 

ＩＴ専門家 

役割 新たな需要の開拓支援 

 

えひめ産業振興財団（チームえびす・よろず支援拠点） 

 理事長 大塚岩男 

〒791-1100 愛媛県松山市久米窪田町 337-1 

役割 事業計画策定と実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓支援 

 

愛媛県産業技術研究所 

 所長 瀬野英二 

〒791-1101 愛媛県松山市久米窪田町 487-2 

役割 新たな需要の開拓支援、地域経済の活性化に資する取組 

 

愛媛県事業引継ぎ支援センター 

 統括責任者 平井一臣 

〒790-0067 愛媛県松山市大手町 1丁目 11-1 

役割 事業計画策定と実施支援 

 

南予地域官民連携事業承継推進本部 

 推進本部長 大平利幸・西予市企画財務部長 

〒787-8501 愛媛県西予市卯之町 3丁目 434-1 

役割 事業計画策定と実施支援 

 

㈱いよぎん地域経済研究センター 

 代表取締役社長 重松栄治 

〒790-0003 愛媛県松山市三番町 5丁目 10-1 

役割 経済動向調査、地域経済の活性化に資する取組 

 

日本政策金融公庫宇和島支店 

 支店長 森田達也 

〒798-0060 愛媛県宇和島市丸之内 1-3-24 

役割 経済動向調査、事業計画策定と実施支援、支援ノウハウ等の情報交換 
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地元金融機関 

 ・伊予銀行岩松支店 

  支店長 赤迫哲也 

〒798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松 858-1 

 ・愛媛銀行岩松支店 

 支店長 遠藤佳治 

〒798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲 764-1 

 ・香川銀行岩松支店 

  支店長 久米正哉 

〒798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲 450-3 

役割 経済動向調査、事業計画策定と実施支援、支援ノウハウ等の情報交換 

 

南楽園（南レク株式会社） 

 代表取締役社長 井伊盛一郎 

〒798-3303 愛媛県宇和島市津島町近家甲 1813 

役割 需要動向調査、地域経済の活性化に資する取組 

 

道の駅・津島やすらぎの里（指定管理者・㈲近藤会館） 

 代表取締役社長 近藤幸夫 

〒798-3302 愛媛県宇和島市津島町高田甲 830-1 

役割 地域経済の活性化に資する取組 

 

ＪＡえひめ南（えひめ南農業協同組合） 

 代表理事組合長 黒田義人 

〒798-0031 愛媛県宇和島市栄町港 3丁目 303 

役割 地域経済の活性化に資する取組 

 

北灘漁業協同組合 

 代表理事組合長 坂本猪明 

〒798-3361 愛媛県宇和島市津島町北灘甲 1032番地 

役割 地域経済の活性化に資する取組 

 

下灘漁業協同組合 

 代表理事組合長 代表理事組合長 小川好人 

〒798-3344 愛媛県宇和島市津島町嵐 23-2 

役割 地域経済の活性化に資する取組 

 

岩松漁業協同組合 

 代表理事組合長 森岡長利 

〒798-3302 愛媛県宇和島市津島町高田丙 572-2 

役割 地域経済の活性化に資する取組 

 

愛媛料飲組合津島支部 

 支部長 桑山嬉子 

〒798-3302 愛媛県愛媛県宇和島市津島町高田乙 588 

役割 地域経済の活性化に資する取組 
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町おこしグループ てんやわんや王国 

 代表 小笠原長史 

〒798-3302 愛媛県宇和島市津島町高田甲 2054-4 

役割 地域経済の活性化に資する取組 

 

愛媛県南予地区商工会 

 ・吉田三間商工会 

 会長 水谷一良 

〒799-3703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲 96-1 

 ・鬼北町商工会 

  会長 岡本國和 

  〒798-1341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 1214 

 ・松野町商工会 

  会長 加藤勝恵 

〒798-2101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸 455 

 ・愛南町商工会 

  会長 平田稔 

  〒798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 2298-1 

役割 支援ノウハウ等の情報交換 
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連携体制図等 

 

 

 

 

津島町小規模事業者・経営発達支援 

支 
援 

【伴走型】 
【一体的】 

【連 携】 
津島町 
商工会 

【地域経済活性化 
のための連携】 

愛媛県 
宇和島市 
えひめ南農協 
北灘漁協 
下灘漁協 
岩松漁協 
えひめ産業振興財団 
愛媛県産業技術研究所 
㈱いよぎん地域経済研究所 
南レク株式会社 
道の駅津島やすらぎの里 
町おこしグループ 
津島料飲組合 

【専門家との連携】 
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 
愛媛県産業技術研究所 
愛媛県事業引継ぎ支援センター 
南予地域官民連携事業承継推進本部 
中小企業診断士 
税理士、弁護士等の専門家 
ＩＴ専門家 
南予地区商工会 
・吉田三間商工会 
・鬼北町商工会 
・松野町商工会 
・愛南町商工会 

【金融機関との連携】 
日本政策金融公庫宇和島支店 
伊予銀行岩松支店 
愛媛銀行岩松支店 
香川銀行岩松支店 
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