
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者 宇和島商工会議所（法人番号 7500005006183） 

実施期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日 

目 標 

宇和島商工会議所は、当地域の基盤を支える小規模事業者の身近な支援機関として、

小規模事業者が当地域で 経営を持続的に行うために必要不可欠な事業計画の策定や、

実行・確認・行動による売上・利益率の向上を目指す PDCA サイクルによる 科学的経

営 の導入を推進する。 
また、それぞれの事業者が抱える課題に対し、他の支援機関と連携して継続的かつ

総合的にサポートし、地域小規模事業者の 経営力の底上げを図るとともに 10 年先を

見据えた企業経営の推進を目指す。 
具体的には、 

① 「どんぶり勘定」「成り行き経営」「何をしたらいいか分からない」からの脱却と

科学的経営の導入 
② 事業者の目標となる身近なモデルを作り、“わたしにも出来る”マインドの醸成 
③ 市場を圏外に求め、反復・継続して売れる仕組みづくりの構築 
④ 後継者育成と円滑な事業承継・ワンストップ創業支援 

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】 

景況調査、通行量調査、空き店舗調査、中小企業実態調査アンケート（H29.1～4
に実施）から、地域の現状や経営環境を的確に把握し、創業者や地域事業者に対し
必要な情報を速やかに提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
巡回・窓口相談、金融相談等により分析対象者を掘り起こしたうえで、分析ツー

ルの活用や支援機関と連携して現状把握と改善策検討のために経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 経営状況の分析を通じて抽出された経営課題を解決するため、小規模事業者自ら
が策定し実行できるよう、支援機関や専門家と連携して伴走型支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
  計画実施にあたっては、経営指導員等が定期的に事業の進捗状況確認を行い、専
門家等との連携によるフォローアップを実施。必要に応じて計画の見直しや追加策
を検討するなど、伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
小規模事業者の販売する商品または提供する役務に対する個別の企業に応じた需

要動向調査を実施し、事業計画策定における基礎資料とする。 
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】 

地域資源を活用した魅力的な商品やサービスを発掘し、需要開拓セミナーの開催
や展示会・販売会への参加支援により、ノウハウの習得および商品を提案する機会
を設け、ネット販売や SNS を利用した広告宣伝を支援することで、認知度の向上と
販売促進を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
宇和島市をはじめ、観光物産協会、商店街等、地域における関係者間で意識の統

一や情報共有を図り、地域の魅力を踏まえた観光振興による交流人口の増加や、中

心商店街の賑わい創出等により地域経済活性化に寄与していく。 

連絡先 

〒798-0060 宇和島市丸之内１－３－２４ 

宇和島商工会議所／中小企業相談所 

☎０８９５－２２－５５５５  Fax ０８９５－２４－６６５５ 

 代表 E-mail:ucci@uwajima-cci.or.jp   
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（別表１） 

経営発達支援計画 

 経営発達支援事業の目標 

（１）宇和島市の現状と課題 

a.位置・地勢 

 交通網の整備により商圏は変化 

宇和島市は、愛媛県西南部に位置し、東は 1,000ｍ級の山岳、

西は宇和海に面し、入り江と半島が複雑に交錯した典型的な

リアス式海岸が続き、５つの有人島と多くの無人島がある。

春は日本列島の桜前線を知らせ、梅雨前線の影響や台風の通

過により雨量も多く、冬には北西の季節風が吹き、積雪を見

ることもある。 

約 100 キロ離れている県都松山市以南では、最も大きな都

市であり、高知県の一部を含む商圏を形成し、四国西南地域

の商業拠点都市として発展してきた。 

しかしながら、近年の高速自動車道の整備により松山市等

へ消費が流出しているほか、郊外の国道沿いへ進出した大規

模店舗やロードサイド店への消費流出が進み、市内商店街は

シャッター街化が目立つなど厳しい状況にある。 

 

b.人口・小規模事業者数 

事業所数の減少により、雇用の場は喪失 

本市の総人口は、77,729 人(H29.7)となっている。これまでの人口の推移をみると、平成 17 年

の市町村合併時には、89,444 名であったが、この 12 年で 11,715 人減少しており、商工会議所管

内の人口も同様に減少が急速に進んでいる。合併により現在の宇和島市に宇和島商工会議所と津島

町商工会、吉田三間商工会が併存している。 

管内小規模事業者数は 2,457であり、経営者の高齢化や後継者不足による廃業が増加し、減少傾

向にある。加えて、購買機会の多様化、消費の低迷、商圏人口の減少によりさらに休廃業は増加す

ると思われる。 

 

商工会議所管内人口 

調査年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

管内人口 57,986 55,195 51,178 
（出典：国勢調査） 

小規模事業者数の推移 

調査年 平成 21年 平成 24年 平成 28年 

小規模事業者数 3,001 2,529 2,457 
（出典： H21.24は経済センサス、H28は経済センサス暫定数） 

伊達 10 万石の城下町。真珠や魚

類の養殖で発展してきた。 
 

出典：国土地理協会 

https://i2.wp.com/seikou38.com/uwajima/wp/wp-content/uploads/2015/01/2015-01-11-iPhone-104.jpg�
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c.観光・食文化 

伊達文化薫る城下町・郷土料理、柑橘も充実 

本市には、緑輝く山々と宇和海に包まれた優れた自然資源、現存

する天守閣（国重要文化財）を有する宇和島城、天赦園や和霊神社

に代表される伊達家ゆかりの歴史資源、全国的にも珍しい闘牛な

ど、有形・無形の観光・交流資源が数多くある。加えて、平成 27

年度には戦国大名「伊達政宗」の長男・秀宗公の宇和島入部 400年

を記念した「宇和島伊達 400 年祭」や、平成 28 年度には「えひめ

いやしの南予博 2016」などのロングランイベントにより、宇和島市

への入込客は年間 250万人を超え、増加傾向にある。 

また、宇和島市近隣で日本の歴史や文化に多く触れ合うことがで

きるとあって、欧米の富裕層を乗せた外国クルーズ客船の寄港も増

えている。（平成 28年度 9回・平成 29年度 12回・平成 30年度 10

回） 

食に関しては、生の鯛を使った宇和島鯛めしや、さつま、ふくめ

ん、ふか(サメ)の湯ざらしなどの郷土料理のほか、海の幸を使った

練り製品のじゃこ天、蒲鉾などの特産品が豊富にある。2007年の農

林水産省「郷土料理百選」の 10 位以内に宇和島鯛めし、じゃこ天

が選ばれるなどし、最近はメディアにも多く取り上げられ地域食に

よる観光客の呼び込みも期待できる。 

イタリア原産の高級柑橘ブラッドオレンジの生産量も増加して

おり商品開発も進んでいるが、さらなる 6次産業化の推進が課題で

ある。 

 高速自動車道の整備は、消費の流出が懸念される一方で、交流人

口の増加、物流の効率化が期待され、今後の観光振興は地域経済活

性化の有効な戦略の一つと考えられる。 
 
d.産 業 

1）農林水産業 

本市は、西部一帯に広がる恵み豊かな宇和海を生かした水産業

の街として発展してきた。マダイやハマチ、フグなどの魚類養殖

や、真珠、真珠母貝の養殖が盛んに行われており、全国有数の生

産地として知られている。鮮魚は市内の水産卸会社が主に関西方

面の市場へ出荷し、フィーレ(片身)に加工して出荷することもあ

る。最近の魚離れ、魚価の低迷により、マダイやブリは餌にみか

んを入れ魚臭さの低減、柑橘系の風味で食べやすくするなどした「みかん魚」も開発され、好評で

ある。また、近年はマハタ、マグロ、スマなどの高級魚の養殖も行われ始めている。 
真珠生産量は、平成 2 年のピーク時には 23,914 ㎏生産額 264 億円に上ったが、平成 27 年には

6,548 ㎏ 54 億円と経済の低迷等により低調に推移している。また、生産した真珠は神戸や伊勢の

バイヤーが買い付けて加工、販売するなどしているため、ブランドとしての付加価値は加工販売業

者など地域外に流れ、生産額に反映されないことも価格低迷の一因である。 

高級柑橘ブラッドオレンジ

が人気 

藤堂高虎が建てたお城。 
その後、伊達家の居城となる 

ハマチの水揚げ 

鯛の身をタレと混ぜ合わせ、

そのままご飯にかけて食べ

る宇和島鯛めし。 
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農業は、みかんなど柑橘類の生産が大きい。柑橘も品種改良がなされ、他地域にはない柑橘の栽

培が行われている。ブラッドオレンジや甘平（かんぺい）など、高級な柑橘を使ったジュースやス

イーツ、調味料などの加工品も販売されている。     

2）中心市街地・商工業 

本市は、愛媛県西南地域の中核都市として、高知県の一部を商圏

として発展してきた。しかしながら、高速道路の整備や郊外の大規

模店舗、ロードサイド店の出店により、中心商店街の地位低下が起

こっている。店舗数は 127 店、空き店舗は 32 店で空き店舗率は

25.2％（平成 30 年 4 月調査）であり、近年は減少の鈍化が見られ

る。また、店舗に替わって事務所、介護施設などが増える傾向にあ

る。通行量については、10 年前と比べ、63％減となっている。 
また、小売、サービス業においても、消費者ニーズの多様化やマ

ーケットの成熟、さらにはインターネット通販による購入機会の増加に加え、人口減少により売り

上げは減少し、事業主の高齢化、後継者不足等による廃業も増加している。 

◆宇和島の商業年間販売額(百万円) 

 平成 14 年 平成 16 年 平成 19 年 ※ 平成 24 年 
合計 309,095 291,649 285,494 188,968 

卸売業 222,935 214,781 200,796 125,374 
小売業 86,160 76,868 84,698 63,594 

※平成 19 年以降の数字は、合併後の数字（資料：H14～H19 愛媛県統計年鑑、H24 経済センサス） 

工業は、縫製や食品加工、真珠加工、木材製品製造や造船を含む輸送用機械器具製造などの伝統

的な地場産業と、機械部品製造、コールセンターなどの誘致によって構成されており、雇用の場の

確保に貢献してきたが、取り巻く経営環境が依然として厳しい中で、事業所の撤退や縮小が進み、

事業所数や従業員数、製造品出荷額等いずれも減少傾向にある。 
じゃこ天や蒲鉾などの練り製品製造販売業も当地ならではの産業である。製造業者は、当所管内

では 14 事業者（かまぼこ組合員）であるが、9社は小規模事業者である。 

◆宇和島の製造品出荷額(百万円) 

 平成 14 年 平成 16 年 平成 19 年 ※ 平成 24 年 
合計（その他製造業を含む） 28,260 23,793 35,215 33,963 

食料品製造業 7,418 9,703 10,774 9,009 
輸送用機械器具製造業 8,600 3,404 3,857 5,372 

※平成 19 年以降の数字は、合併後の数字（資料：H14～H19 愛媛県統計年鑑、H24 経済センサス） 

 宇和島市が実施した中小企業実態調査（H29.1）によると、売上高の傾向（直近 3 年間）が増加

8.4％、横ばい 37.1％、減少 54.5％となっており、営業利益の傾向も同様となっている。そのよう

な中「売上高・営業利益減少の要因」について、景気悪化（21.8％）、人口減少（16.8％）を理由

として挙げている一方で、「売上高・営業利益増加の要因」について、顧客ニーズの変化への対応

（18.8％）、取引先の増加・新規開拓（17.0％）を挙げるなど、自助努力により好転している事業

所もある。今後も人口減少や少子高齢化は避けて通れず、持続的発展に向けてどのように効果的な

取り組み、対策を打つかが鍵となってくる。 

中心商店街の状況 

店舗数と空き店舗数推移 

平成 18 年度 
店舗数 145 
空き店舗数 26 率 18％ 

平成 30 年度 
店舗数 127 
空き店舗数 32 率 25.2％ 



４ 
 

e.宇和島市による商工業支援 

創業支援事業計画を策定。当所の要望を受け中小企業振興基本条例の制定へ 

宇和島市は平成 28 年度から創業支援事業計画を策定しており、当所と連携強化し、創業セミナ

ーを開催するなど創業支援に力を入れている。また、商店街活性化については、「がんばる商店街

事業補助金」を創設し、商店街自らが活性化に向けて行動するよう働きかけている。 
加えて、当所より、平成 28 年 9 月に市内の 2 商工会との連名で宇和島市に対して、中小企業を

軸として産業振興を進めるべく条例の制定を要望した結果、平成 30 年 4 月より「宇和島市中小企

業・小規模事業者等振興基本条例」が施行されることとなった。なお、市は条例の制定に先駆けて

平成 29 年 5 月より 10 種類の補助金制度 ※1を創設し、中小企業に対する支援施策の充実を図って

いる。 
 
※1：宇和島市中小企業者等応援事業：①人材育成・②販路開拓・③産業財産権取得・④デザイ

ン企画制作・⑤ネットショップ開設・⑥大学新卒者人材確保・⑦プロフェッショナル人材確保・⑧

新規創業・⑨新技術、新製品展開・⑩特産品開発 
 

（２）宇和島商工会議所の役割 
宇和島商工会議所は、大正 3 年、前身の宇和島商工会創立以来、地域総合経済団体として地域社

会の発展を願い、商工業の振興をはじめ幅広い活動を実施してきた。 
小規模事業者に対する各種情報提供、記帳指導、金融(資金調達)指導のほか、経営全般への指導

を行うとともに、昨年には宇和島市に対して「中小企業・小規模企業振興基本条例」制定の要望書

を提出し、当市内中小企業・小規模企業の多様な取り組みニーズに対して積極的な支援を行うよう

要望するなど、地域の小規模事業支援機関としての役割も果たしてきた。 
また、地域社会の発展のため、高速道路延伸に伴う消費の流出防止と消費喚起を目的に「プレミ

アム付き商品券発行事業」や、宇和島伊達入部 400 年祭にあたり宇和島を舞台とした映画「海す

ずめ」の製作等に携わった。一昨年度からは「外国クルーズ客船誘致とインバウンド対策事業」を

展開し、クルーズ客船の寄港増を目指す誘致活動などを実施している。 
今後も、小規模事業者の経営課題が多様化する中、地域に密着した顔の見える、幅広い相談に応

じることのできる「かかりつけ医」のように、地域から必要とされる総合経済団体であり続ける必

要がある。さらに、引き続き行政等が実施する小規模事業者のための各種支援施策を普及させると

ともに、地域商工業者の声を行政に届けるパイプ役を担っていかなければならない。 
地域経済を支える小規模事業者は、人材や資金といった経営資源に大きな制約があり、また、商

圏や商品およびサービスが限定され価格競争や顧客ニーズへの対応力が弱いため、取り巻く環境の

変化に影響を受けやすい。加えて、経営者の高齢化、後継者・人材不足等が経営の低迷や廃業を招

き、地域経済の大きな問題となっている。 
こうした問題に対処するためには、地域の特色・強み・課題を踏まえ、自ら「事業の持続的な発

展」を目指す小規模事業者 に対して、10 年先を見据えた 実行可能な事業計画の策定とフォローア

ップ を行い、加えて、創業支援、新商品・サービスの開発、事業の引き継ぎなど、長期的・継続

的に支援を行う必要がある。また、当所のみで実行できる経営支援には限界があり、行政や金融機

関、専門家やその他の支援機関と連携 して、事業者に寄り添った伴走型支援を行っていく。 
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（３）宇和島商工会議所の中長期的な振興のあり方 

 上記のような宇和島市の現状と課題、宇和島商工会議所の役割を踏まえ、10 年後以降も地域の

経済基盤を確立していくために、下記のとおり「中長期的な振興のあり方」を策定する。 

(1)地域の雇用と産業を支える小規模事業者の減少抑制 

①経営環境の変化に耐えうる 個社の経営力向上 
②愛媛県・宇和島市・市内各金融機関等との連携による 新規創業支援 
③円滑な 技術承継と事業承継 

(2)観光振興による交流人口の増加 

①外国クルーズ客船誘致等による インバウンド対策 

②賑わいの創出による中心市街地及び周辺地域の 経済活力の向上 

(3)宇和島市の魅力的な商品およびサービス開発による発信力の強化 

①6 次産業化による 新商品等の開発や新規分野への参入支援 
②地域外へ販路を求め、展示会や商談会への参加支援 
 

（４）経営発達支援計画の目標 

 平成 31 年度から平成 35 年度の 5 年間で、科学的経営 ※を取り入れた身近なビジネスモデル（成

功事例）の創出と、支援体制の構築および連携強化による 小規模事業者の経営力の底上げ を行う。 

※当所が推進する 科学的経営 とは、経験や習慣を優先するのではなく、論理的で実行可能な事業計画を策定し、PDCA
サイクルにより継続的に改善していく経営手法。 

 ①成り行き経営からの脱却と科学的経営の推進 

 【目標】事業計画策定を 5年間で 140件・経営力向上計画策定 10件・BCP策定 25件 

当地域の小規模事業者の多くは、事業計画を作ったことがなく、決算書の見方も分からず、経験

や習慣などに基づいたその場しのぎ的な「成り行き経営」が一般的であり、事業計画の作成など合

理的・科学的な方法を定め、計画的に実行する 科学的経営 が苦手である。よって必然的に「何が

問題なのか分からない」「何をしていいか分からない」状況に陥り、事業を発展どころか持続する

ことが出来なくなっている。 
そこで、経営課題を明確にし、課題解決に向けた具体的なアクションプランを作成、行動を起こ

すことが課題解決の有効な手段であり、収益につながるということに「気づき」を与え、その科学

的な経営の導入を推進する。 

②事業者の目標となる身近なモデルを作り、“わたしにも出来る”マインドの養成 

 【目標】5年間で売上増加を 95件、粗利益増加を 114 件 

ビジネスプラン等に基づく科学的な経営の重要性に気づいてもらうには、身近なモデルを示すこ

とで説得力が増す。当市での成功モデルを見せることで、“やればできる！”“あなたにも出来るん

よ！”という励ましのことばで、アクションを起こさせる動機づくりを行う。 

③市場を圏外に求め、反復・継続して売れる仕組みづくりの構築 

【目標】成約件数を 5年間で国内 17件、海外 9件 

当地域の人口減少を食い止めることは困難であることから、市場の縮小は避けられない。このた

め、宇和島圏域外に市場を定めた経営支援を重点的に行う。また、まだまだ市内で多く知られてい

ない事業者や商品を持っている場合については、市内をターゲットに販路開拓支援をしていく。 
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④後継者育成と円滑な事業承継・ワンストップ創業支援 

【目標】創業計画策定を 5年間で 35件・事業承継計画策定を 5年間で 15件 

宇和島市が H29.1 に実施した中小企業実態調査によると「後継者がいない」と回答した事業者が

13.9％、「従業員の人材確保・育成が進んでない」が 12.1％と、後継者や人材面で問題を抱える事

業者が多い。今後の経営意向についても「閉鎖・廃業」が 11.7％と、今後の見通しが立たない事

業所が多い。地域内の事業所数の減少は、雇用機会の喪失のみならず、顧客や取引先に不利益を及

ぼし、地域経済に衰退を招く。 
そこで、事業承継ネットワーク ※1やプチ創業応援隊事業 ※2を活用し、関係機関と連携して事業

者減少を抑止する。 

※1 事業承継ネットワーク：行政、商工団体、士業団体および金融機関等が、えひめ産業振興財団

が設置する事業承継ネットワーク推進員の調整のもと相互に連携しながら、支援機関のそれぞれの

強みを活かし事業承継の円滑化を図る。定期的にネットワーク会議を開催し、情報共有、情報交換

を行っている。 

※2プチ創業応援隊：当所および宇和島市、日本政策金融公庫宇和島支店、えひめ産業振興財団、

愛媛県南予地方局、愛媛県信用保証協会、伊予銀行、愛媛銀行、宇和島信用金庫の 9機関で構成し、

2ヶ月に 1回、定期的にミーティングや勉強会を行っている。当所で創業支援セミナーを実施し、

その後、市において創業支援事業計画に基づいた研修を開催するなど、連携を取り年間スケジュー

ルを組んで創業支援を行っている。 

 

（５）目標達成の方針 

 目標達成のため、経営指導員・補助員のほか、一般職員についても支援力・資質向上を図り、行

政、金融機関及び各支援機関と連携することにより支援体制を構築・強化し、小規模事業者に対し

長期的、継続的に下記の方針で取り組んでいく。 

 「①成り行き経営からの脱却と科学的経営の推進」に向けた方針 

指導員による巡回・窓口相談、金融相談、税務指導、各種セミナーを通じて経営課題を抱える小

規模事業者を掘り起した上で経営分析を行い、事業計画の必要性・重要性の認識を高め、各種ツー

ルを活用し策定支援を実施する。 

「②事業者の目標となる身近なモデルを作り、“わたしにも出来る”マインドの養成」に向けた方針 

 身近な成功モデルを作るため、事業計画策定に意欲的な事業所を重点的に支援する。 

「③市場を圏外に求め、反復・継続して売れる仕組みづくりの構築」に向けた方針 

 当地域には、自然や文化を生かした養殖漁業、真珠、練り製品、柑橘、和洋菓子があり、それら

を圏外に販売していく事業者を重点的に支援する。また、いいサービスや商品が市内でまだ認知さ

れていない事業者に対しては、情報発信力の強化を支援し、商圏内の販路開拓から取り組んでいく。 

「④後継者育成と円滑な事業承継・ワンストップ創業支援」に向けた方針 

事業承継に関しては、事業承継ネットワークと連携し、事業所への訪問ヒアリング調査を行い事

業承継対策の必要な事業者を積極的に発掘、支援する。 
また、創業支援については、女性起業の掘り起しを重点的に支援し、当所による創業セミナーお

よび、宇和島市創業支援事業計画により開催する創業研修会により、創業希望者の掘り起しを行う。 
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経営発達支援事業実施に伴う業務改善ツールおよび支援ツール（新規作成） 

①巡回指導計画 

（目的）今までの巡回は、金融相談のほか、施策普及や講習講演会等の案内など情報提供を中心に

実施してきた。また、金融や事務処理などのデスクワークに追われ、巡回頻度の偏りや範囲も限ら

れていた。そこで、巡回指導計画を導入し、目的および目標件数を明確にすることで、一方的な情

報発信から双方での情報交換によりコミュニケーションを深め、小規模事業者のニーズや抱える課

題を見極め、素早く対応できるようにする。 

 

②経営状況分析シート 

（目的）経営状況を見える化するシート。経験の浅い指導員でも記入可能で、シートを導入するこ

とで経営実態の速やかな把握と分析手法の標準化が図られる。事業者自ら作り上げることが理想で

あるが、なかなか行動に至るのは難しいのが現状であるため、当シートを活用し事業者とコミュニ

ケーションを取りながら作り上げることで事業者への負担を軽減できる。また、内容は持続化補助

金の申請にも対応している。 

（項目）①企業概要②顧客ニーズの変化③市場動向の変化④強み・競争優位性⑤経営課題・悩み⑥

事業展開（強みと機会の活用）⑦フォローアップ方針⑧支援の意向 

 

③事業計画策定リーフレット 

（目的）事業計画策定の重要性を解説したリーフレットを作成する。事業者に対して「計画を立て

ましょう」と言っても、どうすればいいか分からないだけではなく、まずその気にはならない。そ

こで、「小規模事業者支援ハンドブック」（中小企業基盤整備機構）を参考に、宇和島地域に業況に

即した事例を活用して策定手順及びその効果について説明する。 

 

④支援マニュアル 

（目的）当所指導員は、相談所長を除き指導員歴 6年が 2名、3年が 2名と経験が浅い。そこで、

事業計画策定の手順を標準化するため、小規模事業者ガイドブックⅠ「支援者のための小規模事業

者の事業計画づくりサポートブック」（中小企業基盤整備機構）を参考に、当所における OJT、よ

ろず支援との連携、所内相談体制を加味させた支援マニュアルを作成する。 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日   

 

（２）経営発達支援計画の内容 

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】 

小規模事業者に対する的確な支援を実施するには、地区内の経済動向や小規模事業者の経営状況

の調査・分析、各種統計などの情報収集が必要となる。それらの情報を、小規模事業者への中長期

的な販売戦略や新分野進出に向けた取り組み等の際の参考データとして活用するほか、創業者に対

する空き店舗や業種別の現況の情報提供、行政等へ支援施策の検討材料としての意見活動に利用す

る。 

現状の課題と対応 

 現在は、各種調査結果を内部資料として保持しているものの、会報誌や調査対象者に対す

る結果報告など、情報の活用が限定的である。また、継続的に調査しているものの単回での

集計にとどまり、動向については十分に分析できていないものもある。 

今後は、それらの情報を積極的にアウトプットし、当所が推進する 科学的経営 の導入に

あたって、的確な環境分析の材料として活用する。 

【事業内容】 

(1)既存の動向調査 

a.日本商工会議所景況調査 

経営指導員が、地域の中小・小規模事業者の製造業・建設業・小売業・卸売業・サービス業から

選定した 50 社を対象に四半期ごとに業況を調査する。 

【調査項目】 

①売上の状況（売上高・客単価・客数） 

②仕入の状況（仕入額・仕入単価・在庫数量） 

③財務の状況(資金繰り・借入金の状況) 

④設備投資の状況(土地・店舗・什器備品) 

⑤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) 

【調査結果の活用方法】 

日本商工会議所が産業別・地域別等を集計している。全国および当地域の各業界の現況や今後の

動向、雇用の状況や設備予定、直面している問題点などが把握でき、会報やホームページをとおし

て年 4回情報提供する。小規模事業者自身の経営状況の把握と、事業計画策定時の基礎資料として

活用する。 

b.通行量調査 

中心商店街の通行量調査を商店街の協力を得て 2年に 1度実施する。 

【調査方法および項目】 

①商店街の 7箇所に調査場所を設置し、男女別、歩行者、自転車の通行量を調査する。 

②平日および休日に実施する。 

③市内大型店のレジ通過客数を調査する。 
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【調査結果の活用方法】 

通行量の推移をまとめ、中心商店街の現状を把握するとともに、各店の集客力や消費活動の推移

を把握し、創業（出店）計画や事業計画策定時の基礎資料として活用する。 

c.空き店舗調査 

【調査方法及び項目】 

経営指導員が、半年ごとに中心商店街を巡回しながら、市内中心地にある袋町、新橋、恵美須

町、恵美須町 2丁目、駅前通り、駅前南の各商店街の空き店舗率を調査。 

【調査結果の活用】 

各商店街の空き店舗率の推移や新規出店の動向についてまとめ、創業（出店）計画や事業計画策

定時の基礎資料として活用する。 

(2)行政や金融機関からの各種統計資料 

a.愛媛県、宇和島市の統計情報 

 「愛媛県統計年鑑」を活用して、市町別の統計を把握。小規模事業者が必要とする情報を集計し、

加えて景気動向や見通し、消費動向を分析し、提供する。 

【調査項目】 

①消費動向（人口推移・消費支出金額） 

②経済動向（事業所数・製造品出荷額・商品販売額） 

b. 日本政策金融公庫の「業種別経営指標」 

 日本政策金融公庫が業種ごとに実施する中小企業の経営等に関する調査を活用し、各業者の経営

指標を把握。自社の現状把握と今後の方針等の策定材料として提供する。 

【調査項目】 

 ①売上高総利益率（収益性の判断） 

 ②人件費対売上高比率（生産性の判断） 

 ③自己資本比率（健全性の判断） 

c.いよぎん地域経済研究センターが発行する「調査月報 IRC」 

「調査月報 IRC」を活用して、県内の経済指標を把握。小規模事業者が必要とする情報を集計し、

加えて景気動向や見通し、消費動向を分析し、提供する。 

【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) 

【a.b.c.の調査結果の活用】 

業界や地域の景況感の判断材料として情報提供し、創業（出店）計画や設備計画、事業計画作成

時に活用を促す。 

(3)企業経営動向調査の実施（新規 ） 

１年に一度、当所管内の小規模事業者を対象としたアンケート（実訪ヒアリングを含む）を実施

し、いま何が課題であるか、事業者は何を望んでいるのか、どこの事業者が SOS を発信しているか、

といった現状把握とニーズの掘り起しを行う。 

【調査項目】 
売上高、経常利益、労働力などを規模別、業種別にまとめ、財務状況や需要動向や経営課題、支
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援ニーズを整理 
【調査対象】宇和島商工会議所会員事業所 1,800 件 
【回収目標】300 件（会員事業所の約 17％） 
【調査結果の活用方法】 

調査結果を業種・項目ごとに分析し、支援先の選定や施策普及、巡回指導計画の策定に活用する。

また、SOSを発信した事業者には早急に訪問し、科学的経営の導入や専門家への相談など、支援策

を検討していく。 

 加えて、当地域振興や事業者支援となるよう得られた調査結果を当所事業に反映させるととも

に、行政への意見活動についても活用する。 

【目 標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の持続的発展のためには、当該事業者の財務分析など定量面の現状や、強み、弱み

を深く知る必要がある。指導員による巡回・窓口相談、金融相談、税務指導、各種セミナーを通じ

て経営課題を抱える小規模事業者を掘り起した上で、経営分析ツール等を活用し、地域・全国の統

計を参考とした経営分析を行うとともに、その分析結果に基づき、今後の支援策を検討する。 

 

現状の課題と対応 

 現在の財務状況の把握は、金融相談、税務指導によるものから一部の事業者に限られ、加え

て、指導員個々の考えや経験による分析、指導にとどまり、データに基づく科学的な分析は行わ

れていなかった。また、窓口相談は事業者が直面する問題への対応に追われ、巡回指導は施策普

及や情報提供を主としており、経営分析の必要性の周知や、分析ニーズの掘り起しが不十分であ

った。 

今後は、巡回の目的や件数などを定めた 巡回指導計画 を導入し巡回の質を高め、施策普及や

情報提供にとどまらず、分析の必要性やニーズの掘り起しを実施する。加えて、企業経営動向調

査（新規事業）による対象者の掘り起しも行う。 

 

 

 

 

事業内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
景況調査（回） 4 4 4 4 4 4 

LOBO 調査（回） 12 12 12 12 12 12 

商店街通行量調査 

(2 年に 1回) 
1 0 1 0 1 0 

商店街空き店舗調査 2 2 2 2 2 2 

企業経営動向調査 未実施 1 1 1 1 1 

 回収件数 - 300 300 300 300 300 

経済動向の HP への掲載 4 12 12 12 12 12 
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【事業内容】 

事業者掘り起しから経営分析、事業計画策定へのスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(1)経営分析が必要な事業者の掘り起し 

①経営指導員の巡回および会議所会報誌・ホームページによる掘り起こし 

巡回指導計画に基づき、指導員 1人につき月間 30 件を巡回訪問。加えて、窓口相談（金融・税務・

労働等）および商店街の会議を通じて、会話の中から業況を聴き取り、見えざる経営課題を明らか

にし、経営分析を行う小規模事業者を掘り起こす。 

掘り起しのツールとして事業計画策定の重要性を解説した事業計画策定リーフレットを作成し、

接触時には理解を得やすくする。また、身近な成功事例を示すことや経営指導員や関係機関がサポ

ートすることを伝えることで一歩前に進める気持ちを起こさせる。 

また、年 4回発行している商工会議所会報（会員 1,800 件・関係機関 200件）および会議所ホー

ムページにおいて、小規模事業者に対し事業計画策定の重要性を啓蒙する。 

②事業計画策定セミナーからの掘り起し 

事業計画策定セミナーの開催やセミナー後の個別相談は、事業者との大きな接点である。セミナ

ー参加者は、何らかの問題意識を抱えているため、会話を通じて見えざる経営課題を明らかにし、

経営分析を行う小規模事業者を掘り起こす。 

小
規
模
事
業
者 

宇
和
島
商
工
会
議
所 

支援機関・専門家等 

セミナー・巡回・窓口・金融相談からの 
アポイント 

①相談内容・経営状況について聴き取り 
②支援機関として可能な支援策等につ

いて説明 

企業概要シート 
支援フロー説明 
支援事例紹介 

③財務分析、経営分析シートの完成 
（複数回のやり取りによる） 

決算書・試算表等
の提出 

J-NET21 経営自
己診断システム 
経済動向調査 

経営分析シート
の記入 

⑤事業計画策定 

事業計画策定 
希望なし 

経営理念 
経営方針 
目標 
損益計画 
資金計画 

経営分析結果 
需要動向調査 
経営計画 
（専門家と連携） 

④分析結果の検証と今後の方針 

必要に応じて、計画
策定まで支援協力 

経営課題と支援

計画の提示 
今後の方針につ

いて検討・決定 

相談・連携 
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【事業計画策定セミナー概要】 

開催回数：年 2回（1回につき 4時間程度） 

募集方法：会議所会報（1,800事業所）および新聞折り込み 

参加予定：1回につき 10～15事業所（過去実績による） 

内容：①計画策定の意義、進め方 

 ②経営環境分析、自社の事業構造分析 

 ③経営戦略の立案、戦略実現のための具体策 

③経営相談会からの掘り起し 

毎月第 1・3 火曜日に行っている、よろず支援拠点による個別経営相談会に来所した小規模事業

者を対象に、専門家と連携して経営分析を行う小規模事業者を掘り起こす。 

④データ管理システム導入支援による掘り起こし 

 モバイル POSレジやデータ管理システムの導入支援を行うことにより、経営分析を行う事業者を

掘り起こす。 

⑤中小企業実態調査（H29.1 市実施）および企業経営動向調査（新規事業）による掘り起し 

平成 29年 1月に宇和島市より依頼を受け、中小企業実態調査をヒアリング形式で行った（約 160

件）。また、ヒアリング結果を含めたアンケート調査結果報告によると、直面する経営課題として、

「人材確保・育成が進んでいない」12.1％、「後継者がいない」13.9％といった人材面での課題や、

「需要(市場)縮小」12.3％、「新規顧客獲得」12.7％、「競争の激化」9.4％など、人口減少や競合

状況の変化による課題が多くなっている。それら課題のある事業者へのアプローチと併せて、新た

に実施する企業経営動向調査による掘り起しも併せて行う。 

(2) 経営分析の手法と項目 

①定量分析 

 J-Net21 の経営自己診断システムを活用し、決算書の財務データによる「総合診断」「資金繰り

診断」「個別指標診断」を実施する。「効率性」「収益性」「成長性」「安全性」「生産性」について財

務分析を行い、同業界平均との比較を行う。 

②定性分析 

経営状況分析シート を活用し、「商品、サービス」、「顧客・市場」などの項目については SWOT

分析により「強み・弱み・機会・脅威」を把握する。目指すべき方向性や解決すべき課題を抽出し、

収益性の向上や経営基盤の強化に役立てる。 

分析シート内容：①企業概要②顧客ニーズの変化③市場動向の変化④強み・競争優位性⑤経営課

題・悩み⑥事業展開（強みと機会の活用）⑦フォローアップ方針⑧支援の意向 
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(4) 経営分析結果の活用 

分析の結果は、経営指導員により小規模事業者にフィードバックし、自社の強みや顧客ニーズ、

経営課題や財務状況について認識してもらう。 

加えて、分析結果を基に小規模事業者に対し積極的に事業計画書の策定を提案し、計画の実践ま

で結びつける。 

(5) 専門家等との連携 

経営不振により早急に対策が必要な場合や、より高度で専門的な課題が明らかになった場合は、

他の支援機関や専門家等と連携し経営分析を行い、経営指導員も同席、帯同して解決支援を行う。 

【目 標】 
 これまで小規模事業者が評価されなかった知恵・工夫・経験などの無形資産等を含め、各種分

析により事業者の強みを掘り起し、可視化・仕組み作り等に向けて小規模事業者に寄り添って分

析・検討し、小規模事業者の経営分析を 5年間で 190 件実施することを目指す。これまでの支援内

容及び今後の目標数は、下表のとおりである。 
 

事業内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
事業計画作成支援

セミナー開催回数 

回数 1 2 2 2 2 2 

人数 9 20 25 25 25 30 

個別相談会開催回

数 

回数 1 2 2 2 2 2 

人数 3 15 20 20 20 25 

巡回窓口相談からの経営分

析件数 
0 7 10 10 10 10 

セミナーからの経営分析件

数 
11 11 12 12 12 12 
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経営相談会からの分析件数 0 5 10 10 10 10 

データ管理システム導入支

援からの分析件数 
0 2 3 3 3 3 

企業経営動向調査からの分

析件数 
- 5 5 5 5 5 

経営分析件数の合計 

（内数:専門家等との連携に

よる分析件数） 

11 
30 

（5） 

40 

（10） 

40 

（10） 

40 

（10） 

40 

（10） 

※目標数の設定については、管内小規模事業者数が 1 年間に 18 件程度減少するのに対し（H24→H28：

72 件減少）、1年間 30～40件の経営分析を実施する。本経営発達支援計画の事業期間である 5ヶ年を

通じて職員の資質向上を図り、目標数以上の実績を達成できるよう取り組んでいく。 

  

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業計画書のない経営は、戦略や戦術、明確な目標のないまま「成り行き」に任せて事業を実施

していることである。 
地域の小規模事業者は、この事業計画策定の重要性を認識しておらず、また、認識していても時

間やノウハウ不足を理由に計画策定に踏み切れない状況にある。 

人口減少など小規模事業者を取り巻く経営環境が激変する中、経営分析結果や経済動向調査の成

果を活用し、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた実行可能な事業計画に基づく経営を推進し

ていく。 

現状の課題と対応 

「成り行き経営」が常態化している事業者においては、その認識を変えることは容易ではなく、

継続的な普及推進と伴走型による支援が必要である。 

小規模事業者持続化補助金をきっかけに、初めて事業計画策定を行った事業所や存在を認識す

る事業者が増えつつあるが、その重要性を真に認識している事業者は少ない。 

小規模事業者の持続的発展を実現するには、経営者自身が自ら実行可能な事業計画書を作成し

実践させ、PDCA サイクルを繰り返す必要がある。経営分析を行った事業所に対し、事業計画の

必要性・重要性の認識を高め、各種ツールを活用し策定支援を実施する。 

また、経営指導員も策定支援の回数を重ねることで経験と知識を積み上げ、指導員間でノウハ

ウを共有し、支援力の向上を図る。この対策として、支援マニュアルの作成や様式の統一化、勉

強会開催、ミーティング等を開催する。 

 

【事業内容・実施方法】 
（１）経営計画策定支援 

①支援対象者 

経営分析を行った事業所を対象に、事業計画書の役割や重要性を説明し、実行可能な事業計画

策定に結び付ける。 

②支援の手法 

 経営分析により抽出した強みを活かし、5年先を見据えた事業計画を策定するため、関連する需

要動向調査も活用しながら機会を捉えた指導・助言を行う。事業計画の策定にあたっては、小規模

事業者の持つ強みを再認識していただき、その強みの可視化（見える化・権利化・保護化）を図り、

併せて「誰に」「何を」「どこで」「どのようにして」売るのかの具体的な実行計画づくりを行う。 

 また、作成はレベルに応じた様式を活用しステップアップさせ、事業者が敬遠、拒否しないよう

に経営指導員が寄り添いながら作成を支援し、実行可能な計画へとブラッシュアップしていく。 
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【事業計画策定ステップ 1】 

事業計画書（当所作成様式） 
内容：①業績推移②企業概要③商品・製品・サービス④顧客ニーズと市場の動向⑤自社や自社の提
供する商品・サービスの強み⑥経営上の問題と課題⑦目標と今後のプラン⑧定量面の目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事業計画策定ステップ 2】 

①ステップ 1を入口に、より精度の高い事業計画へとステップアップさせる。 

②早急に対策が必要な場合などは、よろず支援やえひめ産業振興財団などの支援を得て事業計画策

定を支援する。また、他の専門的な情報や知識が必要とする場合には他機関との連携により問題解

決のための事業計画策定支援を実施する。 

事業計画作成キット（中小企業基盤整備機構作成）等を活用 
内容：①事業者概要シート②事業環境の棚卸シート③目標＆構成整理メモ④業種別インタビューシ
ート⑤決算書入力シート⑥財務分析シート⑦課題解決による効果検証シート⑧目標売上・利益の検
証シート⑨粗利益目標達成シミュレーション⑩事業計画書フォーム⑪損益・資産計画フォーム 

【目 標】 
  小規模事業者の事業計画策定を 5 年間で 140 件実施する。これまでの支援内容及び今後の目

標数は、下表のとおりである。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画書策定者数 6 20 30 30 30 30 
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（２）経営力向上計画策定支援 

 小規模事業者が限られた経営資源の中で人材育成やコスト管理、生産性向上などを図り、経営力

向上を目指すため、経営力向上計画の策定支援を行う。 

①支援対象者の掘り起しおよび支援手法 

 経営分析の結果、IT の利活用、生産性向上のための設備投資等により経営力の向上が必要であ

ると考えられる事業所を掘り起こす。 

 対象者に対しては、指導員により税制や融資等の支援策の説明やヒアリングを行い、指導員およ

び専門家による具体的な支援が必要かを確認。支援が必要な事業者に対しては、「経営力向上計画

策定の手引き（中小企業庁）」を活用し、策定から認定、実行まで支援を行う。 

【目 標】 
  小規模事業者の経営力向上を 5年間で 10件実施する。これまでの支援内容及び今後の目標数

は、下表のとおりである。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営力向上計画策定者数 0 2 2 2 2 2 

 

（３）BCP（事業継続計画）策定支援 

 平成 30年 7月豪雨により地域内の小規模事業者も被災し、改めて BCPの必要性が高まっている。

しかしながら、2018小規模企業白書によると中小企業の BCP策定状況は 15.5％と依然として低く、

今後起こる可能性が高い南海トラフ地震等に備え、円滑な事業継続が行われるよう策定支援を行

う。 

①支援対象者の掘り起しおよび支援の手法 

 事業継続計画（BCP）策定セミナーを開催し、加えて、指導員による巡回にて「中小企業 BCP 支

援ガイドブック（中小企業庁）」を活用し、BCP の必要性および重要性の認知度を高め、策定事業

者の掘り起しを行う。 

 対象者に対しては、BCP 策定自己診断（中小企業庁）の活用や、専門家による個別相談を実施し、

策定を支援する。 

【BCP セミナー概要】 

開催回数：年 1回（1回につき 2時間程度） 

募集方法：会議所会報（1,800事業所）および新聞折り込み 

参加目標：10者 

内容：BCPの基礎知識 

  ①事業継続の基本方針 

  ②想定する緊急事態とその被害 

  ③重要な事業とその目標復旧時間 等 

【目 標】 
  小規模事業者の事業継続計画策定を 5年間で 25件実施する。これまでの支援内容及び今後の

目標数は、下表のとおりである。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

BCP策定セミナー 
回数 - 1 1 1 1 1 

人数 - 10 10 10 10 10 

BCP 策定者 0 5 5 5 5 5 
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（４）事業承継計画策定支援 

事業承継については、特に事業者とのコミュニケーションを密にする必要があり、当所が窓口と

なり個々の実情に応じたきめ細かな支援策を検討する。 

①支援対象者の掘り起しおよび支援の手法 

経営指導員による巡回指導において、事業承継診断ツール（愛媛県事業承継ネットワーク HP）

や事業承継診断票を活用し、策定事業者の掘り起しを行う。 

事業承継は、専門性が高いため、よろず支援拠点や事業承継ネットワークと連携し策定支援を行

い、また、愛媛県事業引継ぎ支援センターとも連携し、事業の存続に関する相談や譲渡についても

対応する。 

 【目 標】 
  小規模事業者の事業承継計画策定を 5年間で 15件実施する。これまでの支援内容及び今後の

目標数は、下表のとおりである。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業承継計画策定者数 0 3 3 3 3 3 

 

（５）創業計画策定支援 

 当地域においては代表者の高齢化や後継者不足により、小規模事業者数が年々減少しており、

減少を鈍化させるためには、廃業に歯止めをかけるだけではなく、創業を積極的に支援する必要が

ある。そこで、平成 26年度より当所を含め 6機関（現在 9 機関）からなる創業支援ネットワーク

「プチ創業応援隊」を創設した。相談窓口を開設するとともに、創業希望者の掘り起しや、創業計

画書の作成支援など、税務や法律の専門家による無料相談、製品開発の助言やセミナー開催、創業

資金融資相談や助成制度の紹介など、各機関の専門性に応じて、効率的な相談体制を構築している。 

プチ創業応援隊では、特に女性起業家の掘り起しに力を入れているが、若年層からシニア層まで、

幅広く創業支援を行っている。 

 また、平成 28年度には、当所から宇和島市に対して、産業競争力強化法に基づく「創業支援事

業計画」の認定申請を要望し、市は認定自治体となった。これにより、プチ創業応援隊への積極的

な参加や情報提供など、前向きな姿勢へと転換し、独自の創業セミナーも開催している。さらに、

「創業支援事業計画」の中でのネットワークも構築でき、行政や関係機関の連携による創業支援体

制は整っている。 

①支援対象者の掘り起しおよび支援の手法 

 相談窓口を開設するとともに、創業希望者及び予定者向けの創業セミナーを開催し、創業希望者

の掘り起しや、創業計画書の作成支援など、税務や法律の専門家による無料相談、製品開発の助言

を行う。必要によっては、創業資金融資相談や助成制度の紹介など、各機関の専門性に応じて、効

率的な相談対応を行う。 

【創業セミナー概要】 

開催回数：年 1回（1回につき 2時間程度） 

募集方法：新聞折り込み 

参加予定：10～15者（過去実績による） 

内容：①創業について考える 

 ②マーケティング基礎理論 

 ③事業計画を考える 

【目 標】 
  創業計画策定を 5年間で 35件実施することを目指す。これまでの支援内容及び今後の目標数

は、下表のとおりである。 
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支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

創業計画策定者数 4 7 7 7 7 7 

 

 

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、策定事業者すべてに対し原則 3ヶ月に 1度は巡回訪問し、進捗状況の確認を

行い、常に PDCA サイクルを念頭に置いた指導・助言を行う。必要に応じては頻度を上げ、状況の

変化に即時対応できるよう伴走型の支援を行う。 

 

現状の課題と対応 

 これまで、計画策定後は定期的な巡回指導や進捗状況の確認を行っておらず、不定期の巡回に

おいても定量的な達成率なども確認はせず、順調に進んでいるかという問いかけに過ぎなかっ

た。 

 経営環境は常に変化しており、現実と計画のギャップが生じる可能性は高くなっている。ギャ

ップが生じた場合は、いち早く原因を明確にし、計画が修正可能か、見直しが必要かを判断し、

軌道修正を行う。 

 

【事業内容・実施方法】 
(1)モニタリングで進捗確認【指針②】 

 事業計画策定事業所に対しては、3ヵ月に 1度フォローアップのためのモニタリングを行う。マ

イルストーン（中間目標）を基準とした進捗状況の確認を実施し、現実と計画のギャップがあれば

原因を明確にする。目標との乖離が大きい場合は、さかのぼって課題、アクションを見直し、追加

策を考える。あるいは目標の修正を検討し、必要によっては計画全体を見直す。修正・見直しに関

しては、外部専門家のサポートを受け、支援を行う。 

(2)資金調達、補助金活用等に関する支援【指針②】 

事業計画策定により、資金調達が必要となった場合は、従来の「小規模事業者経営改善資金（マ

ル経資金）」などの融資制度の活用を検討するほか、新設の「小規模事業者経営発達支援資金」を

勧奨するなど、小規模事業者のニーズ・事業内容に応じた融資制度の活用により資金調達を支援す

る。また、補助金等の活用を提案するなど、策定した事業計画の実効性を高めるためのサポートも

行う。特に、宇和島市中小企業者等応援事業（補助金）の活用に関しては、宇和島市との連携によ

り積極的に活用する。 
 

【目 標】 
  事業計画策定事業者に対しては 3ヶ月に 1度、5年間で延べ 760回のフォローアップを行う。

また、売上増加、粗利益増加件数の目標を定め、目的意識を高く持ったフォローを行う。これ

までの支援内容及び今後の目標数は、下表のとおりである。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

計画策定数（前掲） 15 30 40 40 40 40 

フォローアッ

プ件数 

件数 15 30 40 40 40 40 

延べ数 15 120 160 160 160 160 

売上増加件数 未調査 15 20 20 20 20 

粗利益増加件数 未調査 18 24 24 24 24 

事業計画策定後、売上増は 50％、粗利益増は 60％を目指す。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】  

小規模事業者は、買い手のニーズや市場動向等を把握するなどして「売れる商品づくり」のノウ

ハウに乏しく、「作り手がいいと思うもの」を作り、市場に導入するプロダクトアウトの売り方を

してきた。近年、顧客ニーズが多様化、高度化するなか、買い手のニーズを踏まえた商品開発、い

わゆるマーケットインの考え方が必要不可欠となっている。 
そこで、小規模事業者の販売する商品または提供する役務に対する個別の企業に応じた需要動向

調査を実施し、事業計画策定における基礎資料とする。 
 

現状の課題と対応 

小規模事業者は、人材や資金といった経営資源に乏しく、自ら需要動向や消費者ニーズを把握

する機会もノウハウもなかった。また、その重要性も認識していなかった。 

 今後は、個社に対して重要性の認識を高めるとともに、新たな販路の開拓や新商品の開発に活

かせるよう調査実施を支援する。 

 

【事業内容・実施方法】 
(1)ターゲット顧客を対象とした調査【指針③】 

事業者が開発した新商品・サービスを、顧客がどのように思っているかの調査を行う。 

項目：顧客の声（商品・サービス・価格に対する満足度、味覚に対する好み、従来商品・他社商

品との比較等） 

手段：上記項目のほか、必要な情報収集項目を協議し、ターゲット顧客に対するアンケートまた

はヒアリングシートを作成する。顧客情報のある事業者においては郵送やメールにて、新

商品や催事等の情報を発信し来店を促し、調査対象者の増加につなげる。また、店舗や催

事等では商品購入者へのアンケートおよび聴き取りを行う。回答結果は、経営指導員が整

理分析し、事業者にフィードバックする。 

活用：事業者が販路開拓、商品販売戦略の見直しの参考資料として活用するとともに、事業計画

策定の際にも活用する。 

【想定される販売会場】 

会場名（イベント名） 概要 

道の駅 

うわじまきさいや広場 

宇和島市の食や文化の発信拠点。真珠の展示販売場や農産品

の直産市、お土産品売場や宇和島の郷土料理が楽しめるフー

ドコートがあり、毎日、市内消費者や多くの観光客が訪れる。

また、イベント広場もあり週末には各種イベントが開催され

る。観光情報センターも併設されている。 

宇和島市産業まつり 毎年 11月に開催される、南予地域の農林水産物をはじめとす

る地場産業の特産品の即売会。もちまきならぬじゃこ天まき

もあり、郷土色豊かなイベントには市内外から多くのお客様

が訪れる。 

全国から毎週集まる‼ 地域

うまいもんマルシェ 

（日本百貨店しょくひんか

ん/東京・秋葉原） 

日本商工会議所が主催する首都圏の消費者をターゲットとし

たテストマーケティングおよび商品情報の発信の場。各地商

工会議所を通じて集まった地域自慢の逸品を週替わりで出品

する。 

 

(2)商談会等を活用したバイヤーを対象とした調査【指針③】 

 商談会や展示会等を活用し、バイヤーや参加企業から開発商品や企業の持つ技術に関して調査を行

う。 
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項目：バイヤーの声（商品の独自性、価格、話題性、自社の顧客へのマッチ度、時代とトレンド

のマッチ度、安全性、改善の余地等） 

手段：上記項目のほか、必要な情報収集項目を協議し、バイヤーに対するアンケートまたはヒア

リングシートを作成する。 

   回答結果は、経営指導員が整理分析し、事業者にフィードバックする。 

活用：事業者が販路開拓、商品販売戦略の見直しの参考資料として活用するとともに、事業計画

策定の際にも活用する。 

 

【想定される展示会場等】 

展示会（事業）名 主催（募集） 目的・内容 

えひめプロダクツ市場開拓支

援事業による商品ブラッシュ

アップおよび商談会 

えひめ産業振興

財団 

県内の意欲的な事業者が集まり、共通テ

ーマのもと「商品ブラッシュアップ」と

「販路開拓」を取り組む、首都圏販路を

開拓するプロジェクト。 

FOODEX 

Gift Show 

中小企業基盤整

備機構 

食品・飲料等商品およびギフト関連商品

の展示商談会 

FOODEM 

カナカン総合企画商談会 

スーパーマーケット・トレー

ドショー 

愛媛県（募集） 農商工連携や 6 次産業化により開発され

た新商品等を四国産品ブースにおいて PR

するとともに販路開拓を支援する。 

自社商品ブラッシュアップ商

談会 

宇和島市 百貨店バイヤーを招聘し、商品のブラッ

シュアップと商談会兼ねて開催する。 

 

【目 標】 
 支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

顧客を対象とした支援事業者数

（者） 
0 2 3 4 5 5 

 アンケート等回収数 - 100 150 200 250 250 

バイヤーを対象とした支援事業者

数（者） 
0 2 3 4 5 5 

 アンケート等回収数 - 60 90 120 150 150 

宇和島市実施の商談会への支援事

業者数（者） 
0 2 3 4 5 5 

 アンケート等回収数 - 10 15 20 25 25 

・顧客を対象としたアンケート回収は、1事業所につき 50件/1日を目標とする。 

・バイヤーを対象としたアンケート回収は、1事業所につき 30件/1日を目標とする。 

・市商談会でのバイヤーを対象としたアンケート回収は、1事業所につき 5件を目標とする。 

 

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】  
消費者ニーズの多様化やマーケットの成熟、さらにはインターネット通販による購入機会の増加

により、既存商圏での売上減少は避けられず、需要の開拓や掘り起しは最大の経営課題である。ニ

ーズに合った商品、サービスがあっても提供、発信する機会がなく、市場に認識されなければ「な

い」に等しい。 
そこで、地域資源を活用した魅力的な商品や多様な顧客ニーズに合ったサービスを提供する事業

者に対し、需要開拓セミナーの開催や展示会・販売会への参加支援により、ノウハウの習得および
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商品を提案する機会を設け、ネット販売や SNS を利用した広告宣伝を支援し、認知度の向上と販

売促進を図る。 
 

現状の課題と対応 

一定の商圏に守られてきた当地域の小規模事業者にとって、人口減少や競争の激化は、既存商

圏で減少する需要を奪い合う形となっている。小規模事業者は「売り方が分からない」「時間が

ない」「投資資金がない」「人材・スキルがない」といった問題に加え、地域産品の持つ「販路が

ない」「ブランド力がない」「地域で埋もれてしまう」という多くの課題を抱えている。 

需要の開拓は、多くの事業者が抱える最大の問題であり、その時に売るだけではなく、反復、

継続して売れる仕組みづくりを、経営全体の中で検証し、解決するようサポートする。 

主に、①経営計画の中で商品開発・販売戦略を考える経営の推進②展示会・ＳＮＳなど販売ツ

ールの活用推進③セミナー等によるスキルアップ④相談体制の整備により対応する。 

 

【事業内容・実施方法】 
(1)商品開発、販路拡大に向けた対象者の掘り起し【指針②】 

①商品開発や販路拡大をテーマとしたセミナー開催により事業者に対するスキルアップの場を与

え、かつ、指導員との接点を作り、巡回指導等によりニーズの掘り起こしを行う。 

②管内の小規模事業者アンケート（企業経営動向調査）を実施し、どこの事業者がこの課題を抱え

ているかといったニーズの掘り起し、巡回指導等により展示会出展等に誘導する。 

(2)商品開発、ブランディング、販売、戦略を考える経営の推進【指針④】 
商品開発やブランディング、販路拡大、インターネット活用のケースにおいても、経営分析等を

行い、それぞれの課題に合った計画を考えるとともに全体的、長期的な経営視点にたった事業計画

作成を行うようサポートし、そのスキルが身に付くよう指導を行う。展示会などに出店する場合に

おいても出店計画作成、商談件数や成約件数目標を明確にし、成果率のアップを目指す。出店時に

は需要動向調査を行い検証し、PDCA サイクルの経営を推進する。〈事業計画作成リーフレット配

布・説明。〉 

(3)セミナー開催による販促力向上【指針④】 

市外の市場をターゲットとした販路拡大セミナーをシリーズで開催する。売れる商品の作り方か

ら売り方まで広範に学ぶ計５回のセミナーを通じ、小規模事業者の総合的な販売力向上を支援する。 
１回目 売れる商品の条件 ４回目 成約につながる商談スキル 

２回目 商品戦略のポイント ５回目 インターネットを活用した販路拡大 

３回目 キャッチコピーの作り方  

(4) SNS などインターネットを活用した販路拡大（IT経営勉強会の設立）【指針④】 

小規模事業者の IT 活用を推進する。日々拡大する全国のインターネットユーザーをターゲット

とした販売力の向上をめざした支援を行う。お店情報の発信、新規顧客の拡大、ネット通販の活用

などについてのセミナーを開催し、目まぐるしく進歩する SNS の状況についても、セミナーの内容

に盛り込み、最新の情報提供をするとともに、事業者に合った IT活用を ITコーディネーターの協

力を得ながら、支援および IT活用の普及を行う。 

さらには、全国の商工会議所が共同運営する商取引サイト「ザ・ビジネスモール」への利用促進

を図り、B to Bでの販路拡大および認知度の向上につなげる。 

一方、IT 経営勉強会（20 名程度により 2 ヶ月に 1 回開催）を設立し、地域の IT 活用の底上げを行

い、成功事例を作り、そこからの発信などにより地域 IT 活用の浸透を図る。 
(5) チラシ作成による販路拡大【指針④】 

直接、消費者に商品・サービスやお店情報を届け、「欲しい！」という商品購入の欲求を高める
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ことができるチラシの作成支援を行う。大手企業では作れない小規模事業者ならではの、お客様の

声を生かし、手作りで温かみのある商品の特色を最大限に生かしたチラシ作成を行う。経営指導員

による作成事例の紹介やアドバイスにより、小規模事業者の「時間がない」「投資資金がない」に

対応する。また、デザイン支援については、よろず支拠点の専門家にも相談し、支援を行う。 

(6)プレスリリース支援サービス事業による販路開拓・広報活動【指針④】 

会員事業所の技術開発・新商品・新サービス等の情報を、新聞・テレビ局・経済誌等に当所が事

業所に代わって情報提供する「プレスリリース支援サービス事業」を推進し（平成 27 年 8 月から

開始）、会員企業の販路開拓及び広報活動を支援する。 

(7)展示会・販売会・商談会、補助金の活用推進【指針④】 
おいしさ産業を構成する小規模事業者を対象に、市外の市場をターゲットとした販路開拓、業務

提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングの機会を提供するイベント展示会への

積極的参加を推進する。事業への取組意欲、実現性を高めるために、補助金活用を提案する。 

◆想定される展示会等 

展示会（事業）名 主催（募集） 目的・内容 

えひめプロダクツ市場開拓支

援事業による商品ブラッシュ

アップおよび商談会 

(公財)えひめ産

業振興財団 

県内の意欲的な事業者が集まり、共通テ

ーマのもと「商品ブラッシュアップ」と

「販路開拓」を取り組む、首都圏販路を

開拓するプロジェクト。 

対象:バイヤー 

FOODEX 

Gift Show 

中小企業基盤整

備機構 

食品・飲料等商品およびギフト関連商品

の展示商談会 

対象：バイヤー 

FOODEM 

カナカン総合企画商談会 

スーパーマーケット・トレード

ショー 

愛媛県（募集） 農商工連携や 6 次産業化により開発され

た新商品等を四国産品ブースにおいて PR

するとともに販路開拓を支援する。 

対象：バイヤー 

自社商品ブラッシュアップ商

談会 

宇和島市 百貨店バイヤーを招聘し、商品のブラッ

シュアップと商談会兼ねて開催する。 

対象：バイヤー 

愛顔（えがお）あふれる愛媛県

物産フェア 

愛媛県 首都圏における愛媛県産品の PR 

対象：一般 

全国から毎週集まる‼ 地域う

まいもんマルシェ 

（日本百貨店しょくひんかん/

東京・秋葉原） 

日本商工会議所 首都圏の消費者をターゲットとしたテス

トマーケティングおよび商品情報の発信

の場。各地商工会議所を通じて集まった

地域自慢の逸品を週替わりで出品する。 

対象：一般 

愛媛ものづくり企業「スゴ技」

データベース 

愛媛県 愛媛県の誇る「ものづくり企業」の優れ

た技術と製品のデータベースとして整

備。 

愛媛の生産者「すご味」データ

ベース 

愛媛県 愛媛県自慢の優れた食材、食品のデータ

ベースとして整備。 

愛媛の「すごモノ」データベー

ス 

愛媛県 愛媛が誇る特産品の伝統に培われた優れ

た技法や市場価値の高いもののデータベ

ースとして整備。 
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◆連携先及び展示会情報収集先 

①日本商工会議所からの情報提供 

②愛媛県大阪事務所、東京旬彩館の活用 

③宇和島市観光物産協会開催の物産展 

◆想定される補助金 

①宇和島市中小企業者等応援事業 

②活力創出助成事業（えひめ中小企業応援ファンド事業） 

③ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 

④小規模事業者持続化補助金 

 (8)海外への販路開拓支援【指針④】 

JETRO 愛媛貿易情報センターや中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、愛媛県などと協力しな

がら事業者支援を行う。海外支援に関するセミナーや個別相談会、補助金などの情報提供により、

個別案件の掘り起しを行う。 

海外の現地支援が必要なケースでは、JETRO の新輸出大国コンソーシアムを活用する。また、愛

媛県商工会議所連合会等が主催する海外の現地視察及び現地企業との商談会への出展支援を行い、

海外への販路開拓や最新の現地事情、ビジネス環境の情報収集などにつなげる。 

 

【目 標】 
当地域の養殖漁、真珠、練り製品、柑橘、和洋菓子などの特産物を生産加工販売する者及び食や

サービスを提供する小規模事業者の立場に立ち、それぞれの実情にあった販路開拓支援を体系的に

実践するとともに、他の支援機関等と連携を図りながら、効率的かつ効果的な企業のマーケティン

グ活動を下支えし、土台づくりを支援していくことで、個社の足腰強化のみならず、地域商業振興

などの地域経済全体の活性化を図ることを目標とする。これまでの実施項目ならびに今後の実施項

目および目標数は、下表のとおりである。 
 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

販路拡大等セミナー実施 回数 1 1 1 1 1 1 
人数 23 30 30 30 30 30 

 販路拡大に向けた個別

相談会実施 

回数 未実施 1 2 2 2 2 

人数 - 5 10 10 10 10 

新規取引先獲得事業者数 - 2 3 3 3 3 

IT 経営勉強会 
回数 - 4 4 4 4 4 

人数 - 60 60 60 60 60 

チラシ作成支援事業者数 - 5 5 5 5 5 

プレスリリース支援事業による

販路開拓・広報活動支援者数 
2 4 6 6 6 6 

 新規取引先獲得事業者数 0 1 2 2 2 2 

（国内）展示会出展支援者数 0 3 5 5 5 5 

 商談件数 - 15 25 25 25 25 

成約件数 - 1 4 4 4 4 

（海外）現地視察・商談会出展支

援者数 
0 1 3 3 3 3 

 商談件数 - 3 9 9 9 9 

成約件数 - 1 2 2 2 2 
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経営発達支援事業の連動性と時系列【指針①～④】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 

宇和島商工会議所のアクション 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

●企業経営動向調査 年 1 回 
（現状・課題・ニーズ等）  
●既存の経済動向調査や、各種統計資料の活    

用 
（市場動向・消費マインド等） 

情報提供 

２．経営分析・需要動向調査【指針①・③】 

●アンケート調査やヒアリング調査、セミナ

ー、巡回等による掘り起し 

●小規模事業者が提供する商品・サービスの

需要動向について情報収集・分析 
●クロス SWOT分析等による手法を用いて、今

後の事業の方向性について検討 

３．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

創業・第二創業(経営革新・事業承継)支援 

●経営分析により抽出した強みを活かし、需

要を見据えた事業計画の策定支援 
Ⅰ．地域の経済動向調査結果 
Ⅱ．需要動向調査の分析結果 

●策定した各種事業計画の実行支援 

●持続的発展を目指した事

業計画書や、創業計画事

業承継計画などの作成 

240 件(5 年間) 
●策定した各種事業計画の

実行  240 件(5 年間) 
 
 
 

情報提供 

強み・弱み

等の分析 

事業戦略

の検討 

活用 

策定支援 

４．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

●販売会・展示会・商談会等への出展支援 
●プレスリリース支援事業  
●インターネットツールの活用 
（IT 経営勉強会の設立） 
●施策案内 
 

●販売会・展示会・商談会等

への参加 商談・成約年 3 件 
●プレスリリース支援事業

の活用 年 6 件 
●インターネットツールの

活用 年 5 件 
●補助金活用、融資の利用 

 

 

販路開

拓支援 

情報提供 

●自社の強み・弱みの再認

識 
●今後の進むべき方向性、

事業戦略の検討 

実行支援 

持続的発展を目指

す小規模事業者 

小規模事業者の自信と元気の復活による地域経済の活性化（商店街の賑わい復活） 

小規模事業者のアクション 

 

どんぶり勘定、成り行き経営からの脱却 

市場を圏外に求め、外貨を獲得する経営支援 

 

わたしにも出来る！ 

後継者育成・創業支援、身近なモデル 

創業者(予定者) 

 

経営課題への取組開始 

１
、
２
、
３
、
４
を
順
に
繰
り
返
し
な
が
ら
実
施 

６年後 

ブランド力を磨く、オンリーワン企業へ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

７.地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

高速自動車道の整備や大規模店舗の進出、人口減少、少子高齢化等、地域を取り巻く環境は大き

く変化している。そうした中、宇和島市をはじめ、観光物産協会、商店街等、地域における関係者

間で意識の統一や情報共有を図り、地域の魅力を踏まえた観光振興による交流人口の増加や、中心

商店街の賑わい創出等により地域経済活性に寄与していく。 

(1)外国クルーズ客船誘致とインバウンド効果事業 

 日本への外国クルーズ客船の寄港回数は、平成 26
年から 3 年連続して過去最高を更新。平成 28 年は合

計 2,018 回（前年比 547 回増）となっており（図表

２）、同年の外国人旅行数は 199 万人に及ぶ。国土交

通省では訪日クルーズ旅客を 2020 年に 500 万人の

実現に向けて、引き続きクルーズ振興に取り組んで

いくこととしており、寄港地の経済への波及効果が

今後も期待されている。 
四国への寄港も急増しており、平成 26 年の寄港回

数は 17 回であったが、平成 29 年の寄港見込回数が

65 回となっており、当市においても平成 29 年は 12
回寄港し、乗客数は延べ 1,725 名となっている。 
宇和島が誇る自然資源やお城や神社などの歴史資

源を求めて宇和島に寄港しており、更なる寄港回数

増加に向けて、市や観光物産協会と営業活動を行っ

ている。また、10月 20日には、寄港イベント先進地である岡山県玉野市宇野港への視察及び宇和

島地域の高校生によるおもてなし実践など、地域の機運醸成に向けた取り組みも行っている。 

今後も、当地域の特長を生かした体験型観光や、食材提供の可能性を探り、地域経済への波及効

果を図っていくほか、市民団体によるおもてなしや既存イベントの評価と検証、さらなる地域住民

を巻き込んだイベントの充実、ソフト面での支援に力点を置く。 

具体的には、愛媛県の商工会等地域活性化補助金を活用し、クルーズ商談会への参加や旅行会社、

船会社への営業活動。多言語対応の観光リーフレットの作成などを実施する。（進行中） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇和島に寄港する船は小型船のラグジュアリ

ークラス。価格、サービスとも最上級で、世界

の富裕層が多く乗船する。 

地元高校生によるおもてなし。国際交流の

場としても、貴重な機会となっている。 
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【目 標】 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

宇和島の寄港回数 10 12 12 15 15 15 

乗客者数（来宇者数） 1,391 1,800 1,800 2,000 2,000 2,000 

 

(2)宇和島地域経済産業懇談会の開催 

宇和島商工会議所、えひめ南農業協同組合・宇和島地区漁業協同組合協議会の 3組織により、商

工業、農業、漁業を取り巻く状況や 6次産業化への取り組みについての情報交換を実施する。1次

産業における後継者不足についても、当所の出会い創出事業等の活用など、地域の諸問題について

連携を強化することを確認する。 

(3)出会い創出事業（宇和島市より受託：宇和島市結婚推進事業） 

宇和島市から受託し、当地域の後継者問題や少子高齢化問題の解決や、地域事業所の若手経営者

をはじめ従業員の心の安定と生活の充実を図り、地域経済の活性化に取り組む。 

当地域の基幹産業である真珠や商店街、歴史文化施設を活用し、平成 28年度は 3回合計 93名（男

性 47 名・女性 46 名）が参加し、20 組のカップルが成立し、平成 29 年度は 3 回合計 94 名（男性

48 名・女性 46名）が参加し、11組のカップルが成立している。なお、平成 28年度に成立したカ

ップルのうち 1組（当所が把握しているもの）が成婚に至っている。 

愛媛県結婚支援センターや宇和島市 MI センター（市が運営する結婚相談所）と連携し、事後フ

ォローを行うことで成婚率の向上を図る。 

(4)中心商店街活性化に向けての協議 

商店街連盟の解散（H27年）により商店街間の連携が弱まるなか、各商店街への理事会や商店街

連絡会議（各商店街の役員による連絡会議）への積極的な参加によりパイプ役を担い、宇和島市の

「がんばる商店街補助金」の利用促進や施策普及などにより、中心商店街活性化を図る。 

(5)キャラクターを活用した地域の PRおよび賑わいの創出 

 当所が管理・運営しているご当地キャラクター「もー

に」を活用し、PRに役立てる。キャラクターのイラスト

には、ハマチ、じゃこてん、真珠、みかんを使ったもの

があり、それをチラシなどに使用し、地域の特産品の PR

や愛着を深めるツールとする。また、着ぐるみをイベン

トに出演させ、賑わいを創出する。 

ご当地キャラクター「もーに」とは、地元出身のデザ

イナーにより、宇和島地方に古くから親しまれている異様

な風貌を持つ牛鬼を、キャラクター風にデザインしたもの。 

平成 18 年度全国展開プロジェクト事業を活用して制作し、

当所で管理、運営している。 
 

 

 

 

もーにくん（左）と、もーにちゃん。 

地域の小規模事業者も商品やパッケージに

活用している。 
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(6)うわじま牛鬼まつりの実施 

 宇和島市、宇和島市観光物産協会、宇和島商工

会議所により「うわじま牛鬼まつり実行委員会」

を構成。7 月 22 日から 24 日の 3 日間、子供や若

者を中心に踊るガイヤカーニバルや牛鬼（宇和島

地域の祭礼に出る全長は 5～6 ㍍の山車）パレー

ド、宇和島おどりや打ち上げ花火などのイベント

には例年約 20 万人の人出で賑わう。宿泊や飲食、

お土産品の購入など、地域にもたらす経済効果は

大きい。 

 しかしながら、平成 30年は 7月豪雨災害の 

影響により中止となり、地域経済にとっては大きな損失となった。次年度以降は、地域に元気を取

り戻し、経済に活力を呼び戻すためにも、例年以上に地域が一体となり実施していく。 

 

【目 標】 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

うわじま牛鬼まつりの人出 中止 21万人 21万人 22万人 22万人 23万人 

上記(1)～(6)の事業を実施することにより、地域経済活性化に向けた方向性を見出すとともに、

宇和島市の観光資源の効果的な PR を行うことによって、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図

ることを目標とする。 

 

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 
(1)「よろず支援拠点」（えひめ産業振興財団）との連携 

 愛媛県内の支援機関・金融機関など 18機関の連携により組織され、支援機関連絡会議が開催（年

2回）されている。連絡会議では、小規模事業者の新たな需要の開拓に向けた各支援機関での取り

組みや、地域需要動向や小規模事業者への支援ノウハウ、施策の活用方法について、情報交換を行

う。 

 「チームえびす」（えひめ産業振興財団）と連携することにより、当所のみでは対応できないよ

うな専門的知見が必要な案件については構成機関と連携して課題解決に向けた支援や事業計画の

策定、ブランディング等を実施するとともに、支援ノウハウの習得につなげ、当地域小規模事業者

に対する支援スキルの向上を図っていく。 

 なお、よろず支援拠点は 宇和島商工会議所内にサテライトとして相談窓口を設置 。月に 2 回、

事業者に対する無料経営相談会を実施している。 

(2) プチ創業応援隊での連携 

 宇和島商工会議所、日本政策金融公庫宇和島支店、愛媛県南予地方局、宇和島市、えひめ産業振

興財団、愛媛県信用保証協会、伊予銀行、愛媛銀行、宇和島信用金庫の 9機関が連携し、2ヶ月に

1 回の打合せや、セミナーや地元創業事例発表会の開催（年 2～3 回）や支援者向け勉強会（年 1

回）、創業計画書の作成支援、創業資金に関する相談など、ワンストップ支援を実施している。手

軽かつ気軽に創業の相談に対応し、女性を中心に老若男女問わず創業に向けた有機的なサポートを

行うとともに、創業支援のスキル向上を図っていく。 

ガイヤカーニバル(左上)や牛鬼パレード（右上）宇和島お

どり（左下）など、3日間多くの観光客で賑わう。 
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(3) 事業承継ネットワークでの連携 

行政、商工団体、士業団体及び金融機関等が、えひめ産業振興財団が設置する事業承継ネットワ

ーク推進員の調整のもと相互に連携しながら、支援機関のそれぞれの強みを活かし事業承継の円滑

化を図る。ネットワーク会議を開催(年 2回)し、情報共有、情報交換を実施し、事業承継支援のス

キル向上を図っていく。 

(4) 宇和島信用金庫での勉強会参加との連携 

毎年、宇和島信用金庫が実施する「若手経営塾」（年 12回）に、指導員および職員を派遣する。

これから宇和島経済を支えていく若手経営者との情報交換及び情報提供を実施し、かつ、塾内で実

施する事業計画策定研修により、支援スキルの向上を図っていく。 

(5) 日本政策金融公庫および近隣商工会との連携 

日本政策金融公庫宇和島支店および近隣商工会との情報交換会を開催（年 2 回）。各商工会の支

援事例の発表や金融から見た地域の動きについて、情報および支援ノウハウの共有を行い、支援ス

キルの向上を図っていく。 

(6) 地域活性化を担う機関との連携 

市行政幹部と宇和島市活性化対策懇談会（年 1回）やランチミーティング（月 1回）の開催によ

り情報共有・情報交換を行い、宇和島市地域物産交流会（年 1回）への参加などにより、中小企業

支援、地域・観光振興など宇和島市の活性化に向けた事業展開を図る。 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 経営課題を持つ地域小規模事業者の掘り起しから伴走型支援を行うためには、支援機関力が問わ

れるところである。組織が上手に機能しているか、支援を担当する人材力はあるかなどによる点が

大きい。また、全員が一定のレベル、判断力、人間力があるかなども大きいと思われる。「人は城、

人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」。勝敗を決する決め手は、堅固な城ではなく、人の

力である。個人の力や特徴を掴み、才能を十分に発揮できるような集団を作ることが大事であると

いう武田信玄の言葉のような集団作りをめざす。 

当所では、経営指導員・補助員のほか、一般職員についても支援力・資質向上について、次のと

おり取り組んでいく。 

 

現状の課題と対応 

経営指導員としての役割は、多種にわたる。このため、幅広い知識や経験が必要となる。当所

の経営指導員 5 人のうち、相談所長を除き、指導員歴 6 年が 2 人、3 年が 2 人と経験が浅い。

特に経営指導員歴 3 年の 2 人は、入所も年齢も若く、知識や経験に乏しいが、やる気、機動力

はある。 
このため、今後の資質向上をどう図っていくかが事業遂行のポイントとなる。また、補助員の

従来の役割は、窓口対応や補助的な業務であったが、経営指導員に近いレベルにまで上げ、経営

相談や施策普及を図り、巡回も行うこととする。一般職員についても、初期の経営相談や施策普

及について対応できるようにする。課題が複雑、専門的な事案については、経営指導員に引き継

ぐ。情報共有についても密に行い、TOAS（商工会議所トータル OA システム）やイントラネッ

トを活用し、事業者が何度も同じ説明を行わないようにする。 
当所の強みは、チームワークであり、宇和島商工会議所全体で満足度の高い事業者支援に当た

る。 
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(1) 資質向上、支援力向上の取り組みについて 

１．【外部研修】 
①中小企業大学校研修への参加 

 経営指導員は、下記研修に 5年以内を目途に参加をする。指導員歴 3年の 2人は、平成 28年度

に税務・財務診断（旧基礎研修Ⅰ）の受講を終了させた。平成 29 年度おいても、指導員歴 2 年の 2

人を経営診断基礎 （旧基礎研修Ⅱ）に派遣した。平成 30 年度は、専門研修に派遣を予定しており、

引き続き、早急に支援体制を整える。 
※中小企業大学校研修 

   ●税務・財務診断（旧基礎研修Ⅰ） 
    ●経営診断基礎 （旧基礎研修Ⅱ） 
    ●専門研修 1回 
②経営指導員向け小規模事業者支援研修への参加 

    対  象：経営指導員、補助金、一般職員 

    開催内容：見習研修、ITスキル向上等研修、地域支援型研修 

③愛媛県経営指導員等研修会への参加 

    対  象：経営指導員 

    開催回数：一般コース、特別コースの年間 2回 

④愛媛県商工会議所補助員研修会への参加 

対  象：補助員 

    開催回数：年間 1回 

⑤本商工会議所 WEB研修の活用 

    対  象：経営指導員、補助員 

※以上のような外部研修の参加後は、支援担当職員全員参加のもと報告研修を実施し、支援情報、

支援ノウハウ等の共有化を図る。 

２．【内部研修】 
内部研修については、次のような内容で段階的に実施していく。 

①支援マニュアルによるヒアリング事項等の標準化 

 日本商工会議所イントラネット内にある「経営支援ツールサイト」より、支援マニュアルを作成。

支援着手方法や支援計画（スケジュール）の提案方法、ヒアリングシートを統一化することにより、

支援手順の標準化および効率化を図る。 

②経営指導員間のコミュニケーションを密にする 

当所では、幸いにも上司と部下の間で何でも言える関係が伝統的に続いている。経営指導員・補

助員の席の配置もお他互いに近く、声を掛けて会話ができる状況にある。 

③ベテラン・先輩経営指導員から若手経営指導員へコーチングとティーチング 

マル経融資の推薦や小規模事業者持続化補助金の申請、経営相談など、担当者から案件内容をプ

レゼンし、若手経営指導員と積極的にディスカッションしながら、指導ポイントについて、コーチ

ングとティーチングを行う。 

④ミーティングによる情報交換と勉強会 

毎月 2 回のミーティングにより、情報を共有。新しい制度や補助金については、担当者から説明

を行い、経営指導員全員が事業者に対して対応できるようにし、補助員は取次ができるようにする。

メールを活用し文書での伝達、情報共有を行っており、また、外部からも情報を入手できるドロッ

プボックスの活用を行っていたが、アクセスする習慣づけが出来ず、うまく機能できなかった。更
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新頻度を上げ、アクセスの必要性を高めるなど、再度活用についてチャレンジする。 

⑤３人寄れば文殊の知恵 

 熟練した経営指導員のノウハウの共有化を図るために、案件 1件につき 1名が担当するのではな

く、商工会議所に蓄積している知恵を結集し、1社に集中してチームで取り組んでいく。同時進行

で複数社取り組んでいくことになるが、熟練者と支援経験の浅い職員全員で取り組むことによって

組織全体のスキルアップにつなげていく。 

⑥「報告」、「連絡」、「相談」の流れを作る 

状況に応じた報告の流れを作り、報連相を個人の意識に頼らず行う。誰が行なっても同じことが

できるようオペレーション（標準化）を組む。 

⑦セミナー参加と終了後の講師との交流 

各担当者が企画するセミナーだけに関心を持つのではなく、全てのセミナーに目を向け参加す

る。担当者は、さらに、セミナー終了後、講師との交流会を企画し、講師と親睦を深めながら、講

師のノウハウを取得する。 

⑧専門家との帯同支援による実践研修 

よろず支援拠点や専門家派遣と連携し、信頼できる専門家との帯同支援による支援ノウハウの習

得を行う。相談から問題解決に至るまで、専門家と一緒に伴走することで、一連の支援プログラム

を体験する。専門家の目の付けどころ、支援の方法、接し方、施策情報など多岐にわたるスキルを

実践経験することで個々の支援力をアップする。 

⑨日商イントラ、ミラサポ、J-NET21 など 

最新の施策情報を入手する。事業者へ的確でリアルな情報、アドバイスを行うために、ミラサポ、

J-NET21 に掲載している担当官からの活用ポイントなどを利用する習慣化を行う。さらに、より

リアルな情報を得るため、担当部署へ電話による問い合わせを行う。 

⑩補助員・一般職員の資質向上と役割 

 商工業者の減少により指導員の減員は避けられず、サービスの低下を防ぐためには、補助員・一

般職員も経営指導員に準じた業務に対応できるような知識が必要になってくる。今まで WEB 研修

の受講は経営指導員に限られていたが、補助員・一般職員も受講し知識を身につけスムーズな経

営指導員への登用を促す。 

⑪組織として共同で取り組む仕組み 

 限られた資源（ヒト・モノ・カネ）は、地域の商工業者と同じである。「誰かがやる」ではなく

計画に基づいて共同で行う意識作りから、それが仕組みに代わるよう組織力を高めていく。 

⑫職員間での情報の共有化 

各種情報を全職員で共有し、経営支援スキルの均一化を図る。 
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(２) 情報共有の取り組みについて 
社内ネットワークを活用して、企業情報の更新や共有、支援事例の蓄積や共有により、支援ノ

ウハウ等の情報交換など支援体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・中小企業大学校研修  ・愛媛県経営指導員等研修会 
・日商 WEB研修の活用 ・各種セミナー 

外部研修によるスキルアップ 

・中小企業大学校研修 
・所内勉強会・専門家との帯同 
・コーチングとティーチング 
・３人寄れば文殊の知恵 
 

内部研修によるスキルアップ 
自己研鑽によるスキルアップ 

・意識改革 
・指導員テキストの活用 
・講師との交流 
・経営ポータルサイト等の活用  

人は城、人は石垣、 
人は堀、情けは味方、 
仇は敵なり 

経営指導員の資質向上、支援力向上のコンセプトとフロー 

 熟度の高い 

事業者支援！ 

サーバー 

一般職員 

総務課 

基本、指導実績等 
データの更新 

閲覧可能 

一般職員 

一般職員 

外部からのアクセス不可 

社内ネットワーク 

経営指導員 

中小企業相談所 

経営指導員 

経営指導員 

公開範囲の限定 

ファイルデータ 

事業所管理ソフト 

（TOAS） 
・基本データ 
・指導実績 
・融資状況 

データサーバに保存 
（パスワード設定） 

閲覧可能 

基本データの更新 

公開範囲の限定 

創業計画 
フォルダ 

研修報告書 
フォルダ 

事業計画 
フォルダ 

その他 
フォルダ 
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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 
 経営発達支援事業の取り組みにおいて、第三者の外部評価は極めて重要である。小規模事業者

への持続的かつ効果的な支援につなげるために、下記のとおり外部有識者による事業評価、検証を

行い PDCA サイクル により見直し等を行う。結果については、地域の小規模事業者が閲覧できるよ

う当所ホームページで公表し、支援力の向上につなげていく。 

 

(1)外部有識者について 
 地域小規模事業者に対する経営支援、地域経済活性化に対する連携と事業の展開、内部支援人材

の資質向上および外部支援人材との効果的な連携等について、外部からの客観的な評価を行うた

め、宇和島市、中小企業診断士、公認会計士・税理士、愛媛大学教授等の外部有識者による事業評

価を実施する。 

    

 

(2)実施方法について 
  次の手順で毎年度実施し、円滑で効果的かつ継続的な取り組みを進めていく。 

   ①進捗管理 【Check】 

 当事業の進捗状況を取りまとめ、年間 2 回以上、専務理事、事務局長、相談所長に対

して報告する。 

 

②外部有識者による評価・検証・見直し案の提言（2月中旬）【Check】 

        当該年度の事業の実施状況、成果に対する評価・検証を行い、改善事項を明らかにす

る。 

 

③改善案の検討（2月下旬）【Action】 

事務局により外部有識者の提言のもと、翌年度の事業計画について改善案を検討する

とともに、次年度計画への反映内容を策定する。 

 

   ④当所の執行機関である正副会頭会への報告および改善案の承認（3月上旬）【Plan】 

        事業の成果および、評価・検証結果、改善案について報告し、次年度事業計画を決定

する。 

 

      評価・見直し方針を反映させ次年度事業計画を実施する。【Do】 

 

   ⑤事業の成果・評価・見直し結果について公表（3月下旬） 

        当商工会議所会報、ホームページ等地域小規模事業者に対して計画期間中広く公表す

る。当年度事業計画についても公表。 
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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３０年９月現在） 

１．組織体制 

(１)宇和島商工会議所組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会 員 

会 頭 
副会頭 顧問・参与 

議員総会 
（最高意思決定機関） 

１号議員：４０人 
２号議員：２０人 
３号議員：１０人 

監 事 
常設監査機関：３人 

専務理事 

常議員会 
（実質意思決定機関） 

正副会頭 
専務理事 

常議員：２３人 

部 会 

小売商業 
卸売商業 
工 業 

 

金 融 
運輸・通信 

観光・サービス 
建 設 
一 般 

委員会 

総 務 
理 財 
商 工 

 

税 務 
観 光 
運 輸 

地域開発 

青年部 女性会 

事務局 

事務局長 
中小企業 
相 談 所 

総務課 
地域振興課 
経営支援課 
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（２）事務局組織図 
 専務理事 

事務局長 

総務課 中小企業相談所 

相談所長 
（主席経営指導員） 

地域振興課 経営支援課 一般職員 

経営支援課長 
（主任経営指導員） 

 

地域振興課長 
（経営指導員） 

 

補助員 
経営指導員 経営指導員 

補助員 

会館管理 
一般職員 
一般職員 

総務課長 
（一般職員） 

 

会館管理人 

 
 

 

 

（３）事務局人員 
①全職員数：１３名（会館管理人含む） 

②正規職員：１３名 

事務局長１名、主席経営指導員１名、経営指導員４名、補助員２名、 

一般職員４名、会館管理人１名 
 

（４）経営発達支援事業を確実に実施する体制、実際に事業を実施する人員 
当商工会議所では、管内を５地区に分け、事務局長を除く経営指導員５名による担当地区

制を敷いている。このため、経営発達支援事業の実施にあたっては、経営指導員が主となり、

サポートは補助員が行う。大きな事業を実施する場合は、スポット的に一般職員も参画する。 

 

 

２．連絡先 
  宇和島商工会議所 中小企業相談所 

   住   所：愛媛県宇和島市丸之内一丁目３番２４号 

   電 話 番 号：(０８９５)２２－５５５５ 

   ＦＡＸ番号：(０８９５)２４－６６５５ 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.uwajima-cci.or.jp/ 

   Ｅ - m a i l：ucci@uwajima-cci.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                （単位 千円） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 54,650 54,650 58,740 58,740 58,740 

 中小企業相談所 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 

 地域の経済動向調査 200 200 200 200 200 

 経営分析 150 150 150 150 150 

 事業計画策定・実施支援 200 200 200 200 200 

 需要動向調査 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
新たな需要開拓に寄与

する事業 
600 600 600 600 600 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、県補助金、市補助金、事業委託費、伴走型補助金 

 

（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経営状況の分析および事業計画策定支援 

財務分析・経営分析に関すること、事業計画作成支援セミナー・個別相談会・専門家派遣に関す

ること、資金調達・補助金活用に関すること、事業計画実施後のフォローアップに関すること。 

連携者及びその役割 

 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

宇和島信用金庫 
理事長 

清家 義幸 

愛媛県宇和島市本町追

手 2-8-21 

本店 

(0897)22-5422 

日本政策金融公庫宇和島支店 
支店長 

森田 達也 

愛媛県宇和島市丸之内 

1-3-24 

宇和島支店 

(0895)22-4766 

(独)中小企業基盤整備機構 
四国本部長 

福本 功 

香川県高松市 

サンポート 2-1 

四国本部経営支援課 

(087)811-1752  

(公財)えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 

理事長 

大塚 岩男 

愛媛県松山市 

久米窪田町 337-1 

産業振興部  

(089)960-1100 

（役割） 

指導員が対応できない支援対象や早急に対策が必要な場合などは、えひめ産業振興財団（よろ

ず支援）や中小企業基盤整備機構などの支援を得る。また、他の専門的な情報や知識が必要とす

る場合には他機関との連携により問題解決のための事業計画策定支援を実施し、併せてフォロー

アップを行う。 

事業計画策定により、資金調達や補助金の活用が必要な場合、金融機関と連携によりサポート

する。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

宇和島商工会議所 

【相談窓口・伴走型支援】 

情報共有・連携し、経営分析、

事業計画策定を支援 

日本政策金融公庫 

宇和島信用金庫 

(公財)えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 

(独)中小企業基盤整備機構 

連携 

専門的知見による経営全般

に関する様々な事項に対す

る総合的・先進的アドバイス 

融資情報など、金融面で

の総合的アドバイス 
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連携する内容 

②事業計画策定支援（創業支援） 

創業計画策定支援に関すること、専門家派遣に関すること、資金調達・補助金活用に関すること。 

連携者及びその役割 

 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

宇和島市 

（プチ創業業応援隊） 

市長 

岡原 文彰 
愛媛県宇和島市曙町 1 

産業経済部商工観光課 

(0895)24-1111 

愛媛県南予地方局 

（プチ創業業応援隊） 

地方局長 

佐伯 登志男 

愛媛県宇和島市 

天神町 7-1 

商工観光室 

(0895)22-5211 

宇和島信用金庫 

（プチ創業業応援隊） 

理事長 

清家 義幸 

愛媛県宇和島市 

本町追手 2-8-21 

本店 

(0897)22-5422 

(公財)えひめ産業振興財団 

（プチ創業業応援隊） 

理事長 

大塚 岩男 

愛媛県松山市 

久米窪田町 337-1 

産業振興部  

(089)960-1100 

日本政策金融公庫宇和島支店

（プチ創業業応援隊） 

支店長 

森田 達也 

愛媛県宇和島市 

丸之内 1-3-24 

宇和島支店 

(0895)22-4766 

愛媛県信用保証協会 

（プチ創業業応援隊） 

会長 

上甲 啓二 

愛媛県松山市 

一番町 4 丁目 1 番地 2 
宇和島支所(0895)22-6556 

伊予銀行 宇和島支店 

（プチ創業業応援隊） 

支店長 

久米 良樹 

愛媛県宇和島市 

新町 2-8-3 
(0895)22-5700 

愛媛銀行 宇和島支店 

（プチ創業業応援隊） 

支店長 

秋山 剛克 

愛媛県宇和島市 

栄町港 3-7-15 
(0895)22-5730 

(独)中小企業基盤整備機構 
四国本部長 

福本 功 

香川県高松市 

サンポート 2-1 

四国本部経営支援課 

(087)811-1752  

愛媛県よろず支援拠点 

（(公財)えひめ産業振興財団） 

理事長 

大塚 岩男 

愛媛県松山市 

久米窪田町 337-1 
(089)960-1131 

（役割） 

宇和島商工会議所が窓口となり、宇和島市、(公財)えひめ産業振興財団、地元金融機関と連携

し、それぞれが持つ支援メニューやネットワークを活かし、創業・起業のあらゆる段階やニーズ

に合わせた支援を連携して行う。 

携体制図等 

 
創業希望者 

プチ創業応援隊 

【宇和島商工会議所】 

【相談窓口・伴走型支援】 

情報共有・連携し、経済動向

調査、創業計画策定を支援 

専門的知見による経営全般

に関する様々な事項に対す

る総合的・先進的アドバイス 

各種補助制度・融資情報

など、資金面での総合的

アドバイス 

 

プチ創業応援隊 
【南予地方局・宇和島市・(公財)えひめ産業振興財団・
日本政策金融公庫宇和島支店・愛媛県信用保証協会・宇
和島信用金庫・伊予銀行・愛媛銀行】 

(公財)えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 

(独)中小企業基盤整備機構 
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連携する内容 

③事業計画策定支援（経営革新・事業承継） 

経営革新計画、事業承継計画策定支援に関すること、専門家派遣に関すること。 

連携者及びその役割 

 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

愛媛県中小企業診断士協会 
会長 
上田 保 

愛媛県松山市 
三番町 4-8-7 

同協会事務局 
(089)961-1640 

(公財)えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 

理事長 

大塚 岩男 

愛媛県松山市 

久米窪田町 337-1 

産業振興部  

(089)960-1100 

愛媛県事業引継ぎ支援センタ

ー 

統括責任者 

兵頭 隆彦 

愛媛県松山市 

大手町 1-11-1 
(089)948-8511 

事業承継ネットワーク 

（(公財)えひめ産業振興財団） 

理事長 

大塚 岩男 

愛媛県松山市 

久米窪田町 337-1 

推進員 

(089)960-1127 

（役割） 

(公財)えひめ産業振興センター（よろず支援拠点）と連携し、経営革新計画の策定支援を実施

する。また、事業承継ネットワークを活用し、専門家派遣を実施。愛媛県事業引継ぎ支援センタ

ーと連携し、事業の存続に関する相談・円滑な事業承継を支援する。 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

宇和島商工会議所 

【相談窓口・伴走型支援】 

情報共有・連携し、第 2創業

計画策定を支援 

(公財)えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 

(独)中小企業基盤整備機構 

連携 

専門的知見による経営全般

に関する様々な事項に対す

る総合的・先進的アドバイス 
事業承継に特化し、支援

機関それぞれの強みを活

かした総合的アドバイス 

事業承継ネットワーク 

事務局：(公財)えひめ産業振興財団 

【行政・商工団体・士業団体・金融機関】 
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連携する内容 

④需要開拓・販路開拓 

商品開発・ブランディング・販売戦略に関すること、展示会・商談会の情報に関すること、販

路拡大セミナーに関すること、情報発信に関すること、IT 経営勉強会に関すること、海外への

販路開拓に関すること。 

連携者及びその役割 

 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

愛媛県 
知事 

中村 時広 

愛媛県松山市 

一番町 4-4-2 

経済労働部産業創出課 

(089)912-2470 

宇和島市 
市長 

岡原 文彰 

愛媛県宇和島市 

曙町 1 

産業経済部商工観光課 

(0895)24-1111 

宇和島市観光物産協会 
会長 

岡原 文彰 

愛媛県宇和島市 

弁天町 1 丁目 318-16 
(0895)22-3934 

(独)中小企業基盤整備機構 
四国本部長 

福本 功 

香川県高松市 

サンポート 2-1 

四国本部経営支援課 

(087)811-1752  

(公財)えひめ産業振興財団 

（愛媛県よろず支援拠点） 

理事長 

大塚 岩男 

愛媛県松山市 

久米窪田町 337-1 

産業振興部  

(089)960-1100 

日本貿易振興機構（JETRO） 

愛媛貿易情報センター 

所長 

鈴木 隆之 

愛媛県松山市 

大可賀 2-1-28 
(089)952-0015 

（役割） 

宇和島市、宇和島市観光物産協会と連携し、小規模事業者の販路開拓を支援する。 また、海

外展開についてもサポートをする。 

 

連携体制図等 

 

 

宇和島市観光物産協会 

小規模事業者 愛媛県 

出展者募集・出展 

ＩＴ経営・海外展開支援 

展示会、販売会、商談会、 

ＩＴ活用（東京・大阪） 

海外展開 

宇和島市 

宇和島商工会議所 

【相談窓口・伴走型支援】 

・計画策定支援 
・計画実行支援 
・情報提供 
・セミナー 
 

(公財)えひめ産業振興財団（よろず支援拠点） 
(独)中小企業基盤整備機構 

愛媛貿易振興機構・貿易情報センター 
・展示会、販売会、商談会の出展募集と経営全般に関する様々な総合的・先進的アドバイス 

 

商品開発、ブランディング 

IT 経営勉強会の設立 
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