
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

海南商工会議所（法人番号 3170005002030 ） 

海南市（地方公共団体コード 302023 ） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 
1.小規模事業者の強み、魅力の発掘・創出の支援を実施し販路拡大と競争力強化を図る 
2.各専門支援機関や専門家と連携拡充すると共に、経営指導員等の個社支援に向けた資
質の向上を目指し、伴走型支援力の強化を図る 

3.小規模事業者の経営基盤の強化と経営分析の支援を行う 
4.潜在的創業予定者の掘り起しと創業計画策定の支援を実施し、スムーズな創業が行え
るよう支援する 

5.近年多発する自然災害に際し、事業継続が可能になるようＢＣＰ策定等の支援を行う 
6.雇用の安定のため、スムーズな事業承継について支援する 

事業内容 

Ⅰ経営発達支援事業の内容 
1.地域経済の動向調査に関すること 

「ＲＥＳＡＳ」等のビックデータを支援先に合わせ抽出・活用し販売促進等に役立て

る 

2.経営分析に関すること 

定量的・定性的分析を実施し、事業計画策定に活用する 

3.事業計画策定の支援に関すること 

 経営分析にて得た経営上の問題を改善するための事業計画策定の支援を実施する 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 経営指導員が定期訪問し、ＰＤＣＡサイクルを回し、経営のフォローアップを実施す

る 

5.需要動向調査に関すること 

 潜在顧客の掘り起し、需要開拓・販売戦略につながる情報収集と提供を実施する 

6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 各支援団体等が開催する商談会への積極的出展の支援を実施する 

7.創業支援の強化 

 創業塾の開催により、創業に関する情報の提供を行いスムーズな創業に至る様支援す

る 

8.事業継続力強化計画策定に関すること 

 事業継続力強化計画策定に関するセミナー開催などにより、小規模事業者のリスクマ

ネジメントに対する支援を実施する 

9.事業承継に関すること 

 専門家・支援機関を活用し、計画的な事業承継が行えるよう支援を行う 

10.事業の評価及び見直しをするための仕組みづくりに関すること 

 専門家・行政担当者で構成する検証委員会を毎年度開催し、事業の評価と見直し方針

等について検討する 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 
1.海南市企業立地促進条例の広報支援 

 海南市の雇用の増加と企業誘致のため、条例の広報支援を行う 

2.若手青年連携団体が実施する地域経済活性化事業への参画・支援 

 次世代を担う若手経営者等で構成する会への参画により次世代地域リーダーの育成を

行う 

3.鈴木屋敷 再生・復元プロジェクトへの参画 

 鈴木姓発祥の地のシンボルである鈴木屋敷の再生・復元のプロジェクトに参画し、関

係人口や交流人口を増加さ地域の活性化を目指す 

4.「紀州漆器を活用した黒江ブランドの構築」プロジェクトへの参画・支援 

 紀州漆器とその産地である黒江地区の情報・魅力発信等により、新たな販路開拓と交

流人口の増加を目指す 

連絡先 

海南商工会議所 中小企業相談所 

〒642-0002 和歌山県海南市日方 1294-18 

TEL:073-482-4363  FAX:073-482-7370  E-mail:info@kainan-cci.or.jp 

海南市 まちづくり部産業振興課 

〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11 

TEL:073-483-8460  FAX:073-483-8466  E-mail:sangyosinko@city.kaian.lg.jp 

 

tel:073-482-4363
tel:073-483-8460
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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．目標 

（１）地域の現状及び課題  

  ① 海南市の立地・交通 ～物流インフラ環境の充実～ 
海南市は、２００５年（平成１７年）4月 1 日に旧海南市と旧下津町が合併して誕生。旧海南

市は「海南商工会議所」の管轄。旧下津町は「下津町商工会」の管轄となっている。 

面積は 101.06平方キロメートル。和歌山県の北西部に位置し、北は和歌山市・紀の川市、東

は紀美野町、南は有田市・有田川町に隣接し、西は紀伊水道に面している。 

「海南東」・「海南」・「下津」と、阪和自動車道・海南湯浅道路の 3 つのインターチェンジを

持ち、JR 海南駅には特急（くろしお号）が全車停車するなど、京阪神方面や、関西国際空港か

らのアクセスは良好である。 

さらに、本市と連携して海南商工会議所の各建議要望も実現しつつあり、阪井バイバスの整

備完了を終え、現在では更なる交通網の整備事業として、「冷水拡幅事業」（高速道路藤白イン

ター付近からＪＲ冷水浦駅南までの国道を海側に拡幅し、片側２車線、上下４車線への拡幅 延

長：１．１キロメートル 全体事業費４９億円）・「有田海南道路事業」（ＪＲ冷水浦駅南側から

下津町地域を通り、有田川を渡った有田市野地区の４２号までの区間でバイパス道路の新設 

延長：９．４キロメートル 全体事業費３５９億円）が進められているところであり、『渋滞の

解消』・『所要時間の解消』・『災害時交通機能の確保』などの大きな効果が見込まれるなど、商

工業者にとっても物流インフラ環境は向上しつつある。 
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② 海南市の人口 ～人口減少・少子高齢社会の進行～ 
本市の人口の推移については、年々減少傾向であり【図 ① 参照】、旧本市と旧下津町と

が２００５年（平成１７年）４月に合併した時には６０，２１８人であった住民基本台帳人口

が、２０１９年（令和元年）8 月末では５０，５６７人となっている。 

 

【図① 総人口及び高齢化率の推移と将来推計】 

 
資料：２０００年～２０１０年は国勢調査（年齢不詳人口を含むため、内訳と合計が合わない場合がある。２０００年は旧

本市、旧下津町の合計値）、２０１５年は住民基本台帳人口（３月末）、２０２０年以降は国立社会保障・人口問題研究所推

計をもとにした「まち・ひと・しごと創生本部」による推計 

 

さらに、少子高齢化や若者の転出などにより今後も減少が続くと予想されており、まちひと

しごと創生本部により示された推計では２０６０年には２０１５年（平成２７年）人口の４

０％程度まで減少することが見込まれている。一方、高齢化率は、年々上昇傾向にあり、２０

６０年には４４．７％となることが予想されている【表① 参照】。 

そのため、本市においても、「本市人口ビジョン」（２０１５年（平成２８年）２月）を策定

し、一定の人口減少を受入れつつも、将来にわたって質の高い行政サービスを維持できる人口

規模として、2060 年における本市人口を 31,950 人と展望している。 

【表① 人口の推移と高齢化率 ※海南商工会議所 管内区域データ】 

 

 

 

 

※海南商工会議所管轄の総人口ベースで計算 

 

自然動態の推移をみると、出生数は２０００年度から２０１０年度にかけて減少傾向であっ

たが、以降ほぼ横ばいで推移している。１９８６年度を除く全ての年度において死亡数が出生

数を上回っており、自然減の状況が続いている。 

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年

人口（人） 45,881 43,883 41,633 40,890 36,712 31,659 26,773 22,265 18,118

高齢化率（％） 24.3 27.4 30.4 33.4 36.4 38.8 42.5 44.2 44.7



３ 

 

社会動態の推移では、転入者数は２０００年度から２０１０年度まで減少傾向にあったが、

２０１２年度に新興住宅地の開発により一時的に転入者が増加したが、それ以降は微減傾向に

ある。 

一方、転出者数は、２０００年度から２０１１年度までは減少傾向にあったものの、２０

１２年度に約１００名に増加し、それ以降は横ばいで推移している。 

年代別の転入・転出の動向をみると、「１０－１９歳→１５－２４歳」の純移動数が大きく

減少しており【図② 参照】、これは本市周辺に大学等が少なく進学のために市外へ転出し、

そのまま市外へ就職することが多いためと考えられる。このような若者の流出を抑制するため

に、人口ビジョンと併せて策定した 「本市第 2次総合計画」（２０１９年（令和元年）５月変

更）に基づき、本市・海南商工会議所とのより強力な連携のもと「就業の場の確保」「地域の

魅力の向上」などの人口減少対策を進めていく必要がある。 

 

【図 ② 年齢別純移動数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜課題＞ 
海南市では、人口減少を抑制しようとあらゆる移住・定住施策を実行されているところである

が、推計をみても多くの全国の地域同様、人口減・高齢化は避けられない問題といえる。 

そのため、地域としての地域の商業を営む魅力を低下させ、更に人々の集積や交流を通じたイ

ノベーションを生じにくくさせることによって成長力が低下していく。加えて、労働力不足を補

うために長時間労働が更に深刻化し、ワーク・ライフ・バランスも改善されず、少子化が更に進

行していくという悪循環が生ずるおそれもあり、こういった現状の中、「商工業への的確な支援」

がひとつの課題であり、「まちの魅力ＵＰ」（海南市テーマ「元気 ふれあい 安心のまち 海南」）

に向けた取り組みとして極めて重要なファクターと言える。 

 

③ 産業 

③－１ 管内における、小規模事業者の全体像 

海南商工会議所管内の置ける小規模事業者の割合は 85.3％となっており、大きな割合を

占めている。事業社数は 2014 年（平成 26 年）に 1,892 件あった事業所が、2016 年（平成

28年）には 1,777 件と 120件減少(内小規模業者は 10１件減少)している【表② 参照】 
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【表② 商工業者数と小規模事業者数】 ※海南商工会議所管内 

 2014年 

（平成 26年） 

2015年 

（平成 27年） 

2016年 

（平成 28年） 

2017年 

（平成 29年） 

2018年 

（平成 30年） 

事業者数 1,897  1,777   
前年比増減率(％)   6.25％   

うち小規模事業者数 1,616  1,515   
事業者数との割合(％) 85.2  85.3   

前年比増減率(％)   ▲6.25   

（経済センサス 平成 26年・平成 28年より） 

※参考 海南商工会議所 会員事業所数 

会員事業所数 1,152 1,111 1,094 1,050 1,022 

前年比増減率  3.6 1.5 4.0 3.7 

うち小規模事業者数 921 896 911 841 857 
事業者数との割合(％) 79.9 80,6 83.3 80.1 83.9 

前年比増減率(％)  ▲2.7 1.6 ▲7,7 1.9 

   
 

③－２ 管内における、業種別全体像 

また、業種別では2014年（平成26年）と、2016年（平成28年）のデータを比較するとほ

ぼ全業種で事業所数・小規模事業者数は減少している。なかでも卸売・小売業の占める割

合も大きな分、減少数も最も多いものとなっており、製造業・宿泊飲食サービス業が続い

ており、地域需要の苦戦が読み取れる【表③ 参照】 
 

【表③ 商工業者数と小規模事業者数】 ※海南商工会議所管内 

  

  

2014年 

（平成 26年） 

2016年 

（平成 28年） 
増減比較 

事業所

数 

うち小

規模事

業者数 

事業所

数 

うち小

規模事

業者数 

事業所

数 

うち小

規模事

業者数 

卸売業・小売業 544  463  486  416  ▲ 58 ▲ 48 

製造業 279  238  264  226  ▲ 16 ▲ 12 

宿泊業・飲食サービス業 187  159  170  146  ▲ 16 ▲ 13 

生活関連サービス業・娯楽業 170  145  161  138  ▲ 9 ▲ 7 

サービス業（他の分類されないも

の） 
154  131  148  121  ▲ 6 ▲ 10 

不動産業・物品賃貸業 143  122  138  118  ▲ 5 ▲ 4 

医療・福祉 137  116  138  118  1 1 

建設業 142  121  133  114  ▲ 9 ▲ 7 

学術研究・専門・技術サービス

業 
53  45  51  43  ▲ 2 ▲ 2 

教育・学習支援業 46  39  47  40  1 1 

運輸業・郵便業 43  36  42  36  ▲ 1 ▲ 1 

合 計 1,897 1,616 1,777 1,515 ▲ 120 ▲ 101 

総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」より 
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③－３ 紀州漆器（地場産業―主として製造業・卸売業） 

＜現状＞ 

本市北西部「黒江地区」周辺は、「紀州漆器」の産地として知られ、江戸時代には紀州

徳川家が黒江地区を紀州漆器の生産地として特別の保護を与えるなど工芸の街として栄

え、福島県の「会津塗」・石川県の「山中塗」「輪島塗」など共に全国三大産地のひとつに

数えられ、昭和５３年には当時の経済産業大臣から「伝統的工芸品」の指定を受けるなど

和歌山県を代表する伝統産業である。 

 

＜景況＞ 

時代の流れの中で、伝統産業として衰退傾向であり、

各事業所の規模も縮小され小規模事業所が大部分を占

めることとなり、後継者不在の事業所も増えつつある。

また、新たな投資により新商品の開発を行い販売してい

く、かつての意欲・勢いは減少している。 

また、塗装工程業者が激減している中、漆器業界独特

の「分業制」があだとなりサプライチェーンの停滞・寸

断が発生しつつあり根幹を揺るがす大きなリスクとな

っている。 

 

＜強み＞ 

長年その技術力と業界の結束力により地域を経済

面・文化面で支えてきた。また、漆器は英語で「ＪＡＰ

ＡＮ」と呼ばれ、日本の代表的な工芸品であり国際的に

も認知されている。「紀州漆器協同組合青年部」を中心

として若手後継者の結束力も強い。 

 

   ＜課題＞ 

業界全体では厳しい状況ではあるが、有形・無形の資産を所有しながら高齢化による廃

業や後継者難などの事業者も存在する。そうった事業者の資産を把握した上で問題に取り

組む必要がある。 

また、塗装工程業者が激減している中、漆器業界独特の「分業制」があだとなりサプラ

イチェーンの停滞・寸断が発生しつつあり、「工程の見直し・内製化」に向けた取り組み

とともに、差別化された製品などを生み出していくことがより一層重要となっており、そ

のためには、プロダクト・イノベーションに今まで以上に取り組んでいく必要がある。 

 

③－４ 家庭用品（地場産業‐主として製造業・卸売業） 

＜現状＞ 

本市の家庭用品産業の起源は、本市及び海草郡旧野上町（現紀美野町）一帯は野上谷と

呼ばれ、たわし・ホウキ・縄などの原材料である棕櫚が良質で安定して確保出来たことに

由来している。 

現在は、その原材料をプラスチックや化学繊維などへシフト。「たわし」など伝統的な

ものから、「スポンジ」「バスマット」など台所・トイレ等水周り品を中心とした現代的な

家庭日用品を企画・製造､販売している多種多様な事業所が混在し全国有数の家庭用品業

者が集積した産地を形成しており、全国的に極めて高いシェアを誇る地域の主要産業とな

っている。 

地域の業界的には、商社的な中規模事業者とその商品製造を請け負う下請けの小規模事

 
紀州漆器（盆）  

 

「蒔絵」が施された時計 
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業者に分かれており、その関係性が強いが故に下請け業者は元請けからの受注に大きく経

営が左右される面もある。 

 

＜景況＞ 

製品も伝統的な「たわし」から「スポンジ」・「バスマ

ット」など台所・トイレ等など水回り関係商品からアイ

デア商品や百円均一商品などを企画・製造・販売してお

り、消耗品を中心とした製品構成で比較的不況にも強い

産業で総じて好調であり、地域の経済と雇用創出の大き

な柱ともなっている。 

 

＜強み＞ 

各事業所の商品企画力・販売力は極めて強く、複数の

好調な中規模事業所が海外展開も起こないながら、小規

模事業者や地域経済を支えている。 

 

  ＜課題＞ 

全般的に好調な業界ではあるが、それゆえに労働力

不足も深刻化しつつあり、特に下請け小規模事業者の

そのものの不足も懸念されている。さらに、下請け小

規模事業者は生産工程におけるボトルネックも多数見受けられ、生産工程の見直し労働

力不足を補う最新機械設備の投資に向けた資金調達や経営安定に向けたキャッシュフロ

ーの改善も大きな課題となっている。 

 

③－５ 中心市街地商店街等、小売業・サービス業 

中心市街地商店街においては、全国の他の地方の状況と同様、小規模小売事業者が地域住民

の生活を支え賑わいの核であったが、現在では当地域においても市外への人口流出、特に若者

の人口流出が顕著となり、商業・小売・サービス業が集まる中心市街地商店街やその周辺商店

の集客力は年々減少し、年々活気・賑わいが減退、空き店舗・後継者不在の事業所も増えつつ

あり、空洞化が進んでいる。1998年（平成１０年）７月に中心市街地活性化法の制定に伴い、

2001 年（平成１３年）１０月から本市中心市街地活性化基本計画の策定業務を開始しＴＭＯ

「(株)まちづくり海南」を設立し、ＪＲ海南駅周辺施設整備事業により高架下駐車場の事業運

営や本市商店街マップの作成などの事業を行ってきたが、2005 年(平成１７年)の市町村合併

により基本計画が白紙となり、ＴＭＯ構想も白紙となった。 

 

＜景況＞ 

本市の事業者全体の約３割を占める商業等であるが、大型店・チェーン店の進出やネット通

販による競争の激化、さらに中心市街地からの市役所庁舎の移転、周辺住民の高齢化の加速な

ど、中心市街地商店街における小規模事業者の売上・利益・来店数は総じて減少している。 

また、先行きが不透明で不安定要素が多くあるため、事業を子供に承継させようとする経営

者も少なく、ますます商店数が減少している。 

 

＜強み＞ 

商店主も、自ら各種のオリジナルイベント（ハロウィンイベント・紀州海南ひなめぐり等）

や年末セールを実施するなどの自助努力を継続的に実施。また、中心市街地に近い庁舎跡地

への「市民交流施設」が 2020年春に完成予定であるなど明るい材料もある。 

 

棕櫚たわし 

 

水回り家庭用品 
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さらに、海南市独自の支援制度「創業サポート事業補助金」や「店舗リフォーム（空き

店舗補助金）」の制度も新設され、海南商工会議所との連携支援の結果、小売業・サービ

ス業の新規創業者は増加傾向であり、かつ「海南市創業セミナー」を海南市・海南商工会

議所等と連携して継続実施するなど創業支援を実施。フォローアップについては、海南商

工会議所が緊密にフォローしている結果、2013年（平成 26年）から 2018年（平成 30年）

の５年間において管内での創業３２事業者（すべて小規模事業者。１件は建設事業。それ

以外すべて小売業・サービス業）のうち、廃業は０件となっている。 

さらに、創業期を経て成長期へと移行する中、苦戦をしている事業者もあるが、支援を

得て右肩上がりで成長している事業者も３２事業者のうち 3割を超えており、地域のロー

ルモデルとなっている。 

 

  ＜課題＞ 

地域の商店街としての従前までの機能を果たすことは極めて厳しい状況ではあるが、当

地域における、小売・サービス業の新たな事業者の成功例を見ても、決して経営が成り立

たないわけではない。そのため、既存の商店主などに向けては、「地域に根ざす商い」と

して、食の安全や安心、地域の助け合い、子育てや教育、地域経済や働く場、古い建物の

再利用など、直接、間接に地域に貢献し、市民生活を魅力的なものにし、地域の価値を向

上させる存在であるという信念を呼び起こし「まちの魅力となり地域の暮らしに貢献する

商い」を改めて掘り起こすことが重要である。 

 

  ③－６ 特産品 （※紀州漆器・家庭用品以外） 

＜現状＞ 

 農水産物 

年間平均気温が約１６度と四季を通し温暖な気候に恵まれていることから、みかん（蔵

出しみかん）やびわ、桃などの果物の栽培も盛んである。また、紀伊水道を臨む沿岸部

では、シラスやワカメなどの海の幸にも恵まれている。 

酒類 

蔵元は５社（うち小規模事業者は３社）あり、それぞれこだわりの酒造りを行い、国

内はもとより海外へも販路拡大に努めている。 

 

＜景況＞ 

昨今の災害により、大きく景況が左右される業界のひとつであるが、現状は概ね安定

している。 

 

＜強み＞ 

農水産物や酒類を活用した、加工品・菓子類を製造する小規模事業者や小規模事業者

等で組織する地域のグル―プ（菓子のまち海南 お菓子グループ）も現れ、２０１３年

（平成２５年）１０月には「海南市地酒で乾杯を推進する条例」が成立。２０１８年（平

成３０年）１２月「海南市お菓子の振興に関する条例」に成立するなど、地産地消・地

元の商店で買うことが良質な商いを育て、地域の魅力を増すことに繋がる「バイローカ

ル」の機運も醸成されてきている。 

 

＜課題＞ 

 地域の特産品については、魅力ある商品が多数あり、海南商工会議所においても「海

南こだわりブランド」認定制度を制定し２００７年から実施。２０１９年（令和元年）
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には６６品目（２７事業所）の商品が海南こだわりブランドとして認定されている。し

かし「海南ブランド」の認知度は全国的にも低く、さらなる認知度向上に向けた取り組

みを支援し小規模事業者の経営の継続性を高めていくことが重要である。 

 加えて、先述の③－１～３も含めた、地域のすべての小規模事業者に共通するが、自

然災害が多発し大きな被害をもたらしている中、危機管理体制の構築や被害を最小限に

するための地域の実情に即した防災、減災対策は喫緊の課題となっている。 

  

④ 海南市総合計画（第２次）の引用（※海南商工会議所 管内抜粋）  

※ 計画期間は、２０１６年（平成２９年）度から２０２０年（令和２年）度までの４

年間 

※ 海南市総合計画審議会委員として、神出勝治会頭が副委員長。 

 

策定の背景 （２）地域経済・産業構造の変化 より 

経済のグローバル化の進展に伴い、全国的に製造業の生産拠点の海外移転が進む一方

で、外資系企業の国内進出が顕著となっています。また、国際的な経済連携や貿易の自

由化が進む中で、第１次産業をはじめとする本市産業への影響や状況の変化に適切に対

応していくことが求められている。 

更に、政府による累次にわたる経済政策や、平成３２年のオリンピック・パラリンピ

ック東京大会の開催を控える中で、国内外における経済の活性化が期待される一方で、

高齢化の進展等により各分野にわたって労働力不足が深刻化している。 

このような社会経済情勢の中において、本市の特産品や地場産業を生かした地域の活

性化、そして、若者や女性をはじめとした雇用を確保するため、農林水産業や商工業の

振興、産業間の連携、担い手の育成等を図り、魅力のある仕事の創出や新たな海南ブラ

ンドの確立、また、幹線道路網の整備など、地域経済を支えるインフラの整備が重要と

なっています。 また、観光振興による交流人口の増加や移住・定住の促進に取り組み、

市全体の活力の維持・増進を図る必要がある。 

 

④－１ 商工  ※基本施策２－２ 「商工業の振興」より 

＜現状＞ 

本市の経済と雇用を支えてきた既存の中小企業に対し、設備投資や新商品開発、見本

市出展に対する支援等を行っているが、依然として地域経済は厳しい状態が続き事業所

数や市内就業者数の減少となって現れている。 

 

＜課題＞ 

●家庭用品や紀州漆器等全国に誇る地場産業を有し、この地場産業を次世代に継承し発

展させていくための取組が必要である。 

●消費の低迷や人口減少等の影響を受け、市内の商店街では空き店舗が多く見受けられ

る。商店街の機能を維持するため、にぎわいの創出や共同施設の維持を図る取組が必

要である。 

●既存企業の支援を行う一方で、地域経済の新たな担い手として新規創業を促進する必

要がある。 

 

＜施策の方針＞ 

豊かな自然を守りつつ、社会基盤の適正な整備によるコンパクトで利便性の高い都市

空間づくりを推進する。 
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地場産業や農林水産業の振興を図りつつ、地域経済の新たな担い手として、新規創業

を促進するとともに、本市での就労支援に取り組む。  

海南市中央公園の拠点化や、市庁舎跡地への市民交流施設（中心市街地に立地）の整

備など、新たなシンボル創りに取り組むことで、将来を支える若者世代を魅了するまち

づくりを進め、地域社会の温かいふれあいの中で快適な日常生活を送ることができるま

ちを目指す。  

■ 海南商工会議所や下津町商工会、また、紀州漆器協同組合や特産家庭用品協同組合

等の産業団体と 連携を密にし、地域経済を支える中小企業等へ必要な支援を行う。 

■ 中小企業者の生産性向上と経営基盤の安定化を図るため、設備投資や新商品開発、

店舗 のリフォーム等に対する支援を行う。 

■ 市内での創業を促進するため、起業に関するセミナーの実施や、新規創業に係る経

費等 の支援を行う。  

■ 若年者の地元就職・定住を促進するため、市内出身の就職活動者をターゲットとし

た地 元企業の就職情報等の発信や、小中学生に対する地元産業への理解を深める場

の提供を を行う。  

■ 本市における産業の振興及び雇用を促進するため、企業の立地と事業規模の拡大を

行う ために必要な施設を設置する事業者に対して支援を行う。 

■ 商店街の活性化を図り、魅力のある商店街とするため、空き店舗情報を把握し、情

報提供を行うとともに、にぎわいの創出を目的としたイベントや取組を実施する商

店街組合 等に対する支援を行う。 

 

＜主な事業＞ 

◆（仮称）市民交流施設整備事業 

◆（仮称）中央防災公園整備事業（海南市中央公園の拠点化）  

◆ 創業促進事業  

◆ ハローワークとの連携  

◆ 店舗リフォーム工事補助事業  

◆ 立地適正化計画策定事業  

◆ 道路新設改良事業 

◆ 企業立地促進事業 等 

 

＜主な指標＞ 

 
 

④－２ 観光  ※基本施策２－３ 「観光の振興」より 

＜現状＞ 

熊野古道や紀州漆器、黒江の街並みを代表とする歴史的・文化的な観光資源が多数

あり、近年では、ハイカーや海外からの観光客も訪れており、先述の「紀州漆器」の

産地「黒江地域」のブランド化や、「全国鈴木性発祥の地」でもある『鈴木屋敷』の

復元を県・市・海南商工会議所と連携して進めているところであるなど、明るい材料

も生まれている。 
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＜課題＞ 

● 本市には、熊野古道や紀州漆器、黒江の街並みを代表とする歴史的・文化的な観

光資源が多くあるものの、県内主要観光地へ向かう中継地となっている現状であ

り、観光客の滞在時間の短さが課題となっている。 

● 本市の観光資源の特徴を生かしたイベントの開催や取組を実施することで、観光

地としての魅力の発信に努める必要がある。 

● 亀池公園、温山荘公園など、市が管理する観光施設の老朽化が進み、計画的な改

修の必要がある。 

●「絶景の宝庫 和歌の浦」が日本遺産に認定されたことにより、構成要素である温

山荘や黒江の街並み、藤白神社、熊野古道等の効果的なＰＲを行うとともに、施設

の整備や景観の保存に努める必要がある。 

 

＜施策の方針＞ 

■ 歴史的・文化的資源や地場産業及び豊富な農水産資源を活用した体験観光など、

地域の魅力ある観光資源を有効活用し、観光産業や地域の活性化につながる事業を

推進します。 

■ テレビや雑誌、ＩＣＴ技術等を活用し、積極的な観光情報の発信に努めます。 

■ 外国人観光客の増加や旅行者のニーズの多様化に対応した事業の展開を検討しま

す。 

■ 市が管理する観光施設について、必要な改修等の実施を行うとともに、老朽化が

進んでいる施設については、施設のあり方についての検討を行います。 

■ 日本遺産の構成要素を中心に、看板やパネルの設置、ホームページへの掲載等に

よる広報を行います。また、施設管理者や自治会等と協議を行いながら、施設の改

修・整備や景観の保存に努めます。 

 

＜主な事業＞ 

◆ 漆器体験開催事業  

◆ 熊野古道等ハイキングイベント支援事業 

◆ コンパクト観光圏形成事業  

◆ 観光情報発信事業 

◆ 市観光協会運営事業  

◆ 観光施設整備事業 

◆ 和歌の浦日本遺産活用推進事業  

◆ 道の駅整備事業【再掲】 

＜主な指標＞ 

 
 

 【参考】熊野古道と鈴木屋敷 

中世から交通の要衝として栄え、熊野参詣道（熊野古道）が南北に走る本市は、「熊野

神域の入り口」と称され、熊野詣における要所として何百年と崇拝されてきた「藤白神社」

があり、その境内に「鈴木屋敷」がある。平安末期（１１５０年頃）に紀州熊野より移り

住んだ鈴木一族がこの地に居を構え、熊野信仰の普及のため、全国３３００余りの熊野神



１１ 

 

社の建立に尽力したと伝えられる。「鈴木屋敷」は８６

０年余の歴史を刻んでおり、平成２７年には、「鈴木屋

敷」を構成要素に含む藤白王子跡が国史跡に指定され、 

また、平成２９年には日本遺産にも認定された。 

現在、経年劣化による傷みが進み、倒壊の危険もあ

る「鈴木屋敷」の再生・復元と周辺整備を行おうと、

海南商工会議所と屋敷の所有者である藤白神社が中心

となり「鈴木屋敷復元の会」（以下「復元の会」という。）

が組織され、屋敷の再生・復元にあたっては、国の国

宝重要文化財等保存整備費補助金や県・市単独による

文化財関係の補助金を得ながら進めようとしている。

また、今後の自主的・主体的な活動に向けて本市から

の補助金による財政基盤の強化などの支援が必要な状

況となっている。 

また、本市には藤白坂をはじめとする「熊野古道」

や江戸時代の風情あるのこぎり状町並みが残る「黒江

地区」や日本遺産に認定された「絶景の宝庫 和歌の

浦」の構成要素である「温山荘」や「黒沢牧場」などの観光施設があるにもかかわらず、

全国はもとより近畿圏・県内からの集客力も弱いところではあるが、近年ではこうした観

光資源を活用したイベントに若手経営者も参画するようになっている。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
当市が計画する「海南市第２次総合計画」（２０１６年（平成２９年）度から２０２０年

（令和２年）度までの４年間では、基本理念に「元気 ふれあい 安心のまち 海南」を掲げ、

より多くの方が「住み続けたい」、「住んでみたい」と思うまちである視点を重視してまち

づくりを考え、産業振興を目指している。 

 

 ①１０年程度の期間を見据えた小規模事業者支援 

中長期的には、人口減少による市場の縮小は避けられない状況である。また、高い高齢化

率による事業承継問題や生産年齢人口の減少による生産性の低下等、小規模事業者の取り巻

く環境は厳しいものであるが、当市が持つ恵まれた交通環境・豊かな自然環境は、物流スピ

ード・流通コストにおいて優位性があり、また独創的な商品・サービスづくりを行うことが

できる環境であり事業者にとってのメリットとなっている。また、観光資源も豊富で今後、

インバウンド需要の高まりなどによって、当市への観光客（訪日外国人観光客含む）増加も

見込まれ、事業者同士の連携、新しい魅力や文化の情報発信により、活気あふれる事業展開

も期待でき、１０年先を考えた場合、当市において約 85％を占める地域経済の支えになっ

ている小規模事業者が、継続的に収益を上げ継続していくことは極めて重要なファクターで

ある。 

そのため当所では小規模事業者の中長期的な振興のあり方を次のとおり定める。 

  

ア 大手との差別化・付加価値向上を実現する環境の変化に対応したビジネスモデルのイ

ノベーション 

 

イ 同業他社との連携・情報発信 

 

 

江戸時代の鈴木屋敷の様子 

 

熊野古道（藤白坂） 
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ウ 創業・事業承継の促進とフォローアップ 

 

エ「バイローカル」の理念のもと「関係人口の創出」 

 

オ 観光を軸とした新たな魅力とにぎわいの創出 
 

②海南市総合計画との連動性・整合性と ③商工会議所の役割 

海南市第２次総合計画 

海南商工会議所 

② 

連動性 

・整合性 

③役割 

第１章 

策定の

背景 

  

(2) 地

域 経

済・産

業構造

の変化  

 

・特産品や地場

産業を生かし

た地域の活性

化。 

・新たな海南ブ

ランドの確立 

・産業間の連携 

ア 

 

イ 

自社の経営資源だけで環境に適応できない場

合は 他者との連携による差別化・付加価値の

創造を促進しフォローアップを継続。自立した

取り組みに繋げて持続的な経営を実現する。 

また、その経営資源を積極的に域外に情宣、域

外の販路拡大等支援を実施し経営安定化・経営

力向上の実現に繋げる。 

・観光振興によ

る交流人口の

獲得 

ア 

 

オ 

小規模事業者による新たな「体験プログラム」

策定支援等を契機としたビジネスモデルのイ

ノベーション支援を実施。地域のロールモデル

として成長を促進し地域経済への波及効果を

促す。 

基本施

策２‐

２ 商

工業の

振興 

・地場産業を次

世代に継承し

発展 

ア 後継者育成・掘り起こしなど事業承継支援を行

うと共に、「承継後、どのように成長・発展に

繋げるか」に向けた「事業の魅力（資産価値）

の掘り起こし」「新規取引先の確保」「安定的な

収益」「継続的な取引」を『見える化』した上

でフォローアッププランを提示、後継者を確保

に繋げた上でフォローアッププランの実行支

援をおこなう。 

また、「工程の見直し・内製化」の課題につい

ては、意欲ある業者に向けて外部熟練者の招聘

による技術の取得支援と同時に、一貫生産実現

後の「オリジナルブランド開発」及び「販路開

拓」に向けた支援を実施する。 

・商店街の機能

を維持するた

め、にぎわいの

創出や共同施設

の維持 

・商店街の活性

化 

イ 

 

エ 

 

地元の商店で買うことが良質な商いを育て、地

域の魅力を増すことに繋がる「バイローカル」

の理念のもと、農林水産業や商工業など産間の

連携等による「関係人口の創出」を実現 

シェアオフィス・民泊などの新たな事業の創出

に繋げるなどにぎわいの創出や共同施設の維

持を支援。地域の素晴らしい商いを市民に知っ

ていただき、それらのお店を積極的に継続的に

使うことで、良い商いが残り育ち、新たに良き
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商いが発芽し、そのことで地域がより魅力的に

なる持続的好循環を目指した経営支援を行う。 

・地域経済の新

たな担い手とし

て新規創業を促

進 

ウ 創業者・承継者が経営を継続・発展し続けるた

めに克服すべき様々な経営課題に対し、職員の

スキルアップによる支援力強化や他の支援機

関・専門家等との連携を構築するなど相談体制

を整備。 

また、継続的な経営分析や不断の事業計画作

成・需要開拓など事業者に寄り添ったフォロー

アップを行うことで持続的な経営を実現する。 

 

基本施

策２‐

３ 観

光の振

興 

・「紀州漆器」の

産地「黒江地域」

のブランド化 

ア 

 

オ 

「紀州漆器を活用した黒江ブランドの構築」プ

ロジェクトへの参画・支援 

本市が誇る伝統工芸品「紀州漆器」の魅力を情

報発信し、併せて産地である黒江地区の魅力を

紹介するツールの開発や、来訪者が漆器と共に

過ごせる民泊の誘致・整備を行い、漆器産業の

後継者育成と紀州漆器の新たな販路開拓及び

黒江地区の交流人口増加を目的とした事業へ

の参加及び支援を行う。 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 
以上の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえ、経営発達支援計画の目標およ

び達成のための方針を以下のとおりとする。 

 

【目標 １】 収益・利益の持続的確保に向けたビジネスモデルのイノベーション促進 

当市における事業者を取り巻く環境変化を踏まえて、持続的に収益・利益を確保していか

ねばならないが、小規模事業者は固定観念に捉われがちであり、時代の変革に取り残される

ケースが多々ある。 

そのため、個々の事業者ごとに、最適な組織・事業形態は何か、事業をおこなうにあたっ

て不利性・問題性を解消する手段は何かなどを洗い出した上で、小規模事業者自らが、時代

にマッチしビジネスモデルの新たな切り口を策定できることを目標とする。 

 

  ⇒目標１ 達成のための方針 

① 経営分析・経営計画作成を通じて、小規模事業社自身に自らの経営上の重要な要素を

意識していただき、今後の方向性について熟考いただく 

 

②需要動向調査を活用しながら、「将来どのような状況となるか」いった視点で市場環境

の分析を行う 

 

③指導先に適した各種フレームワークを活用しながら支援する 

 

④自社の経営資源だけで環境に適応できない場合は 他者との連携による差別化・付加価

値の創造を促進する 
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⑤定期的なフォローアップの継続による「差別化」「付加価値向上」等を実現する「計画

の達成」を目指す 

 

【目標 ２】同業他社との連携・情報発信の促進による顧客・収益の獲得 

小規模事業者は経営資源が限られているため、商品開発における情報・ネットワークの不

足や、日々変化する市場を表面的にしか捉えておらず、目移りしすぎて市場の理解が広く浅

く、またはピンポイントで単純に市場を捉え理解が狭く浅くなり行き詰まっているケースが

ある。 

そこで、当所の事業者等との幅広いネットワークを活用し、事業者の販路拡大や連携・情

報発信の促進を行いる顧客・持続的な収益の獲得を実現する 

 

  ⇒目標２ 達成のための方針 

  

① 自らの商品がそのまま売れるのか、価格はどうか、どのような工夫をすれば売れる

のか、常に探求を事業主に促しブラッシュアップを進める。同時に、需要動向調査を

活用しながら、「将来どのような状況となるか」いった視点で市場環境の分析を行う 

  

② 当所実施している独自性や特徴のある商品・サービスを発掘・ブラッシュアップし認

定する「海南こだわりブランド創出事業」への申請や和歌山県が実施している「プレ

ミア和歌山」等のブランド認定申請、各支携支援機関等が実施する商談会・展示会・

交流会に、積極的に参加促進を促す。また「プレスリリースセミナー」等の勉強会を

経た上で、マスコミ各社を集めた「合同記者発表会」を企画し情報発信支援とともに、

実績・施成果の見える化に繋げて、小規模事業者のモチベーション向上を実現。さら

なるステップへと導く 

 

③「展示会に出て、高揚感いっぱいで、ほめられて、引き合いもきて、そこで落ち着い

てしまいレスポンスが遅くなる」といったことがないよう、「パッション」と「スピ

ード」、そして「適応力」をもって、本質的な成果を追及。息の長い取引（出展時だ

けの一時期の取引ではない）を実現する 

 

【目標 ３】地域に長く根差す商いの支援 

海南市・海南商工会議所との連携支援の結果、小売業・サービス業の新規創業者は増加

傾向であるが、事業承継案件とともに補助金ありきではない創業（経営）計画・序業承継

（経営）計画が本質である。 

また、創業者を増やすこと、事業承継者を増やすことだけではなく、創業期から成長・

成熟期へ向うライフサイクル、転換期・衰退期から新規事業展開・業態転換・第二創業・

事業再生・事業引継ぎなどの選択肢を念頭に、円滑な事業継続のために限られた経営資源

の分配と蓄積を考えたフォローアップ支援により困難を乗り越えて地域に長く根差す事

業を実現する。 

 

  ⇒目標３ 達成のための方針 

 ① 産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けている海南市と共

同で、「創業セミナー」（年５回）を実施している。セミナー等で学んだことは、時を

経ても復習する機会を提供しながら、伴走型支援を行う 
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 ② 事業承継案件については、入念な準備と承継後の支援は非常に長いスパンが必要

であり、円滑な承継後も経営計画のＰＤＣＡを実行。創業者においても同様に、経営

資源の分配と蓄積を考えたフォローアップを行う。 

 

③ 事業主には、「事業の魅力（資産価値）の掘り起こし」「新規取引先の確保」「安定的

な収益」「継続的な取引」を『見える化』に向けて経営プランを提示または共に考え

た、フォローアップを定期的に実施し、「自立した真の経営者」への成長を促す。 

 

【目標 ４】「バイローカル」の理念のもと「関係人口の創出」による地域の活性化 

多くの小規模事業者は、域内で事業を展開しているため、インフラ面としての地域活性

化が必須である。地元の商店で買うことが良質な商いを育て、地域の魅力を増すことに繋

がる「バイローカル」の理念のもと、農林水産業や商工業など産間の連携等による「関係

人口の創出」を実現に向けて、海南市や関係支援機関とともに取り組む。 

 

  ⇒目標４ 達成のための方針 

① 当市における「地酒」（海南市お菓子の振興に関する条例」の成立）や、地場の農産

品等を活用した食品・飲食事業者による「お菓子のまち海南」（「海南市お菓子の振興

に関する条例」成立）どのロールモデルをベースに、地域の商店（商店街）を初め、

小売業・サービス業等の小規模事業者での「バイローカル」の方向性共有を進める。 

 

②「バイローカル」を実現するため、「目標 １」の方針を組み合わせて、「事業の魅力

（資産価値）の掘り起こし」による差別化・付加価値の創造を促進する 

 

③ 同業他社の連携を促進による「関係人口」（人づくり）の醸成をさらに促進し、シェ

アオフィス・民泊などの新たな事業の創出などの相乗・波及効果も視野としたにぎわ

いの創出や共同施設の維持を支援。関連機関と意識の共有を図りながら地域がより魅

力的になる持続的好循環を念頭とした経営支援を行う。 

 

【目標 ５】観光客の回遊促進・地域店舗の利用促進による賑わい創出 

海南市・海南商工会議所・紀州漆器協同組合等が協働で企画する「紀州漆器を活用した

黒江ブランドの構築」プロジェクトへの参画・支援を通じた取り組みを実施する、 

本市が誇る伝統工芸品「紀州漆器」の魅力を情報発信し、併せて産地である黒江地区の

魅力を紹介するツールの開発や、来訪者が漆器と共に過ごせる民泊の誘致・整備を行い、

漆器産業の後継者育成と紀州漆器の新たな販路開拓及び黒江地区の交流人口増加を目的

とした事業へ小規模事業者の参画を進めるとともに、小規模事業者オリジナルサービス

「体験プログラム」の策定支援を実施。観光客を顧客として取り込めることを目標に支援

する。 

 

⇒目標５ 達成のための方針 

① 小規模事業者の隠れた魅力を掘り起こし、オリジナルの体験プログラムを策定。大手

旅行会社などの観光誘引力の高い事業者の協力等も得て広く発信し、域内における観光

客の回遊促進・地域店舗の利用促進を実現する「息の長い」新サービスを推進し、観光

客の固定化（口コミ効果による更なる新規顧客獲得）を目指す 

 

② 問題点・課題などを整理・洗い出しの上、紀州漆器業界の小規模事業者や地域のデザ

イナー等のマッチングを進め「紀州漆器 黒江の町の『みやげ商品』の開発などにも支
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援範囲を広げ、後継者不足に悩む紀州漆器業界の職人育成にも関係機関との協力を得な

がら支援する。 

 

③ 黒江地域を基本ベースに、漆器と共に過ごせる民泊の誘致・整備を実現し、インフラ

面としての地域活性化が必須である小規模事業者にも、新商品・新サービス開発、事業

の見直しに取り組む契機とし、持続的な収益ＵＰを目指す。 

 

 

【目標 ６】小規模事業者支援体制の強化 

小規模事業者の支援にあたっては、経営指導員をはじめ全職員の資質向上が必須である。

そのため、実践での経験・ノウハウ・情報を共有する体系的な仕組みを構築し、組織全体と

しての支援力向上を図ることを目標とする。 

 

⇒目標６ 達成のための方針 

支援能力のバラツキを解消するために、OJT とノウハウの共有を図る仕組みを構築する。

OFF-JTの研修会にも積極的に参加し、所内で情報等を共有する。さらには、専門家派遣の

際には必ず同行し、専門家の指導等のエッセンス・ノウハウ等を吸収し、スキルを向上さ

せる。これらを体系的に実施し、職員の資質向上を図り、属人的とせず組織全体としての

支援力向上に取り組む。 

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（令和２年４月１日～ 令和７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 

２,地域経済の動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

「現状」当所では現在、全国３３６商工会議所（２０１９年４月現在）が行う日本商工会

議所「LOBO 調査（早期景気観測）」を実施し、毎月 1日発行の会報誌に調査結果

を掲載。また指導員等が相談時に調査結果を活用している。 

    また、平成 29 年に、地域経済動向レポート（冊子）を作成し、広く活用をおこ

なったが、それ以降新たなレポートは作成していない。 

 

「課題」会報が届かない非会員の小規模事業者への周知が不足している問題があり、会員

事業所も含めたより多くの小規模事業者に活用いただく機会を提供することが

課題となっている。また、経営指導員等が個別案件毎に「ＲＥＳＡＳ」等を活用

し支援も行っているが、経営判断に用いることが可能なデータへと処理していく

プロセス・文化を支援先に根付かる段階までに至っておらず、小規模事業者が自

律的かつ継続的に活用できるよう育成することが課題となっている。 

（２）事業内容 

① 国が提供するビッグデータの活用 

小規模事業者が事業をするうえで、地域の現状（経営環境）を把握することは極めて

重要である。当所において限られたマンパワーや政策資源を「真に稼げる産業や小規模

事業者」に対し集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員・経営支援
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員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用。さらに、平成 30年４月に開所さ

れた「和歌山県データ利活用推進センター」（総務省統計局）の協力を得てより有用性

の高い分析を実施し、年１回公表する。 

【分析手法】 ・「地域経済循環マップ・生産分析」   →何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-to 分析」 →人の動き等を分析 

・「産業構造マップ」                 →産業の現状等を分析 

             ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 
「和歌山県データ利活用推進センター」事業 

 

② 管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、日本商工会議所「LOBO 調

査（早期景気観測）」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向等につ

いて、年４回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者 30 社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービ

ス業・飲食サービス業から 5社ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

【分析手法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う 

 

（３）成果の活用 

○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。

特に、会員・非会員に関わらず小規模事業者に周知できるようＳＮＳ等も最大限活用

して行う。 

○経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。特に、経営判断に用いることが可

能なデータへと処理していくプロセス・文化を支援先に根付かる段階を目指し小規模

事業者が自律的かつ継続的に活用できるよう育成を行う。 

 

（４）目標 

 

 現行 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①公表回数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 

※独自調査

を入れたも

の 

― ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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３,経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

「現状」現在、巡回訪問、窓口相談において、小規模事業者の経営についてのヒアリング

を実施している。 しかし、事業者の課題をヒアリングすることが中心となって

おり、マル経融資など融資制度活用時や各種補助金申請の際には、「ローカルベ

ンチマーク」を活用した経営分析も行っているが経営状況を網羅的に分析するま

でには至っていない。 

「課題」小規模事業者が自社の魅力（強み）を活かした経営をするためには、事業者ごと

に「強みとなる経 営資源（ヒト・モノ・ノウハウ等）」を活用しなければならな

い。しかし、多くの事業者は「強みとなる経営資源」を認知しておらず、活用で

きていないという現状がある。また経営分析においては「定量的」なものに偏っ

たイメージも強く、小規模事業者自らが分析を希望し取り組もうとする意識は低

く、経営指導員・経営指導員のスキルの差がでづらいように、統一のフォーマッ

ト活用が重要であると同時に、分析結果は、その先の事業計画策定・利益・収益

の向上を実現するものとなるよう伴走支援を行うことが課題となっている。 

（２）事業内容 

①経営状況を分析する事業者の掘り起こし 

現状、経営分析は金融相談、補助金申請、経営革新計画策定時などの実施時に留まっ

ており、経営分析自体を目的とした掘り起こしは実施していなかった。そこで、今後は

巡回訪問、決算指導、金融相談、税務記帳指導、経営セミナー開催時などに、事業者に

経営分析の必要性を訴求する。さらに、当所 ＷＥＢサイトで以下の経営分析サービスに

ついて公示する。 

   ②経営状況分析のキッカケ作り 

多くの小規模事業者は経営分析の経験がなく、「経営分析とはなにか」を理解していな

い。そこで、経営分析の前段階として、経営分析のキッカケ作りとなる「経営分析セミ

ナー」を開催する。簡易な経営分析およびそのフィードバックを実施。そこで、詳細の

分析を提案し、さらに深掘りした分析に興味がある事業者に対し、詳細分析（＝経営分

析）を実施する。 

   ③経営分析のツールとして新たに経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」を導入し『経済・

需要動向調査』『経営状況の分析』『事業計画策定支援』のみならず、経営発達支援事業

の円滑な実施に向けた『組織内での支援能力向上』および『支援ノウハウを組織内で共

有する体制の構築』を行い、分析結果は、その先の事業計画策定・利益・収益の向上を

実現するものとなるよう伴走支援を実現する、 

（３）成果の活用 

○分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。  

○分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活

用する。 

（４）目標 

 

 現行 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①セミナー 

開催件数 
― ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 

②分析件数 

※経営指導

員一人当た

り 

２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 
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４, 事業計画策定の支援に関すること 

（１）現状と課題

「現状」金融相談や補助金申請時の際の事業計画策定サポートも多く、事業計画策定の重

要性を小規模事業者に理解いただく機会は少なくなっている。 

「課題」事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、経営分析⇒事業計画

策定への連動性に欠けている。さらに踏み込んで「ビジネスモデル（事業構造）」

の再構築にまで深堀し、どのような価値を付加して利益・収益に繋げていくなの

成果を突き詰めていく必要がある。 

（２）支援に対する考え方

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や

意識変化を促せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫し、

するなどにより、２．で経営分析を行った事業者の５割程度、１０件／年の事業計画策定

を目指す。 併せて、持続化補助金やものづくり補助金・経営革新計画・事業承継計画の

申請を契機として経営計画の策定を目指す事業者の中から、実現可能性の高いものを選定

し、「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及び「需要動向調査」を踏まえた事業計

画の策定に繋げる。 

（３）事業内容

①経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催

②事業計画の策定

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付

き、外部専門家も交えて確実に事業計画の策定に繋げていく。 

※近年多発する自然災害等に対し、小規模事業者の防災・減災に対する意識高揚のため、「事

業継続力強化計画」の策定支援も併せて行う。

（４）目標 （経営指導員一人当たり） ※創業計画策定後サポート「含まない」

い 

現行 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①セミナー

開催件数
２回 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 

②事業計画

策定件数

※経営指導

員・経営支援

員一人当た

り

１８件 １８件 １８件 １８件 １８件 １８件 
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５, 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

「現状」事業計画策定後のフォローアップは緊密に実行しているが場当たり的な支援や、 

事業計画の形骸化などの問題が生じてもいる。 

「課題」事業計画のＰＤＣＡ サイクルを当所が伴走型で支援することにより、計画の実

施で成果をあげ る。また、ＰＤＣＡサイクルをまわすことを事業者に定着させ、

将来の自立経営に繋げる。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪

問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らし

ても支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

具体的には、事業計画策定２０社（※創業者含む）うち、５社は毎月１回、１０社は

年４回、他の５社については年２回とする。ただし、事業者からの申出等により、臨機応

変に対応する。 

なお、フォローアップの際に顕在化した計画進捗のズレなど、事業者の経営課題に対

し、基本的には、担当する経営指導員が対応する。しかし、個別で対応すると、最適な課

題解決策を提示できているかの客観的な判断ができない。そこで、フォローアップの状況

を「経営指導員会議」で共有し、他の指導員の意見も収集する。これにより、事業者へよ

りよい解決策を提示する。専門的な課題が発生した場合は、商工会議所専門家派遣制度やミ

ラサポ等の登録専門家の派遣、和歌山県よろず支援拠点のコーディネーター等の専門家を活

用。第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生 要因及び今後の対応方策を検討のうえ、フ

ォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

（３）目標  （経営指導員一人当たり） ※創業計画策定後サポート「含む」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

フォローア

ップ  対象

事業者数 

２０件 ２０件 ２０件件 ２０件 ２０件 ２０件 

頻度（延回

数）年平均

４回 

１１０ １１０ １１０ １１０ １１０ １１０ 

売 上 増 加 

事業者数 
５件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

利益率５％

以上増加の

事業者数 

３件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 
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６, 需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

「現状」 マーケットインの考え方を浸透させるため、経営指導員各自がインターネット

や専門書籍などから入手した情報基に提供・活用をしている。 

「課題」 小規模事業者は「プロダクトアウト」（好きなものをつくる・売れるだろうと

推測をもってつくる）の志向が比較的強い。良い製品・商品をつくる視点はもち

ろん重要で間違いではないが、リスクの大きさにも気付いていない場合が多く需

要動向調査の必要性とともに、小規模事業者に嫌われることがあったとしても消

費者ニーズとのミスマッチを起こさないよう中長期的な視点から指導を実施・継

続していくことも課題となっている。 

 

（２）事業内容 

① 海南こだわりブランド認定品などを中心とした首都圏等でのテストマーケティングに

よるニーズ調査を実施。こだわりの商品の更なるブラッシュアップにつなげる。 

 

【サンプル数】   来客２００名 

【調査手段・手法】 東京日本橋・和歌山県等が運営する「紀州館」でのテストマーケテ

ィングを実施、試食や体験を通じて、小規模事業者及び経営指導員が聞き取りの上、ア

ンケート表へ記入する、 

【分析手段・手法】 調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつ 

つ、経営指導員等が分析を行う。  

【調査項目】①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ  

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該飲食店に直接説明する形でフィード 

バックし、更なる改良等を行う。  

 

② プレスリリースセミナーを経た「合同記者発表会」を企画。集まったメディアにアン

ケート調査を実施し、消費者と違った角度からの意見を募り、商品のブラッシュアップ

につなげる。 

【サンプル数】 メディア１０社 

【調査手段・手法】 合同記者発表会終了後、アンケート調査を実施。 

【分析手段・手法】 調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつ 

つ、経営指導員等が分析を行う。  

【調査項目】①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ  

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該飲食店に直接説明する形でフィード 

バックし、更なる改良等を行う。 

（３）目標 

 

 

 

 現行 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①調査対象

事業者数 

 

６社 ８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

②調査対象

事業者数 

 

８社 ８社 ８社 ８社 ８社 ８社 
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７, 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

「現状」 知名度・誘因力・集客力のある旅行専門誌事業を主体とする「じゃらん」（株式

会社リクルートライフスタイル）と連携し、リーフレット「ご当地じゃらん」（地域小規模事

業者へ新たな需要・販路を呼び込むバージョン）及び同ＷＥＢ用デジタルパンフレットを作

成し、媒体を見たターゲットの「行動」に繋げるものとして事業を実施。 

従来の単なる観光案内リーフレットではない、複数の小規模事業者が一体となり、当所支

援に基づき掘り起こした（また今後掘り起こす）隠れた強み・魅力を盛り込んだ、『体験プロ

グラム』や『新商品』の開発を支援し、新規顧客獲得・利益・収益ＵＰなどの成果が表れて

きた。 

「課題」新たに参画する小規模事業者の掘り起こしを継続し、より大きな波及効果を目指

すことが重要である。 

 

（２）事業内容 

①「海南市じゃらん」製作・発信。体験プログラム+新商品開発・ブラッシュアップによる

新たな需要の開拓支援 

体験受け入れが厳しい等の理由により体験プログラムや新商品開発に至らない小規模事業

者には、商品やサービス（例：飲食店の既存メニューや製造業の製品・商品等）のブラッシ

ュアップを実施し、リーフレット及びデジタルパンフレットに掲載し、広くＰＲすることで

新たな需要の開拓を実現し、近々の売上の増加や利益の確保に寄与することを目的とする。 

 

（３）リーフレット作成予定部数  １７,０００部 

 

（４）掲載事業者の選定方法と掲載事業者数 

当所会報で募集。非会員事業所については、当所 WEBサイト・ＦＢサイト及び海南市や和歌山

県よろず支援拠点等とも連携し広く事業を告知し参画事業者を募る。 

体験受け入れが厳しい等の理由により体験プログラムや新商品開発に至らない小規模事業

者にも、商品やサービス（例：飲食店の既存メニューや製造業の製品・商品等）のブラッシ

ュアップを実施し、「落ちこぼれ」がないようフォローアップを行い、２０社の掲載を目標と

する。 

 

（５）配布ターゲット 

第１ターゲットとして、特に近畿地方からの交流人口の呼び込みに向けて、全国のメディ

アや近畿圏内の旅行会社、市町村等観光課や観光協会・宿泊施設等（合計 450 件）等へプレ

スリリース（段階を経て２回）を実施。 

第２ターゲットとして、近畿圏内商工会議所や商工会（合計 200 件）へ発信し、体験プロ

グラム等の「視察研修」による団体客を呼び込めるよう発信（１回）する。 

第３ターゲットとして、地元及び周辺地域（和歌山県内等）の各スポット（駅・道の駅・

観光地等）にもリーフレットを設置。設置には、参画する小規模事業者（３０社）のネット

ワーク等を活用し小規模事業者「自ら」が交渉等を行い広くＰＲする。 

また、「デジタルパンフレット」や各事業者のＷＥＢサイト・ＳＮＳ等もフルに活用し、イ

ンタネット上においても、「じゃらん」と連携し、「じゃらんＷＥＢ」サイトでの「体験プロ

グラム申し込みページ（掲載無料）」も活用し広くＰＲを行う。 

 

（６）目標 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

「現状」 

 全国の地方都市と同様に、当市でも商店街の空き店舗の増加や事業主の高齢化による廃業、

若年層の都市部への流出など、地域の活力は年々減退しており、１０年先の地域経済活性化

に対する希望的要素も少ない。 

 

「課題」 

 海南商工会議所も本市と協力・連携し、地域活性化に向けたイベント等への参画・協力を行

っているが、イベント自体が一過性で小規模なものも多く、一時的には効力が発生するもの

の、町全体としての活性化が図れていない。 

 また、本市には隠れた観光スポットが存在するものの、特色ある土産物などもなく、近隣観

光地への通過点になってしまっている。 

 

（２）事業内容 

①本市への企業誘致及び地元雇用増加に係る事業への支援 

 本市における企業の立地と事業規模の拡大を促進するための「本市企業立地促進条例」が令和

元年７月から制度開始されたことに伴い、本市への企業誘致活動の支援及び地元雇用の増加に寄

与する事業の広報活動及び支援を実施する。 

 

②若手青年連携団体が実施する地域経済活性化事業への参画・支援 

   ＪＡながみね（農協若手職員）、本市４Ｈクラブ（農

業若手従事者）、紀州漆器協同組合青年部、海南特産

家庭用品協同組合青年部、一般社団法人海南青年会議

所、本市職員組合（若手職員）、海南商工会議所青年

部等で構成する海南青年団体連絡会議の事務局を当

所が担い、各団体で実施している事業への参画呼びか

けや、会議中に提案される地域活性化に向けた事業に

ついて参画、支援を行う。 

 

 

 

③鈴木屋敷 再生・復元プロジェクトへの参画 

「鈴木屋敷」は、全国１８２万人と言われる「鈴木」姓のルーツであり、関係人口と交流人口

の増加が大いに期待できる地域資源である。 

 現行 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

①参画事業

者数 

 

２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 

利益率５％

以上増加の

事業者数 

１０件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 

海南青年団体協議会連絡会議 会議の様子 
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当所も参画する「鈴木屋敷復元の会」を中心

に、市と協力し、市民も巻き込んだ「オール海

南」の取り組みとして全国発信していくことで、

鈴木屋敷の再生・復元費用の確保と、屋敷を活

用した事業展開により「蟻の熊理詣」といわれ

た往時の賑わいを取り戻すことを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「紀州漆器を活用した黒江ブランドの構築」プロジェクトへの参画・支援 

本市が誇る伝統工芸品「紀州漆器」の魅力を情報発信し、併せて産地である黒江地区の魅力を

紹介するツールの開発や、来訪者が漆器と共に過ごせるゲストハウスの整備を行い、漆器産業の

後継者育成と紀州漆器の新たな販路開拓及び黒江地区の交流人口増加を目的とした事業への参

加及び支援を行う。 

 

【３つの柱による取組】 

（1)漆器産業の後継者育成と販路開拓  

①町ぐるみで取り組む漆器職人の育成 

・伝統工芸士による伝統技術の継承を体制的にバックアップし、後継者を育成 

・後継者が廃れた木地職人について、他産地の熟練講師を招へいし技術の習得を行う 

・大都市圏での移住・定住フェアに参加し、後継者となる移住・定住者を募集 

②紀州漆器を世界に発信 

・ＳＮＳを活用し、商品や展示品、漆器の魅力やイベントなどを発信 

・紀州漆器や黒江の歴史などを紹介する日文・英文冊子やＰＲ動画を活用し、 

国内外にむけて情報発信 

(2)「行ってみたい町、黒江」の創造  

①漆器の町・黒江を知る、楽しむコンテンツの充実 

・イベント：紀州漆器まつり、下駄市、黒江めった祭り、こみちあるき 

・体  験：蒔絵、根来塗研ぎ出し、下駄づくり、着物で町歩き 

・セミナー：黒江の歴史・文化・芸術を伝える小勉強会 

・おもてなし：語り部によるまちなか案内、観光アプリの提供、地元自治会による無料休憩所

の設置や壺焼き芋の販売など 

②漆器の町・黒江にちなんだ土産の開発・販売 

・地元事業者と協力し、漆器をイメージさせるスイーツや、飲食後に持ち帰れる器やカトラリ

ーなど黒江にちなんだ土産品を開発・販売 

・土産としてだけではなく、ふるさと納税返礼品等様々な販路を開拓 

(3)漆器と共に過ごすゲストハウスの整備  

現在の鈴木屋敷 
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①古民家を活用した「漆器を身近に感じる」ゲストハウス作り 

・漆器の器で提供する地元食材を利用した料理や、漆アートをちりばめた装飾など、漆器の

魅力を感じながら過ごせるゲストハウスの整備、運営 

②黒江の町を再生するためのリノベーションワークショップ開催 

・黒江地区内の空き家を活用したゲストハウスや店舗を増やすため空き家再生リノベーショ

ンワークショップを開催 

・継続的なリノベーションワークショップ開催に向け、受講者が講師となって活躍できる体

制の構築 

 

 

 

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り組み 

 
９．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）現状と課題 

［現状］公益財団法人わかやま産業振興財団・和歌山県よろず支援拠点・和歌山県事業引継

ぎ支援センター・近畿税理士会海南支部・和歌山県社会保険労務士会海南支部など各支援機

関や地域金融機関とは、担当者レベルでは緊密な連携とり、小規模事業者支援に繋げている。 

［課題］時代の流れが日々変わる中、組織としての継続的連携・ノウハウの共有は必須とな

っている。 

 

（２）事業内容 

①海南市を中心にその他関係機関と連携し、それぞれの地域の小規模事業者を中心とした

事業所ニーズ調査・経済動向調査を行うと同時に、その当地域のニーズ・支援状況及び

ノウハウ等の共有・情報交換会を年３回行い、新たな需要等の開拓を進める基盤の構 築

を行う。  

 

②（公財）わかやま産業振興財団が窓口となる「わかやま中小企業元気ファンド」「創業

補助」など各種支援制度の情報と支援ノウハウを、担当者レベルで情報交換を濃密に 行

うとともに「和歌山県よろず支援拠点」と連携し、当地域のニーズ・支援状況及びノ ウ

ハウ等の情報交換を行い、新たな需要等の開拓を進める基盤の構築を行う  

 

③ 管内金融機関等と連携して「支店長との会議」を新たに開催し、支援ノウハウ・支援 の

現状等の情報交換を年２回行うことで、積極的な連携を構築する。 

 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上に関すること 

（１）現状と課題 

「現状」 

経営指導員の資質向上のため、和歌山商工会議所（県内商工会議所研修担当会議所）・和歌

山県商工会連合会が主催する経営指導員研修会や中小企業基盤整備機構が主催する中小企業

大学校や各専門コースへの派遣、各関係団体や行政が主催する各種説明会・セミナーなどに参

加している。 
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「課題」 

研修等で受けた内容及び資料については、参加できなかった職員へのフィードバックとして

所内で回覧し、情報の共有化を図っているが個々によりその資料から読み取れる情報にバラツ

キがあった。また、各研修に参加できる人員も当所のような小規模な会議所では限られている。 

 

「事業内容」 

 日本商工会議所・和歌山商工会議所（県内商工会議所研修担当会議所）・和歌山県商工会連

合会が主催する研修会への参加 

対象 経営指導員・経営支援員・一般職員（研修内容により） 

内容 研修すべての内容が経営改善普及事業に係る各専門家からの講義座学・グループワ

ークになっており、経営指導員だけではなく一般職員も参加できる機会を作り資質

の向上に努める。 

中小企業基盤整備機構・国や各関係団体が主催する研修会への参加 

対象 経営指導員及び経営支援員 

内容 経営指導員の基礎的資質の習得のため中小企業大学校・各専門コースへ参加する。 

 

国や各関係団体が主催する研修会への参加 

対象 経営指導員及び経営支援員 

目標 各種補助金制度や税の制度改正などの専門的なセミナーへ参加すると共に、事業所

へ周知するための情報収集も行う。 

 

スーパーバイザー事業への参加  

経験の浅い指導員を対象に実施されているスーパーバイザー事業に積極的に職員を参加

させ、専門家の現場での指導方法を吸収し、その後のＯＪＴ制度によりスキルアップを図る。 

ＯＪＴ制度支援経験が豊富な経営指導員と経験が浅い経営指導員や経営支援員・一般職員が

二人組となり、巡回指導や窓口相談時を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体の支援

能力向上を図る。 

データベース化  

経営指導員がカルテシステム等に支援内容を適時・適切に入力し、担当経営指導員が不在

の際にもその小規模事業者の状況が職員全員で共有できるようにするため、データベース化

の強化を図る。 

 

 

１１．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 

（１）現状と課題 

「現状」 

毎年度、経営発達事業の実施状況及びその成果について、評価・検証を行う、外部有識者

会議を開催し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示等を行っている。 

 

（２）事業内容 

毎年度ごとに海南商工会議所経営発達検証委員会を開催。和歌山県・海南市及び外部裕指

揮い者（中小企業診断士）を委員に招き、事業の結果報告を行った上、評価と見直しの方針

を決定している。 

   また、その結果を落とし込んだ事業計画を毎年１回、正副会頭会議で報告し承認を受けた

上で、次年度の事業に反映させ実行している。 
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本事業の成果・評価・見直しの結果などについては、当所ホームページにて事業計画期間

中に公表している。 
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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 

（令和元年１１月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支

援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

事務局全体組織図 

 

まちづくり部産業振興課課長

担当職員１名

経営発達支援計画検証委員会

随行状況チェック及び

成果の評価と見直しの提示

・経営発達支援事業

・地域経済活性化に関する事業

・支援力向上のための取り組み

支援

県・市・金融機関等

支援関係団体

連携

管内小規模事業者

相談

事務局長

海南商工会議所 海南市

一般職員

総務課長（法定経営指導員）

〃

〃

〃

〃

専務理事

経営指導員（相談事業課課長）

中小企業相談所

経営指導員

記帳指導職員

記帳指導職員

経営支援員

経営支援員

経営指導員

総務課

 
経営指導員３名・経営支援員 2名が中心となって地域の小規模事業者の経営発達支援を実施。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導

員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   ■氏 名：荻野 博史 

  ■連絡先：海南商工会議所 （中小企業相談所（相談事業課）） 

     電話番号  ０７３―４８２―４３６３ 

     ＦＡＸ番号 ０７３―４８２―７３７０ 

     ｅ－ｍａｉｌ：info@kainan-cci.or.jp 
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②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等）

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。

日本商工会議所・各行政等が主催する各種施策説明会へ参加した際には、随時ミーティングを実

施。経験の比較的浅い経営指導員には、事業所への同行を実施するなど指導スキルの平準化を図る。 

また、一か月に１回、各事業・数値目標の進捗・達成状況についてミーティングを行う。 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会議所

〒642-0002 

和歌山県海南市日方１２９４－１８ 

海南商工会議所 

  電話番号 ０７３－４８２－４３６３ 

 メールアドレス info@kainan-cci.or.jp 

②関係市町村

〒642-0017 

和歌山県海南市南赤坂１１ 

海南市まちづくり部産業振興課 

電話番号 ０７３－４８３－８４６０ 

メールアドレス sangyosinko@city.kainan.lg.jp

（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） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 10,950 11,300 13,150 13,400 14,000 

商工業振興費

( ブ ラ ン ド 発

掘・販売促進支

援・観光振興関

連) 

部会活動費 

(地場産業イベ

ント開催費・食

品等新メニュ

ー開発費)

講習会開催費

(セミナー・説

明会等)

8,150 

600 

900 

8,500 

600 

800 

10,800 

800 

1,000 

11,000 

800 

1,000 

11,500 

700 

1,100 



３０ 

需要動向等調

査費) 

300 400 550 600 700 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金・和歌山県補助金・海南市補助金・当所一般会計及び相談所会計事業費・受益者負担金等 

（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 










