
経営発達支援計画の概要 

実施者名 新居浜商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

新居浜商工会議所は、小規模事業者にとって身近な存在であり、地域に密着した唯一の総

合経済団体として、「会員と市民の元気のために～地域経済の持続的発展と再生～」を基本理

念とし、「地域経済の持続的発展を図る効果的なプランの実行」「関係機関とのネットワーク

や現場主義による事業展開」を行動の指針として、愛媛県、新居浜市、地域金融機関その他

支援機関と連携し、新規創業・起業段階から新商品・新サービスの開発・事業化、事業の引

継ぎなどの第二創業までの経営の各段階に応じた事業計画の策定支援から販路拡大等を継続

的かつ総合的に支援することによって、創業者数の増加・廃業者数の低減につなげ、地域経

済を活性化させることを目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 

巡回による個別ヒアリング調査や、新居浜商工会議所の各部会へのアンケート調査を実

施するとともに、行政等の各種調査結果を活用し、地域の経済動向を調査する。 

２．経営状況の分析に関すること 

  小規模事業者の持続的発展に向け、分析結果に基づき、地域の支援機関等とも連携を図

り、今後の支援策を検討する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  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、経済動向調査等の結果を

踏まえ、地域の支援機関等とも連携した事業計画策定支援を行う。 

また、必要に応じて専門的な知見を有する専門家と連携し、経営革新計画策定支援を行

う。事業承継については、愛媛県事業引継ぎ支援センターと連携することで、事業の存続

に関する相談・円滑な事業承継を支援する。 

  創業者への支援については、個別相談・創業計画書の策定支援を行うとともに、補助金

の活用および中心市街地での創業支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  各種補助金・融資等の活用など、実施・完了までの伴走型支援を行う。 

また、創業後も各ステージに応じた金融サポートや異業種交流会などを活用した先輩経

営者等との意見交換会、専門家等との連携による個別フォローアップ、税務相談などを重

点的に行い、持続的経営に向けた伴走型の支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

  地域・全国の需要動向を踏まえた需要動向の調査・分析を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  地域における優良な産品を「新居浜の逸品」として認定し、これを広く宣伝するととも

に、都市圏での販売会・商談会を実施する。また、「プレスリリース支援サービス事業」や

「異業種交流会における製品・商品のＰＲ」、「インターネットを活用した販路拡大事業」

を実施することにより、小規模事業者の広報活動・販路開拓を支援する。また、ものづく

り産業の販路開拓事業として、チーム愛媛・チーム新居浜として「各種展示会・商談会へ

の出展支援」、「海外への販路開拓支援」を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

新居浜市、新居浜商店街連盟と連携し、「新居浜市まちづくり協議会」を開催し、今後の中

心市街地及び地域経済活性化の方向性を検討する。また、新居浜のよさを再発見する機会を

市民に提供するほか、ふるさとを愛する心やふるさとへの誇りが持てる児童・生徒の育成等

を促進し、新居浜の魅力を情報発信することを目的とした「とっておきの新居浜検定・新居

浜ものしり検定」を実施するとともに、新居浜を訪れる観光客に対して、心地よいおもてな

しをすることができる「観光ガイドの育成」や「観光客と直に接する方向けの接遇マナーの

向上に資する研修」を実施し、観光振興の一翼を担う人材の育成を図るなど、交流人口を拡

大することにより、地域経済の活性化を図る。 

連絡先 
新居浜商工会議所 産業振興部 経営支援課 愛媛県新居浜市一宮町二丁目４番８号 

電話（0897）33-5581 ＦＡＸ（0897）33-5609 E-mail info@niicci.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．新居浜市の特色 
  新居浜市は人口１２３,４００人、事業所数５,３５３社（内、小規模事業者数３,４３６社：
６４.１％）、商品販売額２,９４５億円、製造品出荷額６,０２０億円、当商工会議所会員数

は、２,５２２社である。産業の特色については、別子銅山の存在抜きに語ることはできない。
 
２．別子銅山と新居浜市 
  別子銅山は、江戸時代元禄４年に住友により開坑されて以来２８３年の間、営々と掘り続け

て来られたが、明治に入り、産業の近代化が進むとともに生産拠点が山間部から次第に海岸部

へと移され、特に昭和に入ると鉱山本体である住友金属鉱山㈱はもとより、鉱山の精錬から派

生する化学的処理の過程から住友化学㈱が、機械の修理関係からは住友重機械工業㈱が、長年

の鉱山経営で伐採されてきた山の木々を元の緑に戻す植林事業からは住友林業㈱が、というよ

うに現在の住友グループの中心的な企業の数々がここ新居浜から生まれており、「住友グルー

プの発祥の地」として位置付けられている。 
 
３．別子銅山とものづくり産業 
  そのような背景のもと、住友グループの企業城下町として発展してきた当市のものづくり産

業は、住友関連企業と協力会社である地元中小機械産業関連企業を中心とした製造業によって

大部分が構成されている。とりわけ市内の機械産業関連企業は、住友各社の多様なニーズに応

える協力会社として、プラント製作や保守管理、部品加工、機械設計などの幅広い分野に亘っ

て発展を遂げてきた。住友各社との取引で培われた技術力は高く評価されており、住友各社の

先端製品開発を下支えしている中小企業もあり、近年では、自社製品開発による事業展開や関

連業種との連携による新たな動きが出るなど、業界全体の環境変化に対応した取り組みが図ら

れている。 

当市のものづくり産業の現状としては、消費税増税、電力料金の値上げ、資材価格の高騰な

ど不安要素を多々抱え、国内ユーザー企業の設備投資が回復していない状況ではあるが、公共

事業の影響も見受けられ、業種によりバラつきがあるものの各事業所の操業度は上向きになり

つつある。しかしながら、地域間競争の激化などの影響により受注単価は改善されず、収益面

では依然厳しい状況が続いている。 

さらに、少子超高齢化による熟練技能の継承および若年労働者の人材育成・確保という喫緊

の課題にも直面している。 
 
４．別子銅山（口屋新居浜分店）と中心商店街 
  現在の中心市街地は、約３００年前の１７０２年に別子銅山の粗銅を大阪や長崎を経由して

オランダ、清国へ出荷するための「口屋新居浜分店」が開かれたことを契機に、新居浜市経済

文化の原点として発展してきた。しかしながら、中心商店街として位置付けられる昭和通り・

登り道の商店街においては、小売業・卸売業の店舗数や商品販売額は減少傾向にあり、モータ

リゼーションの進展や大規模小売店舗の郊外への出店、人口の郊外分散化等の複合的な要因に

より衰退傾向が続いている。また、昨今のＩＣＴの進展や加速するグローバル化、少子超高齢

社会による人口減少、それに伴うマーケットの縮小は、新居浜市の小売業・卸売業にも大きな

影響を及ぼすものと予測されており、なかでも外部環境の変化やリスク吸収力に乏しい小規模

事業者にとっては、既存事業をゼロから見直し、顧客ニーズの変化や自らの「強み」「弱み」

を踏まえたうえで、新たなビジネスモデルの再構築が求められている。 
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５．別子銅山と近代化産業遺産群 
  一方、全国的に誇れる地域の資源としては、別子銅山の近代化産業遺産群が挙げられる。東

洋のマチュピチュと呼ばれる別子銅山の東平エリアなどを通して、別子銅山発展の過程で残さ

れてきた近代化産業遺産の歴史と魅力を体感することができる。また、四国三大祭の一つとし

て位置付けられる新居浜太鼓祭りなどの観光資源も有している。 
 
６．目標の設定 

  以上のような地域の特色・強み・課題等を踏まえ、新居浜商工会議所としては、小規模事
業者にとって身近な存在であり、地域に密着した唯一の総合経済団体として、「会員と市民の

元気のために～地域経済の持続的発展と再生～」を基本理念とし、「地域経済の持続的発展を

図る効果的なプランの実行」「関係機関とのネットワークや現場主義による事業展開」を行動

の指針として、愛媛県、新居浜市、地域金融機関その他支援機関と連携し、新規創業・起業段

階から新商品・新サービスの開発・事業化、事業の引継ぎなどの第二創業（経営革新・事業承

継）までの経営の各段階に応じた事業計画の策定支援から販路拡大等を継続的かつ総合的に支

援することによって、創業者数の増加・廃業者数の低減につなげ、地域経済を活性化させるこ

とを目標とする。 

 

７．目標の達成に向けて 
  当所の職員は、事務局長以下１３名である。地域事業所に対する経営支援については、平成

２６年１０月１日から市内を１２地区に分け、事務局長を除く職員１２名がそれぞれ１２地区

を担当し、全員体制で地域の各種課題に対応していくよう経営支援体制を強化したところであ

る。具体的には全会員事業所訪問を実施し、各事業所ごとの課題の掘り起しを行うとともに、

必要に応じて、各種機関・専門家等と連携することによって、従来の経営改善普及事業に留ま

らない、小規模事業者の持つ知恵・工夫・経験などの無形資産等を含め、事業者の強みを掘り

起し、可視化・仕組み作りを行うなど、より一層踏み込んだ経営計画作成支援および販路拡大

支援などをワンストップで対応できるよう取り組みを進めていく。 

  また、本経営発達支援計画は毎年度外部評価委員によって事業評価を行い、見直しを行うた

め、その見直し結果を踏まえ、刻々と変化する経済情勢の中にあって小規模事業者の持続的発

展に向けた伴走型支援を行うことにより、地域経済全体の活性化につなげる。 
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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２７年４月１日～平成３２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】 
地区内の経済動向を調査・分析することにより、小規模事業者の現状や経営状況を把握し、

小規模事業者や創業者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検討時の参

考データとして活用する。 

 

【事業内容・実施方法】 

(1)巡回による個別ヒアリング調査の実施 
管内を１２地区に分け、職員１２名がそれぞれの地区を担当し、計画的な事業所訪問の実

施による面談ヒアリングを行うことにより、地域の事業所の現状、抱える課題・ニーズ等の

掘り起しを行う。そのため、地域内事業所訪問を週１日以上実施し、以下に掲げる地域内小

規模事業者の基礎的内容を調査し分析することで、地域の経済動向を把握し、具体的なフォ

ローアップに繋げていく。 
 
[ヒアリング調査を行う項目] 

 事業所名、所在地、業種、代表者名、創業（設立）年月日、資本金、取引銀行、従業員数、

事業所および代表者名義の不動産、技術の保有状況、メールアドレス、業界の動向、事業

所の実態（状況）、事業所の抱える課題・問題点（金融、経理、税務、労働、共済面等）、

事業所の今後の動向、要望事項など 

 

(2)当所各部会への課題抽出型アンケート調査の実施 
当所各部会（商業、工業、金融・専門、運輸交通、建設、環境サービス、観光・飲食、情

報メディア）への課題抽出型のアンケート調査を記名式で年１回以上実施し、業種・業態ご

との経済動向を把握するとともに、現状での課題・ニーズの掘り起しを行い、課題解決型セ

ミナーの企画立案や具体的なフォローアップに繋げていく。 
 
 [アンケート調査を行う項目] 

 ①各業界おける課題 

原材料価格・仕入単価、新規顧客・販売先の獲得、人材確保、技術開発の拡大、 

新事業展開、雇用拡大、経営体制の増強、新規仕入先の開拓、設備増強、 

既存事業の見直し、有利子負債の削減、既存仕入先の見直し、その他 

②自社における取り組み上の課題 

既存製品・サービスの高付加価値化、新分野進出、新製品・サービス等の開発、 

価格競争力の強化、顧客ニーズに対するきめ細やかな対応、販路開拓、 

海外需要の開拓、人材確保、社員育成、後継者養成、事業転換、 

ＩＴの戦略的活用、財務体質の強化、営業・販売体制の見直し・強化、脱下請、 

その他 
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 (3)経済情勢調査等の実施 
当市経済の根幹をなす住友４社（住友金属鉱山㈱別子事業所、住友化学㈱愛媛工場、住友

重機械工業㈱愛媛製造所、住友共同電力㈱）への経済情勢調査を毎月実施するとともに、当

市の基幹産業である製造業についても、新居浜機械産業(協)を通じて傘下事業所への業況調

査を毎月実施する。 

このほか、建設業については新居浜建設業協同組合を通じて傘下事業所への業況調査を毎

月実施するとともに、小売業については大規模小売店舗の売上動向調査や新居浜商店街連盟

を通じた傘下事業所への業況調査を毎月実施する。 

     

(4)ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測システム） 
   製造業、建設業、卸売業、サービス業の５業種を対象に毎月実施する。 
 
 [調査する項目] 

売上高、採算、仕入単価、従業員数、業況、資金繰り等の調査 

 

 (5)全国企業短期経済観測調査（日銀短観）、愛媛県地域金融経済概況等の活用 
   新居浜地域以外の広域的な情報による景気動向を把握するため、日本銀行が作成している

全国企業短期経済観測調査や愛媛県地域金融経済概況等を比較資料として情報収集を行い、

広域的な情報による景気動向の把握に努め、小規模事業者の支援に役立てる。 

 

 (6)内閣府の各種調査結果の活用 
新居浜地域以外の広域的な情報による景気動向を把握するため、内閣府が作成している消

費動向調査や景気ウォッチャー調査等を比較資料として情報収集を行い、広域的な情報によ

る景気動向の把握に努め、小規模事業者の支援に役立てる。 
 

 (7)中小企業基盤整備機構の景況調査結果の活用 
新居浜地域以外の広域的な情報による景気動向を把握するため、中小企業基盤整備機構が

作成している中小企業景況調査を比較資料として情報収集を行い、広域的な情報による景気

動向の把握に努め、小規模事業者の支援に役立てる。 

 

 (8)経済レポート専門ニュースサイトの活用 
   新居浜地域以外の広域的な情報による景気動向を把握するため、経済レポート専門ニュー

スサイトを活用した情報収集を行い、広域的な情報による景気動向の把握に努め、小規模事

業者の支援に役立てる。 

   

(9)調査結果の活用方法 
各種調査結果を基に経営指導に利用できる分析資料を作成し、職員全員で認識の共有化を

図り、金融相談や経営改善相談での個社支援（経営分析、事業計画策定、実施支援等）の際

に役立てていくほか、巡回訪問時の情報提供にも活用していく。 

また、業種・業態ごとの課題・ニーズに対しては、当商工会議所内の各部会の協議を経て、

必要に応じて新居浜市等への要望活動を実施し、地域レベル・業種レベルでの課題解決へと

つなげていく。 

 

【目 標】 
  小規模事業者にとっては日々の事業活動で精一杯であり、人的資源も脆弱であることから、



- 5 - 
 

内部・外部環境や商品・サービスの調査を行うなど、自社を取り巻く経営環境を見回すよう

な時間が取れないという状況にある。また、これまで当商工会議所では経済情勢、各種デー

タなど様々な情報を収集できる立場にあったものの、それらを適確かつタイムリーに提供で

きる仕組みとして、毎月発行の会報、ホームページ、メルマガなど不特定多数の事業所に対

し広く情報提供するにとどまっていた。そこで、平成２７年度からは、従来から開催してい

た各種セミナーの内容を見直し、課題解決型セミナーとして位置付け、セミナー終了後に記

入していただくアンケートの内容についても、具体的な課題・ニーズが抽出されるように設

問内容の見直しを行うとともに、セミナー終了後に必ずフォローができることを目的に、事

業所名、連絡先等についても記載していただくよう対応している。 

今後は、課題・ニーズを抱える小規模事業者に迅速かつタイムリーに把握した各種調査結果

など課題解決に繋がる各種情報について、小規模事業者に対し実訪などによる効率的な情報提

供を行い、地域内小規模事業者の持続的発展に繋がる事業計画策定、実施支援等の伴走型支援

の実施へとつなげていく。 

 

 

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に向け、上記１の地域の経済動向調査結果を活用するとともに、

全職員による巡回・窓口相談、金融相談、企業経営の各段階に応じた各種セミナーの開催等を

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、地域・全国の需要動向を踏まえた経

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。 

また、専門的な課題等については、愛媛県中小企業診断士協会、地域金融機関、(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等のコーディネーターと連携し、

小規模事業者の抱える経営課題の解決に向けてより丁寧にサポートする。 

 

【事業内容・実施方法】 

(1)対象者の掘り起し 

 ①経営指導員等による対象者の掘り起し 
職員１２名がそれぞれ１２地区を担当し、全員体制でマル経融資・新居浜市中小企業融

資制度の調査や、窓口相談（税務・労務・経営相談等）、巡回による面談ヒアリング等を

通じて、より深く事業所とのパイプを構築しながら、経営課題を抱える小規模事業者の掘

り起しを行うとともに、売上高、採算、業況、仕入単価、従業員数、経営課題、訪問先企

業の強み・弱み等の把握を行う。 

 

②セミナー開催等による対象者の掘り起し 
企業経営の各段階に応じた課題解決型のセミナー等の開催やセミナー後に記入してい

ただく記名式のアンケート調査や個別相談を通じて、経営課題を抱える小規模事業者の掘

り起しを行い、参加小規模事業者の経営課題の把握を行っていく。 

 

[アンケート調査の項目] 

 事業様式（個人・法人）、記入者名（氏名・役職・年齢）、事業内容（業種・取扱商品）、

    国内（地方経済）の状況、今後の仕事の考え方・進め方、もっとも関心のあるテーマ（税

制（法人関係、中小企業関係、事業承継、金融・証券、消費税、税務調査）、金融行政、企

業経営サポート制度、地域、商業、物流、産業サポート制度）、近年の悩み事（経営課題等）、

    国の各種施策（助成制度等）の利用の有無、販路拡大補助金の活用希望、後継者など 
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(2)経営指導員等による経営分析の実施 
上記(1)の①、②により対象者をリストアップした後、地区担当者がヒアリング・面談等

を通じて経営分析を行う。 

 

  [分析の手法] 

    具体的な経営分析を実施するために、事業者に確定申告書および決算書を提出していた

だき、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、商品の売上構成・収益

状況等の財務分析を行うとともに、事業所の沿革や経営者の略歴、組織体制、技術・技能

（ノウハウ）、主要販売先・仕入先、取扱商品・サービス等の強み・弱み、後継者の有無

の内部環境分析を行う。また、地域及び全国の経済動向や需要動向等の調査結果等を基に

した機会・脅威の外部環境分析を行い、クロスＳＷＯＴ分析を通じて、販売力や財務力等

について経営分析を行い、今後の事業の方向性について検討する。 

 

[分析を行う項目] 

  財務分析（定量分析）と数値の背景にある数値を離れた経営活動の広義の経営分析（定性
分析）の２つの分析手法を活用する。 

①財務分析（定量分析：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） 

収益性、成長性、生産性、安定性について分析を行う。 

②広義の分析（定性分析：ヒアリングにより実施） 

各事業所の沿革や経営者の略歴・考え方・能力などの事業所概要のほか、組織体制、

技術・技能（ノウハウ）、市場環境の動向等について分析を行う。 

 

(3)専門家等との連携による経営分析の実施 
専門的な課題等については、必要に応じて中小企業診断士や税理士等の専門家および支援

機関等と連携し、地区担当職員同席のもと総合的な企業診断・経営分析を行う。 

 

(4)職員間での情報の共有化 
以上(1)～(3)の分析結果を全職員で情報共有できるよう報告書等を作成し、経営分析スキ

ルの均一化を図る。 

 

【目 標】 
 巡回訪問は、現状では、まだ顔つなぎ程度の関係しか構築されていない事業所が多い。こ
のため、融資申込時および専門家派遣時にしか決算書を目にする機会がないのが現状である。

 このことを踏まえ、平成２７年度からは、各種セミナーを課題解決型セミナーに改変し、セ

ミナー後に記入していただくアンケートについても必ずフォローができるように各事業所が

持つ課題等を記名式で記載していただくように変更した。したがって、平成２７年度以降は、

より踏み込んだ内容の濃い巡回訪問・面談・課題解決型のセミナー等を行い、事業所との深い

関係性の構築を図るとともに、ヒアリングシートや記名式のアンケート調査票を活用し、小規

模事業者の経営状況の把握を行っていく。 

経営状況の把握にあたっては、提出いただいた決算書を活用するとともに、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ヒアリングを行い、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(創業者含む)の経営分析を５年間で３５０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、次表のとおりである。 

なお、経営状況の分析における目標数の設定については、地域内の小規模事業者の持続的発
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展のために実現可能な事業計画の策定支援に向け、１社１社に手厚い支援を実施するため（１

社につき２回以上）、当商工会議所の職員数および現状での資質を勘案し導き出したものであ

る。本経営発達支援計画の事業期間である５か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。 
 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問 
延べ回数 2,278 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280

事業所数 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355

窓口相談 
延べ回数 1,998 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

事業所数 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113

融資斡旋・推薦事業者数 200 200 200 200 200 200

セミナー開催回数 13 13 13 13 13 13

・経営一般 5 4 4 4 4 4

・経営計画 2 2 2 2 2 2

・経営革新 0 1 1 1 1 1

・情報化 1 1 1 1 1 1

・販路拡大 5 5 5 5 5 5

経営分析事業者数 70 70 70 70 70 70

専門家との連携延回数 76 76 76 76 76 76

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
事業計画は、経営の根幹をなすものであり、融資や補助金の申請等のほか、応用範囲も広く、

日頃からしっかりとした事業計画を立て実行していくことが求められている。しかしながら、

現実は、経営者の頭の中で漠然と考えている、いわゆる「どんぶり経営」「成り行き経営」で

ある小規模事業者が多い。 

したがって、上記２の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とともに、上

記１の経済動向調査の結果や下記５の需要動向調査の結果等を踏まえ、小規模事業者に事業計

画の必要性ならびに自社の経営環境への理解を促しながら、地域の支援機関、地元金融機関等

とも連携し、課題解決に向けた事業計画策定を伴走型支援することによって、小規模事業者の

持続的発展を図る。 

 

（１）既存小規模事業者に対する事業計画策定支援 

【事業内容・実施方法】 

①事業計画の策定に向けた対象者の掘り起し 
経営状況の分析を行った小規模事業者や事業計画作成セミナーおよび個別相談会を開催

することより、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
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②経営状況の分析を踏まえた事業計画策定支援 
事業計画策定を目指す小規模事業者のほか、小規模事業者持続化補助金等の申請時に事業

計画の策定支援を行う。また、資金需要がある場合には、必要に応じて「小規模事業者経営

発達支援資金」を勧奨し、事業計画の策定支援を行う。 

  事業計画策定にあたっては、自社の経営資源の再認識や事業計画の問題点を抽出しなが

ら、有効かつ実行可能な事業計画策定に向けた支援を行う。 

 
[事業計画策定支援の手法] 

   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

るのかの仕組み作りを行い、有効かつ実行可能な事業計画策定に向けた支援を行う。 
 

③専門家等との連携 
事業計画の作成にあたっては、専門的な知識を有し、小規模事業者を指導・育成する立場

にある金融機関と士業との連携による情報の共有化を進めることで、効率的な経営分析（定

量・定性分析）および事業計画策定支援を実施する。また、ミラサポは、各種手続き等を簡

素化した秀逸なシステムであるが、小規模事業者からは企業登録の方法が分からないなどの

声も聞かれるため、経営指導員等が登録手続きを支援するとともに、小規模事業者の経営課

題に応じた専門家（中小企業診断士・税理士等）を選定し、専門家には派遣登録とは別に経

営状況等を事前報告することによって濃密な相談環境を整える。 
 

④経営革新・事業承継支援 
さらなる経営発展を目指す小規模事業者に対しては、必要に応じて専門的な知見を有する

専門家と連携するとともに、経営革新に関するセミナーの開催を新たに検討し、経営革新計

画の策定を支援する。また、事業承継については、愛媛県事業引継ぎ支援センターと連携す

ることで、事業の存続に関する相談・円滑な事業承継を支援する。 

 

【目 標】 
  当商工会議所では、これまで施策の普及ならびに金融・税務等についての支援が中心であ
ったが、平成２７年度から課題解決型のセミナーの開催や売上増加に主眼を置く各種支援に

切り替えているところである。したがって、本経営発達支援計画に基づき、売上の増加に重

点を置く支援を強化し、小規模事業者(創業者含む)の事業計画策定を５年間で２００件実施

することを目指すとともに、中・長期に亘り伴走型支援を実施する。 

また、当商工会議所では、平成２２年度まで経営革新塾を開催していたが、現在は開催して

いない。このため、経営革新に関するセミナーや相談会等の開催を新たに検討する。経営革新

支援は、５年間で１５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、次

表のとおりである。 

なお、既存小規模事業者に対する事業計画策定支援における目標数の設定については、地域

内の小規模事業者１社１社に手厚い支援を行い（１社につき４回以上）、有効かつ実現可能な

事業計画の策定支援を実施するために、当商工会議所の職員数および現状での資質を勘案し導

き出したものである。本経営発達支援計画の事業期間である５か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。 
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支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画作成支援セミナー

（経営革新含む）開催回数 
2 2 2 2 2 2

個別相談会開催回数 1 2 2 2 2 2

事業計画策定事業者数 40 40 40 40 40 40

経営革新支援者数 3 5 5 5 5 5

経営革新計画認定数 1 3 3 3 3 3

 

（２）創業者（予定者）に対する支援 
  当商工会議所では、創業予備軍から創業間近の方、創業間もない方等を対象に平成２１年
度まで創業塾を実施するとともに、個別支援として資金相談や創業計画書の作成支援を日本

政策金融公庫や地域金融機関等と連携し行ってきた。 

そのようななか、地域における創業者（創業前～創業後）のニーズや各々のステージに応じ

たクオリティの高いサポートをするため、新居浜市、日本政策金融公庫新居浜支店、(公財)

えひめ東予産業創造センターと連携し、創業分野での踏み込んだ連携を行う「にいはま創業コ

ンシェルジュ」を平成２６年度からスタートさせ、創業支援を行っているところである。創業

後も各ステージに応じた金融サポートや専門家との連携による経営相談等を行うことにより、

今後も伴走型の支援を実施する。 

 

【事業内容・実施方法】 

 ①個別創業相談・創業計画書の策定支援 
個別創業相談を通じて創業希望者の知識向上を図るとともに、当商工会議所による創業計

画策定支援や金融機関への創業資金申込み支援を行う。 

 

  [支援方法] 

当商工会議所の経営指導員のほか、専門的な知識を有し、小規模事業者を指導・育成す

る立場にある金融機関と士業との連携による情報の共有化を進めることで、効果的・効率

的な経営分析および事業計画策定支援を実施する。 

 

②補助金の活用及び中心市街地での創業支援 
空き店舗情報、新居浜市中小企業振興条例による新規出店時に対する家賃補助や店舗改装

費補助等の情報を提供し、中心商店街での創業に向けた支援を実施する。 

 

【目 標】 
産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援事

業者と連携して策定する「創業支援事業計画」について、平成２７年５月に新居浜市が認定さ

れた。したがって、これまで以上に新居浜市や日本政策金融公庫新居浜支店、(公財)えひめ東

予産業創造センター等の支援機関との連携を密にするとともに、経営指導員等によるきめ細や

かな支援を実施し、必要に応じて専門的な知識を有する専門家と連携した支援を行うことで、

創業支援数を５年間で１００件、創業数３５件（３５％）を目指す。 

なお、創業者（予定者）に対する支援における目標数の設定については、創業者自身の生活

および人生がかかっているため、より慎重な支援が必要と考えている。このため、１人１人に
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手厚い支援を行い（１人につき４回以上）、有効かつ実現可能な創業計画の策定支援を実施す

るために、当商工会議所の職員数および現状での資質を勘案し導き出したものであるが、諸条

件により創業に至らなかった相談者へも必要に応じてフォローアップを行い、創業者数の増加

に努める。 
 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業支援者数 15 20 20 20 20 20

創業者数 6 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、ＰＤＣＡサイクルを前提として、必要に応じて３か月以内に１回以上の

巡回訪問を実施し、進捗状況の確認を行うとともに、最新の経済動向や需要動向に基づく必要

な指導・助言を行う。専門的な分野については、愛媛県中小企業診断士協会、地域金融機関、

(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等のコーディネータ

ーと連携し、目標達成に向けた各種制度等の活用のバックアップと各種専門家派遣事業を通じ

たアドバイスを行う。 

また、新たに当商工会議所の金融・専門部会主催により、市内事業所に対する経営支援の一

環として、金融機関や各士業、生保・損保会社等の連携による、幅広いネットワークを活用し

たトータルサポート無料相談会（仮称）の開催等を検討する。 

 

（１）既存小規模事業者に対する実施支援 

【事業内容・実施方法】 

 ①巡回による実施支援 
必要に応じて３カ月以内に１回巡回訪問し、進捗状況の確認を行い、常にＰＤＣＡサイク

ルを念頭に置いた必要な指導・助言を行うほか、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。 

 

 ②資金需要に応える実施支援（小規模事業者向け融資の強化） 
事業計画策定後、資金調達が必要な場合は、従来の「小規模事業者経営改善資金」などの

融資制度の活用を検討するほか、「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。 

 

③商工会議所が実施する各種事業への参加による実施支援 
   異業種交流会である「にいはま６：３０倶楽部」や「プレスリリース支援サービス事業」、

「ホームページ自動作成サービスあかがね」などを活用し、新たな販路開拓等による実施支

援を行う。 

   また、新たに当商工会議所の金融・専門部会主催により、市内事業所に対する経営支援の

一環として、金融機関や各士業、生保・損保会社等の連携による、幅広いネットワークを活

用したトータルサポート無料相談会（仮称）の開催等を検討し、小規模事業者の持続的発展

に向けた各種専門相談をワンストップで実施する。 

 

④専門家等との連携による実施支援 
   より具体的な計画推進に関する支援については、必要に応じ、専門家（販路開拓・販売促
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進等）を派遣し、目標達成に向けた各種制度等の活用のバックアップと各種専門家派遣事業

を通じたアドバイスを行うなど、効果的な事業実施に向けた支援を行う。 

 

【目 標】 
   実施支援については、小規模事業者に「意識改革」と「行動」を促しながら、必要な助言・

支援を行うことにより、当市の小規模事業者の持続的発展につなげる。これまでの支援内容

及び今後の目標数は、次表のとおりである。 

既存小規模事業者の事業計画策定後の実施支援における目標数の設定については、地域内

の小規模事業者１社１社に手厚い支援を実施するため、当商工会議所の職員数および現状で

の資質を勘案し導き出したものである。本経営発達支援計画の事業期間である５か年を通じ

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。 
 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

既存小規模事業者への 

フォローアップ件数 
43 45 45 45 45 45

 

（２）創業者に対する実施支援 

【事業内容・実施方法】 

 ①巡回による実施支援 
必要に応じて３カ月以内に１回巡回訪問し、進捗状況の確認を行い、常にＰＤＣＡサイク

ルを念頭に置いた必要な指導・助言を行うほか、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。 

 

②資金需要に応える実施支援 
事業計画策定後、資金調達が必要な場合は、従来の「小規模事業者経営改善資金」などの

融資制度の活用を検討するほか、「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。 

 

③商工会議所が実施する各種事業への参加 
新規会員交流会や異業種交流会である「にいはま６：３０倶楽部」などを活用した先輩経

営者等との意見交換会や、「プレスリリース支援サービス事業」、「ホームページ自動作成サ

ービスあかがね」、「税務相談」などを重点的に行い、伴走型の支援を行う。 

 

④専門家等との連携 
より具体的な計画推進に関する支援については、必要に応じて、専門家（販路開拓・販売

促進等）を派遣し、効果的な事業実施に向けた支援を行う。 

 

【目 標】 
創業後１年以内に廃業するケースは３０％～４０％とも言われ、３年以内で７０％、１０年

以内で９３％と言われている。このような現状を解消するため、早期の経営基盤の確立に向け

て、商工会議所が実施する様々な事業をこれまで以上に周知し、経営力の強化に向けた伴走型

の総合支援を行うことにより、廃業者の低減につなげるとともに、将来的には経営革新計画の

認定を目指せる事業者へ発展させる。これまでの支援内容及び今後の目標数は、次表のとおり

である。 
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創業者に対する実施支援における目標数の設定については、当商工会議所の職員数および現

状での資質を勘案し、創業者１人１人に手厚い支援を実施するため導き出したものであるが、

諸条件により創業に至らなかった相談者へも必要に応じてフォローアップを行い、創業者数の

増加に努め、本経営発達支援計画の事業期間である５か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む。 
 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業者への 

フォローアップ件数 
6 7 7 7 7 7

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
上記２の経営状況の分析および上記３の事業計画策定支援において効果的な情報提供を行

うとともに、上記４の事業計画策定後の実施支援ならびに下記６の新たな需要の開拓に寄与す

る事業を効果的に実施するため、上記１の地域経済動向調査で作成したデータや製品・商品・

サービスに関連するシンクタンク等の調査結果や行政の各種統計調査等を活用し、業種・業態

特性に応じた情報を提供するとともに、外部支援機関や専門家等とも連携することによって、

現状の需要動向や将来を見据えた需要動向を踏まえた助言・指導を行う。 

 

【事業内容・実施方法】 

 (1)地域の需要動向調査に関すること 
   当市の基幹産業である製造業の需要動向については、当市経済の根幹をなす住友４社（住

友金属鉱山㈱別子事業所、住友化学㈱愛媛工場、住友重機械工業㈱愛媛製造所、住友共同電

力㈱）への経済情勢調査を毎月実施することにより、需要動向を把握する。 

   また、商業・サービス業等の需要動向については、新居浜市等の統計調査（人口・世帯数

の推移・建築確認数・消費動向調査等）や愛媛県内のシンクタンク等の調査結果を活用する。

 

 (2)地域外の需要動向調査に関すること 
消費者の多様なニーズと新商品開発等の最新動向をいち早く収集していくため、各業界新

聞や商工サービス業の動向を掲載している業界紙、シンクタンクや行政の各種統計（家計調

査報告、全国消費実態調査等）、日経ＰＯＳサービス等によるヒット商品の売上ランキング

や全国企業の新商品情報、成長産業の動向等の調査結果を活用する。情報の収集にあたって

は、経営指導員等が交代制で行う。 
 

 (3)外部支援機関や専門家等との連携 
   必要に応じて、外部支援機関や専門家等と連携し、現状の需要動向を把握するとともに将

来を見据えた需要動向を踏まえた助言・指導を行う。 

 

以上のことから、小規模事業者の新たな販路開拓等に役立つ需要動向の収集と分析を行い、

小規模事業者の相談内容に応じた情報を提供する。 

 

【目 標】 
小規模事業者にとっては日々の事業活動で精一杯であり、人的資源も脆弱であることから、

外部環境や商品・サービスの調査を行うなど、自社を取り巻く経営環境を見回すような時間が
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取れないという状況にある。また、これまで当商工会議所では経済情勢、需要動向に係る各種

データなど様々な情報を収集できる立場にあったものの、それらを適確かつタイムリーに提供

できる仕組みとして、毎月発行の会報、ホームページ、メルマガなど不特定多数の事業所に対

し広く情報提供するにとどまっていた。 

今後は、上記１の経済動向調査結果や業界新聞・業界紙、インターネット等を活用しながら、

商品・サービスの需要動向を適確に収集し、収集した結果は、見出しインデックスを作成し、

情報を所内で共有することで、課題・ニーズを抱える小規模事業者の経営状況の分析時、事業

計画策定時に迅速かつタイムリーに情報提供するとともに、策定した事業計画を見直す際にも

最新の情報を提供することで、常にＰＤＣＡサイクルを念頭に置いた支援を実行する。 

 

 

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】 
地域における優良な産品を「新居浜の逸品」として認定し、これを広く宣伝するとともに、

新たにインターネットを活用した販路拡大事業を実施することにより、小規模事業者の販路開

拓を支援し、異業種交流会等も活用することによって地域経済の活性化につなげる。 

  また、基幹産業である「ものづくり産業」については、愛媛県が実施する「愛媛ものづくり

企業『スゴ技』データベース」への登録促進や、新居浜市が実施する「新居浜ものづくりブラ

ンド」の認定に向けた支援を行い、チーム愛媛・チーム新居浜として各種展示会・商談会への

出展支援を行うとともに、愛媛県知事・新居浜市長によるトップセールスも活用することによ

って認知度の向上、販路拡大を図る。 

 

【事業内容・実施方法】 

(1)新居浜の逸品事業による販売会・商談会の実施 
新居浜の逸品認定企業を対象に、地産地消を促進させるため市内量販店での「新居浜の

逸品フェア」を年１回開催するとともに、新居浜市と連携し、全国「にいはま倶楽部」（※）

の会員及び関東愛媛県人会・関西愛媛県人会に対して逸品商品のＰＲを行う。また、新居

浜市の陸の玄関口であるＪＲ新居浜駅東側に建設された「新居浜市総合文化施設」におい

て新居浜の逸品を新たに販売することにより、新居浜市を訪れる観光客・出張客等に対し

逸品商品の販路拡大および認知度向上につなげる。さらには、新居浜物産協会と連携し、

都市圏での販路拡大をはかるために、東京・大阪において「ふるさとブランドフェア」を

年２回開催し、新居浜の逸品認定企業及び新居浜物産協会の加盟企業の販路拡大・認知度

向上につなげる。 

 

 

 

 

 

(2)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 
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

当商工会議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AKAGANE 

PRESS」を推進し（平成２６年１２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。 

 

 

（※）全国「にいはま倶楽部」は、全国各地で活躍されている新居浜市出身者や、かつて 
仕事等で来新されていた方、住んだことがなくても新居浜市の発展を願われる方々 
とのネットワークを目的に設置された「新居浜市の応援団」で、現在約４８０名が 
登録されている。 
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(3)にいはま６：３０倶楽部などの異業種交流会の開催 
にいはま６：３０倶楽部などの異業種交流会を５年間で１０回開催する。開催に当たっ

ては、参加申込書に自社の課題やニーズ、要望等を記載していただくとともに、新製品・

新商品等を展示することにより、参加企業の技術・技能・商品力をＰＲする。また、創業

者（予定者含む）等にも積極的な参加を呼びかけ、人脈づくりや自社商品・サービス等の

ＰＲを行っていただくことで、持続的な経営につなげる。 

 

(4)インターネットを活用した販路拡大事業 
消費者ニーズの多様化に対応するため、ＩＣＴを活用した情報の発信、新規顧客の拡大、

ネット通販などについての勉強会を開催する。また、ネット活用・ネットショップ運営に係

る小規模事業者の課題である「時間がない」「投資資金がない」「人材・スキルがない」とい

う課題や地域産品の持つ「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

う課題を解決するため、当商工会議所の新規事業として横須賀商工会議所が運営する「ギフ

ト専門ネットショップ」と連携し、地域で愛される商品の付加価値を高め、インターネット

でギフト商品として販売する。「売れるギフト化」支援を行うことにより、小規模事業者に

とって少ないコストで全国に向けた販路拡大につなげる。さらには、全国の商工会議所・商

工会が共同運営する商取引サイト「ザ・ビジネスモール」への登録促進を図り、ＢtoＢでの

販路拡大および認知度の向上につなげる。 

 

(5)ものづくり産業の展示会出展支援 
愛媛県では、県内企業が有する優れた技術や製品を認定する「愛媛ものづくり企業『ス

ゴ技』データベース」を実施し、新居浜市では、新居浜から創出される優れた製品・技術

に対してブランド認定を実施している。両事業の認定企業を中心に、(公財)えひめ東予産

業創造センターが窓口となり、関西機械要素技術展やインターネプコンジャパン等の各種

展示会に出展している。このため、当商工会議所では、行政や新居浜機械産業(協)、(公財)

えひめ東予産業創造センターと連携し、両事業への認定申請に向けた支援を行うことでブ

ランド力を高めるとともに、これまで行って来なかった各種展示会への出展支援を行う。

 

(6)海外への販路開拓支援 
  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等につなげ

る。 

 

【目 標】 
当地域の製造業、流通業、サービス業をはじめと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、次表のとおりである。 
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項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

新居浜の逸品事業による 

販売会・商談会開催回数 
3 3 3 3 3 3

プレスリリース支援事業に

よる販路開拓・広報活動 
4 6 6 6 6 6

にいはま６：３０倶楽部等 

異業種交流会開催回数 
2 2 2 2 2 2

販路拡大等セミナー実施 

回数 
5 5 5 5 5 5

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

ギフト専門ネットショップ

出店支援者数 
未実施 5 5 5 5 5

「ものづくり企業」展示会 

出展支援者数 
未実施 2 2 2 2 2

海外への現地視察・商談会 

出展支援者数 
3 3 3 3 3 3
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経営発達支援事業の連動性【指針①～④】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

創業者(予定者) 

新居浜商工会議所 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

●小規模事業者のヒアリング調査 
●当所各部会へのアンケート調査 
●ＬＯＢＯ調査 
●行政等の景況調査 
●中小機構の景況調査 など 

情報提供 

２．経営状況の分析【指針①】 

●経済動向調査等に基づき、強み・弱みの内部
環境分析を行うとともに、機会・脅威の外部
環境分析を行い、クロスＳＷＯＴ分析を通じ
て、今後の事業の方向性について検討 

３．事業計画の策定支援【指針②】 

●自社の強みを活かし、需要を見据えた事業計
画(創業計画・経営革新計画含む)の策定支援

情報提供 

強み・弱み
等の分析 
 
事業戦略
の検討 

策定支援 

６．新たな需要の開拓【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 
●異業種交流会の開催 
●インターネットツールの活用 

●販売会・展示会等への参加 
●プレスリリース支援事業
の活用 
●異業種交流会への参加 
●インターネットツールの
活用 

販路開拓

支援 

小規模事業者の持続的発展・地域経済の活性化 

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 

５．需要動向調査の活用【指針③】 

●小規模事業者が提供する商品サービスの需
要動向について調査・分析した結果の活用 

４．策定した事業計画の実施支援【指針②】

●策定した事業計画の実施支援 

自治体・他支援機関 連 携 

 商工会議所と連携した支援 

●持続的発展を目指した 
事業計画書の作成 
●持続的発展を目指した 
創業計画書の作成 
●持続的発展を目指した 
経営革新計画書の作成 

●策定した各種事業計画 
の実行 

５．需要動向調査の活用【指針③】 

●小規模事業者が提供する商品サービスの需
要動向について調査・分析した結果の活用 

５．需要動向調査の活用【指針③】 

●小規模事業者が提供する商品サービスの需
要動向について調査・分析した結果の活用 
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Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 
新居浜市は、別子銅山の存在抜きには語ることができない。現在の中心市街地は、約３００

年前の１７０２年に別子銅山の粗銅を大阪や長崎を経由してオランダ、清国へ出荷するための

「口屋新居浜分店」が開かれたことを契機に、新居浜市経済文化の原点として発展してきた。

しかしながら、中心商店街として位置付けられる昭和通り・登り道の商店街においては、小売

業・卸売業の店舗数や商品販売額は減少傾向にあり、モータリゼーションの進展や大規模小売

店舗の郊外への出店、人口の郊外分散化等の複合的な要因により衰退傾向が続いている。なか

でも、昭和通り、登り道の両商店街の交差地であり、中心ポイントにあたる銀ビル・銀泉街地

区については、昭和３０年代初期に、市民の娯楽設備を完備したモデル商店街開発として公

園・映画館の設置とともに、放射同心円状の街路をもつ形で建設されたが、半世紀以上経過し

たことに伴い、建物の老朽化が著しく、営業店舗も殆どなくなっており、その再生が急務とな

っている。このことから、当商工会議所では、新居浜市、新居浜商店街連盟と連携し、「新居

浜市まちづくり協議会」を開催し、今後の中心市街地及び地域経済活性化の方向性を検討して

いるところである。 

また、新居浜市は、全国に誇れる地域資源として別子銅山発展の過程で残されてきた近代化

産業遺産群を有する。近年、「東洋のマチュピチュ」と呼ばれる別子銅山の東平エリアはその

一つであり、同エリアを中心として近代化産業遺産の歴史と魅力を体感していただくこともで

きるほか、四国三大祭の一つとして位置付けられる新居浜太鼓祭りなどの観光資源も有してい

る。したがって、新居浜のよさを再発見する機会を市民に提供するほか、ふるさとを愛する心

やふるさとへの誇りが持てる児童・生徒の育成等を促進し、新居浜の魅力を情報発信すること

を目的とした「とっておきの新居浜検定」を実施するとともに、新居浜を訪れる観光客に対し

て、心地よいおもてなしをすることができる観光ガイドの育成や観光客と直に接する方向けの

接遇マナーの向上に資する研修を実施し、観光振興の一翼を担う人材の育成を図るなど、交流

人口を拡大することにより、地域経済活性化を図る。 

  

【事業内容】 

(1)新居浜市中心市街地再生調査事業の実施及び新居浜市まちづくり協議会の開催 
現在、国の補助金を活用し、平成２７年１２月までを事業期間として「新居浜市中心市街

地再生調査事業」を実施している。その調査結果を踏まえ、当商工会議所、新居浜市、新居

浜商店街連盟で構成する「新居浜市まちづくり協議会」を５年間で計３０回行い、会議にお

いて、新居浜市商業振興センターの市場化及び周辺地域の再開発等を議論し、中心市街地を

中心とした地域経済の活性化の方向性について検討する。 

 

 (2)とっておき新居浜検定・新居浜ものしり検定の実施 
新居浜のよさを再発見する機会を市民に提供し、誇れる郷土愛を醸成するとともに、新居

浜を訪れる観光客に対して、ホスピタリティー溢れる人材を育成することを目的として「と

っておきの新居浜検定（初級・中級）」を年１回実施するとともに、新居浜の歴史・文化の継

承者育成と郷土を愛する児童・生徒の育成を目的に、新居浜市教育委員会と連携し、市内小

学６年生全員を対象とした「新居浜ものしり検定」を年１回実施する。また、「新居浜もの

しり検定合格者」には、「新居浜ものしり博士」として認定するとともに、「とっておきの新

居浜検定」合格者等の中から実際に観光ガイドとして活躍していただくことを目的に、新居

浜観光ガイドの会と連携し、「新居浜観光ガイド養成講座」を実施する。 

 

 (3)おもてなし接遇研修の実施 
タクシー乗務員等の接客マナーの向上を図るとともに、本市を訪れる観光客に新居浜市に
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対するイメージアップを図るため、観光客と直に接するタクシー乗務員およびホテル・飲食

店従業員等を対象に、「おもてなしの心」を表現する接遇研修を実施する。 

 

(4)イベントにおけるニーズ・要望調査にもとづく地域経済の活性化の検討 
新居浜太鼓祭りや花火大会など各種イベントにおいてアンケートを実施し、飲食店・宿泊

施設の利用実態およびニーズや要望を調査した。したがって、調査結果をもとに、新居浜市

の観光資源の課題や認知度向上のための効果的なＰＲ方法を検討するとともに、宿泊・飲食

部門の課題について関係者と協議し、特に祭り期間中の交流人口の拡大を目指す。 

 

【目 標】 
上記(1)～(4)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、新居浜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。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、

次表のとおりである。 
 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

新居浜市まちづくり協議会の

開催回数 
12 6 6 6 6 6

とっておきの新居浜検定、新居

浜ものしり検定実施回数 
3 3 3 3 3 3

初級検定申込者数 110 100 100 100 100 100

中級検定申込者数 10 10 10 10 10 10

新居浜ものしり検定申込者数 1,075 1,128 1,062 1,041 1,012 1,117

新居浜観光ガイド養成講座 

開催回数 
1 1 1 1 1 1

おもてなし接遇研修の実施 

回数 
未実施 2 2 2 2 2

  ※新居浜ものしり検定の申込者数は、平成２６年５月１日現在の新居浜市の小学生数を基
に算出したものである。 

 

 

 

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 

 (1)「チームえびす」による連携 
   チームえびすは、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、(公

財)えひめ産業振興財団を事務局とし、年２回程度、支援機関連絡会議が開催されている。

内容は次のとおりであり、情報交換や勉強会などを実施している。 

   ①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などについて 

   ②地域動向や小規模事業者への支援ノウハウ、施策の活用方法等について 

    

「チームえびす」と連携することにより、当商工会議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を実施するとと

もに、支援ノウハウの習得につなげ、当商工会議所の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。 
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(2)愛媛県「東予地区商工会議所課長会」による連携 
   愛媛県東予地区商工会議所（４会議所）の課長が年４回集まり、地域の取り組みや課題な

どについて情報交換を行う。また、日本政策金融公庫新居浜支店の融資課長も同席し、同公

庫との情報共有も図っている。他商工会議所の取り組みや課題解決に向けたノウハウを情報

共有することによって、当商工会議所の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。 

 

(3)「四国商工会議所中小企業相談所長会議」による連携 
   年１回、四国ブロック内の中小企業相談所長会議において、小規模事業者の有効な支援手

法などに関する情報交換や勉強会を行う。四国ブロック内の他商工会議所が実施している事

業や支援体制、支援方法について情報を共有することで、当商工会議所で取り組む事業の幅

が広がるとともに、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。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
  今日のように厳しい経済情勢の下で、地域小規模事業者の経営力が向上していくためには、

小規模事業者自身の努力はもちろんであるが、それを地域で支える支援機関の変革、とりわけ

支援機関で支援を担当する人材力に依存する点は大きいと言われている。 

  そのような状況下において当商工会議所では、支援担当職員の支援力・資質向上について、

次のとおり取り組んでいく。 

 

(1)新居浜商工会議所の経営支援体制について 
   当商工会議所の職員数は事務局長以下１３名であり、地域小規模事業者に対する経営支援

については、融資から経営相談までワンストップで対応するため、平成２６年１０月１日か

ら市内を１２地区に分け、事務局長を除く１２名全員体制で対応している。１２地区に分け

ることにより、より踏み込んだ、よりきめ細やかな伴走型支援が可能となり、地域全体の底

上げを図ることが可能となる。また、職員全員で対応することにより、基本的な課題抽出力、

捌き力、つなぎ力を身につけることができ、結果的に均質な経営支援ノウハウを全員が身に

つけることができる。 

   しかしながら、現実的には１２地区に分け全員体制としてからまだ期間が短く、熟練した

経営指導員と支援経験の浅い職員との間には支援スキルの格差があり、地域小規模事業者に

対する不公平感のない一定の支援サービスの提供という点において課題を抱えているのが

現状である。 

   したがって、その点も考慮に入れ、当商工会議所においては、支援担当職員の資質向上、

ひいては新居浜商工会議所全体の支援力向上に向けて、次のとおり取り組みを進めていく。

 

 (2)資質向上、支援力向上の取り組みについて 

 【外部研修】 
   ①中小企業大学校研修への参加 

   従来、経営指導員のみ参加していた中小企業大学校研修に、補助員・記帳専任職員に
ついても計画的・段階的に参加し、経営指導員と同等の基本的な資質を習得していく。

また、経営指導員についても計画的に専門研修に参加し、支援スキルの向上を図る。

※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） 
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      ●専門研修 
 

   ②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 

    

③愛媛県商工会議所補助員研修会への参加 

対  象：補助員、記帳専任職員 

    開催回数：年間１回 

    

④日本商工会議所・中小企業基盤整備機構主催の創業支援など課題別職員研修への参加 

    

※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。 

 

  【内部研修】 
   内部研修については、次のような内容で年間計画を立て、計画的・段階的に実施していく。

   ①中小企業基盤整備機構四国本部との連携による支援機関支援研修 

     中小企業基盤整備機構の講師による資質向上、支援力向上を目的とした研修を実施す

る。地域小規模事業者に直に接する地域の支援機関として支援担当者が最初もしくは初

期の面談で事業者の抱える経営課題を抽出し、課題解決に向けた専門家とのマッチング

など、次のステップに進めるためには前捌き能力の向上が必要であり、現状で最も必要

なスキルである。当課題を解決していくために、中小企業基盤整備機構と連携し、特に

経験年数の浅い職員の資質向上を図る体系付けた支援担当者研修を実施する。 

     ≪研修内容≫ 

      ●経営課題発掘手法 

       ・商工会議所職員（経営指導員等）に求められる能力、役割について 

       ・経営課題を発掘するための支援ツールの活用について 

       ・経営課題を解決するための分析手法について 

       ・決算書から見る企業の分析手法について 

・支援方針、支援計画の策定について 

●創業後の企業支援のあり方（継続的な企業支援、伴走型支援） 

       ・創業支援後の対応について 

       ・支援、関与方法について 

       ・支援事例について 

●創業相談案件への対応 

       ・創業資金の調達 

       ・創業関連補助金 

●事業承継支援 

       ・事業承継の現状と課題 

       ・事業承継に関わる法制、税制 

       ・事業承継の失敗事例 

       ・事例研究 

●販路開拓支援のノウハウ等の知識習得 

      ●共済関係 など 
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   ②小規模事業者経営改善資金（マル経融資）での事前ヒアリングの実施 

     マル経融資の推薦審査にあたり、事前に内部ヒアリングを実施。担当者から案件内容

のプレゼンを実施する際に、支援経験の浅い職員が同席のもと実施し、案件事業所の事

業特性、強み、弱み、財務状況、収益性の精査など支援スキルの共有化と向上を図る。

 

   ③関係機関との連携による研修 

    ●日本政策金融公庫講師による研修 

    ●ハローワーク新居浜講師による研修 

    ●愛媛県信用保証協会講師による研修 など 

 

   ④属人的支援からの脱却 

     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。 

 

   ⑤信頼できる専門家との帯同支援による研修 

     当商工会議所として信頼できる専門家との帯同支援による支援ノウハウの実践研修

を行う。また、信頼できる専門家・金融機関等と連携することにより、当商工会議所に

おける地域小規模事業者に対する均質で一定の支援サービスの提供ができるように取

り組んでいく。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
  経営発達支援事業の円滑で効果的かつ継続的な取り組みにおいて、第三者の参画による外
部評価は極めて重要と考えている。当商工会議所においては、小規模事業者への効果的な支

援につなげるために、次のとおり外部評価委員による事業評価を毎年度実施し、評価・見直

し等を行う。見直し結果については、地域小規模事業者に対して公表し広く周知を図り、支

援力の向上につなげていく。 

 

 (1)事業評価委員について 
   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、次の２名に依頼し事業評価を実施する。 

   ①愛媛県中小企業診断士協会所属の中小企業診断士 

     主に、地域小規模事業者への経営支援の取り組み、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評価・見直し案の提示。 

   ②愛媛大学社会連携推進機構客員教授 

     主に、地域経済の活性化に資する取り組みについて評価・見直し案の提示。 

    

 (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。 

   ２月中旬 事業評価委員による評価 

        当該年度の事業の実施状況、成果に対する評価・見直し案の提示を行う。 
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   ３月上旬 当商工会議所の執行機関である正副会頭会への報告、見直しの方針決定 

        事業の成果・評価・見直し結果について報告し、評価・見直しの方針を決定す

る。 

 

   ３月下旬 当商工会議所の意思決定機関である常議員会・通常議員総会への報告・承認 

        事業の成果・評価・見直し結果について報告し、承認を受ける。 

 

   ４月上旬 事業の成果・評価・見直し結果について公表 

        当商工会議所会報、ホームページ、メルマガのほか、所内に閲覧用冊子を備え

付け、地域小規模事業者に対して計画期間中広く公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２７年９月現在）

１．組織体制 

(１)新居浜商工会議所組織図 
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（２）事務局組織図 

 

 
 

（３）事務局人員 
①全職員数：１８名（臨時職員・ジョブカード推進員含む） 

②正規職員：１３名 

事務局長１名、主席経営指導員１名、主任経営指導員２名、経営指導員２名、

補助員２名、記帳専任職員２名、事務職員３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１２地区に分け、事務局長を除く事務局職員１２名の担当地区

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、事務局職員全員の総力

を挙げてワンストップで実施する。 

 

 

２．連絡先 
  新居浜商工会議所 産業振興部 経営支援課 
   住   所：愛媛県新居浜市一宮町二丁目４番８号 

   電 話 番 号：(０８９７)３３－５５８１ 

   ＦＡＸ番号：(０８９７)３３－５６０９ 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.niicci.or.jp 

   Ｅ - m a i l：info@niicci.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） 

 ２７年度 

(２７年４月

以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 83,715 83,715 83,715 83,715 83,715

 

小規模事業者

特別会計事業

費 
(人件費) 
(指導事業費) 

(小規模事業施策

普及費) 

(若手後継者等育

成事業費) 

(零細指導事業

費) 

 

 

一般会計事業

費 
(事業費） 

(消費税転嫁対策

事業費) 

(経営計画作成事

業費) 

 

66,290 

 

 
(57,200) 

(7,520) 

(100) 

 

(1,200) 
 

(270) 

 

 

 

17,425 
 

(15,825) 

(1,000) 

 

(600) 

 

66,290

 

 
(57,200)

(7,520)

(100)

(1,200)

(270)

17,425

(15,825)

(1,000)

(600)

 

66,290

 

 
(57,200)

(7,520)

(100)

(1,200)

(270)

17,425

(15,825)

(1,000)

(600)

 

66,290 

 

 
(57,200) 

(7,520) 

(100) 

 

(1,200) 
 

(270) 

 

 

 

17,425 
 

(15,825) 

(1,000) 

 

(600) 

 

66,290

 

 
(57,200)

(7,520)

(100)

(1,200)

(270)

17,425

(15,825)

(1,000)

(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、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費 

 

（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経営分析および事業計画策定支援 

②創業支援 

③第二創業支援（経営革新・事業承継） 

④異業種交流会（にいはま６：３０倶楽部） 

⑤販路開拓支援（ふるさとブランドフェア出展支援） 

⑥販路開拓支援（展示会・商談会出展支援） 

⑦地域経済活性化支援（新居浜市まちづくり協議会） 

⑧地域経済活性化支援（新居浜ものしり検定の実施、観光ガイドの養成） 

連携者及びその役割 

①愛媛県中小企業診断士協会、地元士業（四国税理士会新居浜支部）、地域金融機関、愛媛県よ

ろず支援拠点、(公財)えひめ産業振興財団、(独)中小企業基盤整備機構等のコーディネーター

と連携し、専門的な課題等に対応する。 

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 
東矢 憲二 

愛媛県松山市 
三番町 4-8-7 

同協会事務局 
(089)961-1640 

四国税理士会新居浜支部 
支部長  
今西  靖 

愛媛県新居浜市 
新須賀町 1-1-10 

今西税理士事務所 
(0897)34-4181 

伊予銀行 
取締役支店長 
河野 治広 

愛媛県新居浜市 
繁本町 5-20 

新居浜支店 
(0897)33-8111 

愛媛銀行 
取締役支店長 
有光 秀明 

愛媛県新居浜市 
西の土居町 1-1-27 

新居浜支店 
(0897)37-2137 

東予信用金庫 
理事長 
横川 明英 

愛媛県新居浜市 
中須賀町 1-6-37 

本店 
(0897)37-1313 

愛媛信用金庫 
支店長 
古澤 伸一郎

愛媛県新居浜市 
一宮町 2-1-43 

新居浜支店 
(0897)31-1555 

三井住友銀行 
支店長 
大石 純司 

愛媛県新居浜市 
中須賀町 1-7-33 

新居浜支店 
(0897)33-5311 

香川銀行 
支店長 
金岡 紀嘉 

愛媛県新居浜市 
泉宮町 9-28 

新居浜支店 
(0897)33-9501 

百十四銀行 
支店長 
中村 正明 

愛媛県新居浜市 
若水町 2-9-23 

新居浜支店 
(0897)33-5114 

高知銀行 
支店長 
寺尾 俊二 

愛媛県新居浜市 
徳常町 5-20 

新居浜支店 
(0897)33-5585 

広島銀行 
支店長 
横田 雅元 

愛媛県新居浜市 
西町 1-7 

新居浜支店 
(0897)37-0121 

日本政策金融公庫 
支店長 
谷本 直貴 

愛媛県新居浜市 
繁本町 3-3 

新居浜支店 
(0897)33-9101 

(独)中小企業基盤整備機構 
四国本部長 

中島 龍三郎
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 
コーディネーター

中野 隆 
愛媛県松山市 
久米窪田町 337-1 

(089)960-1131 

(公財)えひめ産業振興財団 
理事長 
森田 浩治 

愛媛県松山市 
久米窪田町 337-1 

産業振興部  
(089)960-1100 
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②新居浜市、(公財)えひめ東予産業創造センター、金融機関と連携し、４者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。

新居浜商工会議所は、創業支援の中核を担う。 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

新居浜市 
市長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

一宮町 1-5-1 

経済部産業振興課 

(0897)65-1260 

(公財)えひめ東予産業創造

センター 

理事長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

大生院 2151-10 
(0897)66-1111 

伊予銀行 
取締役支店長 

河野 治広 

愛媛県新居浜市 

繁本町 5-20 

新居浜支店 

(0897)33-8111 

愛媛銀行 
取締役支店長 

有光 秀明 

愛媛県新居浜市 

西の土居町 1-1-27 

新居浜支店 

(0897)37-2137 

東予信用金庫 
理事長 

横川 明英 

愛媛県新居浜市 

中須賀町 1-6-37 

本店 

(0897)37-1313 

愛媛信用金庫 
支店長 

古澤 伸一郎

愛媛県新居浜市 

一宮町 2-1-43 

新居浜支店 

(0897)31-1555 

三井住友銀行 
支店長 

大石 純司 

愛媛県新居浜市 

中須賀町 1-7-33 

新居浜支店 

(0897)33-5311 

香川銀行 
支店長 

金岡 紀嘉 

愛媛県新居浜市 

泉宮町 9-28 

新居浜支店 

(0897)33-9501 

百十四銀行 
支店長 

中村 正明 

愛媛県新居浜市 

若水町 2-9-23 

新居浜支店 

(0897)33-5114 

高知銀行 
支店長 

寺尾 俊二 

愛媛県新居浜市 

徳常町 5-20 

新居浜支店 

(0897)33-5585 

広島銀行 
支店長 

横田 雅元 

愛媛県新居浜市 

西町 1-7 

新居浜支店 

(0897)37-0121 

日本政策金融公庫 
支店長 

谷本 直貴 

愛媛県新居浜市 

繁本町 3-3 

新居浜支店 

(0897)33-9101 

 

③愛媛県中小企業診断士協会、愛媛県よろず支援拠点、(公財)えひめ産業振興センターと連携し、

経営革新計画の策定支援を実施する。また、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。 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

愛媛県中小企業診断士協会 
会長 
東矢 憲二 

愛媛県松山市 
三番町 4-8-7 

同協会事務局 
(089)961-1640 

愛媛県よろず支援拠点 
コーディネーター

中野 隆 
愛媛県松山市 
久米窪田町 337-1 

(089)960-1131 

(公財)えひめ産業振興財団 
理事長 
森田 浩治 

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 
神尾 正博 

愛媛県松山市 
大手町 1-11-1 

(089)948-8511 
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④新居浜市、(公財)えひめ東予産業創造センター、新居浜工業高等専門学校と連携し、交流会を

開催する。 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

新居浜市 
市長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

一宮町 1-5-1 

経済部産業振興課 

(0897)65-1260 

(公財)えひめ東予産業創造

センター 

理事長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

大生院 2151-10 
(0897)66-1111 

新居浜工業高等専門学校 
校長 

迫原 修治 

愛媛県新居浜市 

八雲町 7-1 

総務課 

(0897)37-7700 

 

⑤新居浜物産協会と連携し、販売会・商談会を実施し、小規模事業者の販路開拓を支援する。 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

新居浜物産協会 
会長 

白石 徹 
愛媛県新居浜市 

久保田町 3-9-26 

同協会事務局 

(0897)37-3012 

 

⑥愛媛県、新居浜市、新居浜機械産業(協) (公財)えひめ東予産業創造センターと連携し、展示

会・商談会への出展支援を行う。 

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)912-2473  

新居浜市 
市長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

一宮町 1-5-1 

経済部産業振興課 

(0897)65-1260 

新居浜機械産業協同組合 
理事長 

曽我部 謙一

愛媛県新居浜市 

阿島 1-5-50 

同組合事務局 

(0897)47-6230 

(公財)えひめ東予産業創造

センター 

理事長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

大生院 2151-10 
(0897)66-1111 

 

⑦新居浜市、新居浜商店街連盟と連携し、中心市街地の活性化に向けた会議を実施する。当商工

会議所は事務局を担う。 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

新居浜市 
市長 

石川 勝行 

愛媛県新居浜市 

一宮町 1-5-1 

経済部産業振興課 

(0897)65-1260 

新居浜商店街連盟 
会長 

越智 俊博 

愛媛県新居浜市 

泉池町 10-1 

同連盟事務局 

(0897)37-6677 

 

⑧新居浜市教育委員会と連携し、新居浜ものしり検定を実施するとともに、新居浜観光ガイドの

会と連携し、観光ガイドの養成を行う。 

連携先 代表者等 住 所 連絡先 

新居浜市教育委員会 
教育長 

阿部 義澄 

愛媛県新居浜市 

一宮町 1-5-1 

教育委員会学校教育課 

(0897)65-1301 

新居浜観光ガイドの会 
会長 

石川  潔 

愛媛県新居浜市 

立川 707-3 

会長自宅 

(0897)41-6121 
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連携体制図等 

①経営分析および事業計画策定支援 

目標：地域小規模事業者の経営分析、持続的発展を目指した事業計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②創業支援 

目標：当地域での創業者の増加、地域経済活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

新居浜商工会議所 

【伴走型支援】 

・経済動向調査 
・需要動向調査 
・経営分析 
・事業計画策定支援 
・事業計画実行支援 

金融機関 

・融資情報など、金融面で
の総合的アドバイス 

(公財)えひめ産業振興財団 

・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 

情報共有・連携し、経営分析、

事業計画策定を支援 

創業希望者 

新居浜商工会議所 

【伴走型支援】 

・経済動向、需要動向調査 
・経営分析 
・創業計画策定支援 
・創業計画実行支援 

愛媛県中小企業診断士協会 

・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 

(独)中小企業基盤整備機構 

・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 
・F/S 調査 
・支援機関支援 

愛媛県よろず支援拠点 

・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 

地元士業 

・専門的知見による財務に関
する様々な事項に対する総
合的アドバイス 

新居浜市 

・中小企業振興助成制度 
・中小企業振興資金融資
制度 

・各種施策情報の提供 

(公財)えひめ東予産業創造センター 

・インキュベートルームの提供、事業支援 
・創業セミナー、各種技術セミナーの開催 

金融機関 

・創業向け各種融資制度

情報共有・連携し、経営分析、

創業計画策定を支援 
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③－１ 第二創業支援(経営革新） 

目標：当地域での経営革新者の増加、地域経済活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③－２ 第二創業支援(事業承継） 

目標：当地域での事業承継の円滑化、廃業率の低下、地域経済活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

新居浜商工会議所 

【伴走型支援】 

・経済動向調査 
・需要動向調査 
・経営分析 
・経営革新計画策定支援 
・経営革新計画実行支援 

(公財)えひめ産業振興財団 

・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 

情報共有・連携し、経営分析、

経営計画策定を支援 

愛媛県中小企業診断士協会 

・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 

愛媛県よろず支援拠点 

・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 

事業承継を検討している小規模事業者 

連 携 

新居浜商工会議所 
・地域小規模事業者の事業
承継について各種情報を
提供 

・事業実態の把握や課題の
整理 

愛媛県事業引継ぎ 

支援センター 
・事業承継に関する専門家が、
事業実態の把握や具体的な
課題を抽出し、事業の引継ぎ
に係る様々な選択肢を提示 

・相談者の選択した内容に応 
じた支援機関を紹介 
・Ｍ＆Ａの可能性や課題に対 
する助言、必要書類の作成 

相 

談 

情
報
提
供 

申
込
み 

具
体
的
支
援 

橋渡し 登録民間支援機関 
伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫
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④異業種交流会（にいはま６：３０倶楽部） 

 目標：参加企業の技術・技能・商品力のＰＲ、創業者の人脈作り・商品・サービスのＰＲによって

持続的経営につなげる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤物販に係る販路開拓支援（ふるさとブランドフェア出展支援） 
目標：流通業の販路拡大、認知度向上、地域経済活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新居浜物産協会新居浜商工会議所 

小規模事業者・中小企業 

愛媛県 

出展者募集・出展支援 

全国「にいはま

倶楽部」 

ふるさとブランドフェア 

（東京・大阪） 

新居浜市 
関東・関西 

愛媛県人会 

小規模事業者・中小企業者、創業者・創業予定者 

新居浜商工会議所 
・企画立案 
・参加者募集 
（小規模事業者・中小企業者） 

 （創業者・創業予定者） 

新居浜高専 

・企画立案 
・参加者募集 

・技術に関する相談 

(公財)えひめ東予産業創造センター

・企画立案 
・参加者募集 
（小規模事業者・中小企業者） 

情報交換、交流、新商品・新製品

などの発表の場を提供 

新居浜市 

・企画立案 
・参加者募集 
（行政関係等） 

新居浜逸品カタログ推進協議会 

・新居浜の逸品を認定 
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⑥ものづくり産業に係る販路開拓支援（展示会・商談会出展支援） 

 目標：ものづくり産業の販路拡大、認知度向上、地域経済活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦地域経済活性化支援（新居浜市まちづくり協議会） 

 目標：中心市街地を中心とする地域経済活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公財)えひめ東予産業創造センター 

（出展支援事務局） 

新居浜商工会議所 

認定事業者 
愛媛県 

展示会・商談会 

（東京・大阪）

新居浜市 

出展

支援

連携

愛媛ものづくり

企業「スゴ技」 

データベース 

新居浜ものづくり

ブランド 

申
請
支
援

申
請
支
援

新居浜市まちづくり協議会 

新居浜市 

新居浜商店街連盟 

新居浜商工会議所 

各界・各層の代表者からなる協議会に 

おける中心市街地活性化に向けた議論 

市民 

情報提供 

小規模事業者 
中小企業 

小規模事業者 
中小企業 
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⑧－１ 地域経済活性化支援（新居浜ものしり検定） 

 目標：新居浜の歴史・文化の継承者育成と、郷土を愛する児童・生徒の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧－２ 地域経済活性化支援（観光ガイドの養成） 

 目標：新居浜を訪れる観光客に対するホスピタリティー溢れる人材の育成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内５年生 
全員に配布 

新居浜市 

教育委員会 

新居浜ものしり博士 

義務教育終了までに

東平等で現地研修 

市内小学校 

５・６年生 

新居浜ものしり検定 

（６年生） 

ふるさとを愛する心やふるさとへの誇りが持て

る児童・生徒の育成。 

先人の知恵や技術に尊敬と感謝の念を深め、後

世に継承・発展させる。 

新居浜商工会議所 実施 

認定 

ふ
る
さ
と 

学
習 

新居浜商工会議所 

【新居浜検定事業】 
新居浜 

観光ガイドの会 

質の高いボランティア

ガイドを養成 

観光ガイド 

養成講座 

連携 


