
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
御坊商工会議所（法人番号 3170005004332） 

御坊市   （地方公共団体コード 302058） 

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）小規模事業者と積極的にコミュニケーションを取り信頼関係を構築する。その

結果、事業の持続化に向けた、経営の安定と強化を図る取り組みを支援する。  

（２）小規模事業者の需要の開拓に向けた取り組みを全面的に支援することで、売

上・粗利益アップを図る。売上アップ等により小規模事業者に「ヤル気・勇気・

自信」を植え付ける 

（３）観光客の誘致や地域に賑わいを創出することで、小規模事業者の販路開拓に寄

与することはもちろん、地域の人達を元気にしたい。 

（４）職員の経営支援力の強化を積極的に図ることで、小規模事業者に対してより高

度で内容の濃い支援を展開して行きたい。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向の調査に関すること 

地域の統計データや RESAS、小規模事業振興委員から得た情報を整理、分析して調

査結果を事業者に提供するとともに、分析した情報を当所ＨＰで広く周知する。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者が持っている経営資源（強み）や財務内容を分析することで、現在の立

ち位置を気付かせ、効果的で実現可能な事業計画策定に繋げていく。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営指導員等が対話を通じて信頼関係を構築し、事業計画策定に積極的に関与する

ことで、売上アップに繋がる効果的な事業計画策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること  

経営指導員等がアクション管理を行うことにより、策定した事業計画を実施するための

支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

各種展示会において、来場者（バイヤーや一般客）にアンケート調査を行い、需要動

向を把握することで、商品をブラッシュアップして、「売れる商品」にする。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会出展やＩＴ活用、メディア戦略により、新たな需要の開拓を積極的に支援して、

小規模事業者の売上アップ、粗利益率の増加を図る。 

 

Ⅱ．地域の活性化に資する取組み 

  寺内町などの地域の観光資源を有効活用して地域の活性化に向けた取組みを御

坊市はもちろん、各支援機関と共に検討し、その検討策を実行に移していくこと

で、観光客の誘致に繋げて行きたい。さらに「ごぼう商工祭」や「きのくにロボ

ットフェスティバル」を通じて、地域に賑わいを創出して行きたい。 

連絡先 

御坊商工会議所 中小企業相談所 

〒644-0002 和歌山県御坊市薗 350-28  

電話番号：0738-22-1008  ＦＡＸ番号：0738-23-1245 

メールアドレス info@gobo-cci.or.jp 

御坊市 商工振興課 
〒644-0002 和歌山県御坊市薗 350 
電話番号 0738-23-5531  ＦＡＸ番号 0738-23-5848  

メールアドレス syoukou@city.gobo.lg.jp 
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 （御坊祭りの風景） 

（紀州鉄道） 

（別表１） 

経営発達支援計画 

１．経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）御坊市の現状と課題 
①御坊市の概要 

紀伊半島海岸部のほぼ中央（県庁所在地の

和歌山市までは、車で約１時間）、日高川の

河口部に位置する。東西約 8.4 ㎞、南北約

16.3 ㎞で、南北に細長く、海・山・川の自

然に囲まれている。 

文禄 4 年（1595 年）に本願寺別院が建立

され、本市はこの別院を中心に発展した町を

核としている。この別院が「日高御坊」と称

され、市名の由来となっている。 

歴史文化に目を向けると、奈良の東大寺の

大仏殿を建立された、聖武天皇のご生母「宮

子姫」の生誕の地であり、宮子姫伝説は古の

ロマンを彷彿させている。 

御坊市ゆかりの偉人としては、昭和 39 年の

東京オリンピック招致に尽力した、日系 2 世

の「和田勇」氏が御坊市第 1 号名誉市民とし

て顕彰された。 

1928 年に開通したＪＲ御坊駅から西御坊

駅までの全長約 2.7キロを走る「紀州鉄道」

は、日本一短いローカル私鉄として、御坊市民に親しま

れている。 

数多い祭りの中でも 10 月 4・5 日に開催される「御

坊祭」は、御坊・日高地方最大のお祭である。御坊の市

街地を沢山の屋台や四つ太鼓が練り歩く。昔から「人を

見たけりゃ御坊祭」と謳われたほど、当日は大勢の見物

客が訪れる。 

基幹産業である農業は温暖な気候を生かし、米や野

菜、花の栽培が盛んでスターチスやカスミソウは全国で

も有数の産地となっている。 

商工業において、古くは、日高川上流で産する木材の集

散地として、製材・製紙業が盛んだった時代もあった。し

かし、ＪＲ紀勢線の開通や道路の利便性向上により、大型

トラックの輸送網が発達。結果的に木材関連業は衰退し

た。現在、卸・小売・サービス業が管内の事業所の大半を

占めている。工業関連では、プラスチック関連業や古くか

らの醤油・味噌の醸造所、工業団地には企業誘致による化

学・金属部品工場などが稼働している。 

近年は、高速道路の整備により京阪神地域との交通アク

セスが飛躍的に向上した反面、大型商業施設の立地や県外

への買い物客が急激に増加しており、地元商店での購買力が急速に低下している。 

紀伊半島 御坊市のマップ 
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  ②御坊市の人口  

御坊市の人口は、平成 28 年には 24,950 人あったが、現在、約 23,400 人となり（1,550 人減

少）、大幅に減少している。65歳以上の割合が、全体の 30％を超えており、高齢化率が非常に高

い。男女ともに、10 代から 20 代の多くの若者が進学や就職、結婚等を機に大阪を中心とした大

都市圏や近隣市町に転出し、その後も御坊市へ戻ってこない。また若いファミリー層が、住宅取

得の際に市外に流出する傾向がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「御坊市の人口ビジ

ョン」によれば、2040年

には、21,362人になると

推計され、2010 年から

2040 年までに約 18％減

少する。 

2010 年から 2040 年ま

でを 4区分別に減少率を

みると、生産年齢人口

（15～64 歳）が 28.4％

減少。次いで年少人口（0

～14歳）10.0％、前期老

年人口（65～74 歳）が

9.0％減少すると予想される。尚、後期老年人口（74 歳～）に関しては、9.5％増加することが予

想され、高齢化が顕著に表れている。生産年齢人口の大幅な減少は、地域の活力の減少、更には小

規模事業者にとって、地域顧客の減少に直接結びつくため、大変厳しい現実を突きつけられている。 

 

 

 

 

 

平成 28年作成 
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③管内の産業構造 

当地域における、過去 10 年の産業構

造には目立った変化は無く、サービス業

及び卸売・小売業の占める割合が全体の

75％以上となっているのが特徴的であ

る。近年は、製材業が大きく衰退し、サ

ービス業の割合が増加している。特に飲

食店は増加している反面、1年待たずに

廃業するケースもある。また、美容院・

接骨院が開業するケースが増えており、

競争が激化している。市内の事業所全般

的に、地場産業としての確固たる地位が

確立されていない。そのため、家内工業的

な事業所が大半を占めている。 

 

 

 

 

（２）管内における主な産業別の現状と課題 
【商業（卸・小売業、サービス業）の現状】 

御坊市の商業は、主に御坊市を南北に走る

幹線道路（国道 42 号線）沿いの郊外型地域

と、かつて国道であった現在の商店街地域で

形成されていた。モータリゼーション化によ

り、一方通行の多い商店街地域は敬遠され、

商店街地域は衰退の一途をたどっている。代

わって、駐車スペースを確保できる、国道 42

号線沿い及び国道から東西に走る幹線道路

（県道 26 号線）沿いの郊外の地域が発展傾

向にある。平成 28 年には商店街地区に約 200

件のお店があったが、現在では、約 130件に

まで減少している。小売業では、衣類販売業

が大手メーカーや通信販売の影響により、

年々減少している。食料品小売業に関しても

市内にあるコンビニ（10店舗）や大手スーパ

ー（7店舗）の影響により減少傾向にある。 

サービス業の内、飲食店は市内に約 300社

あり、近年は増加傾向にあるものの、開業し

て直ぐに店を閉めるケースも多い。理美容に

関しては、理容の新規開業が皆無であるが、

美容の開業が多く競争が激化している。また、高速道路の南伸工事による、建設作業員の宿泊先

として、ビジネスホテル４社は稼働率が極めて良好である。 

 

 

 

 

 

統計ごぼう参照 

ｓ何章 

市内の主な商業地域 

Ｒ42 

商店街地域 

発展地域 
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セラミック加工のエントランス 

 
全自動麻雀卓 

 ペットボトルのリサイクルによる食器製品 

【商業（卸・小売業、サービス業）の課題】 

大型量販店の進出や大手資本のロードサイド店の進出により、地元の小規模事業者は衰退して

いる。特に中心市街地である、商店街地域の衰退は著しく、御坊市と連携して、空き店舗対策な

どの事業を実施しているものの、現在では店舗が住宅となる他、空き店舗の老朽化による解体が

増えており、商店街としての機能が失われつつある。 

地元商店街振興組合では、消費者の囲い込みのため、年間を通じて様々なイベントを開催して

いるが、個社の売上アップに直接繋がっていないのが現状である。 

現在の商店街振興支援では、商店街地域全体の底上げを図ることは容易ではない。今後は、個

社支援に重点を置いた、支援策に切り替えていく必要がある。 

 

【工業の現状】 

御坊市の工業は、現在、市の南部に位置する塩屋地区に

ある御坊工業団地（4 社）、日高港湾企業用地（2 件）、御

坊市島地区にある御坊プラスチック団地（3社）が主な工

業団地であり、工業団地には大きな工場が軒を連ねてい

る。日高川の下流域には、50 件以上の木材関連業があっ

たが、現在は 10件程にまで減少した。 

当地域ではプラスチック製品の製造が盛んであり（約

10社）、特に各種樹脂製品の製造とともに、全自動麻雀卓

の製造では、トップシェアを誇る大洋化学㈱がある。 

特殊機械メーカーとしては、全自動養鶏システムの製造

販売などで国産採卵養鶏機器のトップメーカーであるヨ

シダエルシス㈱や特殊ナットを製造している紀州ファス

ナー工業㈱など規模が小さくても技術力のある企業が市

内に点在している。食料品製造業に関しては、伝統のある

「味噌・醤油の醸造所」が 5 社あり、伝統の味を現在に伝

えている。 

製造品出荷額を見ても、平成 24 年 27,337 百万円から

平成 28 年には 31,232 百万円に増加しており、今後も増

加が見込まれており、他の業種に比べて将来の見通しが明

るい。 

近年は、市内の建築用セラミック加工業 3社が都市部の

大手ゼネコンから、注文を受け売上を伸ばしているのが特

徴的である。 

 

 

 

【工業の課題】 

キラリと光る事業所がある反面、御坊市内には、工業製品に関して地場産業と言える製品が少

ないのが課題である。また、比較的安価な給与水準のため、雇用の確保が難しく若者が定着しな

い。更に昨今の売り手市場の影響で若者の新規雇用が難しく、従業員の高齢化が進んでおり、特

に小規模事業者にとって、技術の継承が大きな課題である。 

今後は、産官学の連携による独自技術の育成や創出、高付加価値型産業への転換促進による競

争力強化を図る必要がある。更に個々の小規模事業者の強みとなる技術力やノウハウ、製品の魅

力を対外的にアピールする能力が不可欠である。 
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 （ＥＥパーク） 

 
（本願寺日高別院） 

【観光業の現状】 

御坊は豊かな自然に溢れており、体験型施設が多いの

が特徴である。日高川ふれあい水辺公園やオートキャン

プ場、日高港湾にある「ＥＥパーク※1」など、体験学

習型施設を整備して観光客誘致を推進している。特に昨

今のアウトドアブームの影響で、キャンプ場は、季節を

問わず利用客が増加傾向にある。 

「御坊寺内町」には、本願寺日高別院を中心にして、

江戸時代から明治・昭和へと時代の移り変わりを感じさ

せる街並みが今も色濃く残っており、散策スポットにな

っている。 

また、いちごやメロン狩りが楽しめる、観光農園に

は、収穫の季節になると都市部から大勢の観光客が訪れ

ている。 

 

 

 

      
 

 

 

 

【観光業の課題】 

①御坊市における、観光客入込状況によると、平成 29年には、約 22万人の観光客が訪れたが、

観光客の入込は年々減少傾向にある。観光客の内、日帰客が 17万人、宿泊客が 5万人となっ

ており、圧倒的に日帰客が多い。地域外からの観光客を誘致できる体制が整っていないため、

滞在型の観光客が少なく、宿泊客は周辺の自治体に滞在するケースが多い。 

②体験型施設や寺内町散策などの観光資源を、地域外に効果的にＰＲするための情報発信力が脆

弱である。そのため、地域の魅力を観光客に伝えきれず、観光資源を最大限に生かすことが出

来ていない。更に市内には地元の特産物等をＰＲできるような施設（道の駅など）が無く、や

はりソフト・ハード両面において、対策が必要であると考えている。 

今後、御坊市との連携強化はもちろん、御坊市単体でなく、周辺の自治体を巻き込んだ、観

光客誘致に係る、長期的な戦略を練る必要性がある。 

 

（３）管内における、小規模事業者の全体像 
  ①管内の小規模事業者数 

平成 28 年に 1,824 件あった事

業所が、令和元年には 1,639件と

185 件減少している。小規模事業

者においても 113 件減少してい

る。大きな特徴としては、管内事

業者数に占める小規模事業者の

割合が 80％を超えていることである。やはり、経営基盤の弱い小規模事業者を積極的に支援しな

ければ、今後も事業者数が減少することが予想される。 

 

②小規模事業者の全体像 

管内における小規模事業者の現状は、大型店の進出やネット通販による競争の激化、人口の減

 
管 内 

事業者数 

小規模 

事業者数 
小規模事業者

の占める割合 

Ｈ28年 1,824件 1,508件 82％ 

令和元年 1,639件 1,395件 85％ 

増減率 185件(10%)↓ 113件(7.5%)↓  

※１ EEパークでは新エネルギーを“見て、学んで、体感できる。 

ソーラーカーに乗ったり、新エネルギー立体図鑑＆探索ゲーム 

や御坊ギャラリーなど、楽しみながら学習することができる。 
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少・地元住民の高齢化による、消費マインドの低下や外部環境への対応の遅れ等々が複合的に作

用し、廃業を理由に小規模事業者の件数が大幅に減少している。 

小規模事業者へのヒヤリングによると、「売上・利益の減少」や「経営環境の変化への対応」

等を理由に、今後の事業継続・発展へのビジョンが抱けず、商売への情熱、モチベーションが低

下している。先行きが不透明な事業を継がすより、サラリーマンの方が後継者のためだと考えて

おり、自分の代で廃業を考えている小規模事業者が多い。 

後継者不在と言うよりは、胸を張って事業承継できるプラス材料（売上や利益確保ができる、

借入金が少ないなど）のある、小規模事業者が圧倒的に少ないのが当地域における大きな課題で

ある。 

 

 

４．小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
上記、小規模事業者を取り巻く環境や全体像を踏まえ、当所のビジョンとしては、小規模事業

者の個々の現状課題に応じて持続的発展を支援する「個社支援」と、小規模事業者の活躍の場で

ある、地域の活性化を目指す「面的支援」の両面から、10 年後を見据えて、地道にコツコツと

本計画を実施していく必要があると考えている。 

「個社支援」においては、ヤル気のある小規模事業はもちろん、事業継続に消極的な事業者に

対しても、積極的にコミュニケーションを取り、モチベーションを上げヤル気にさせることで、

当所の経営発達支事業による支援を推進して行きたい。1 年・2 年の結果で一喜一憂せず、事業

を長期間に渡り継続していく取り組みを小規模事業者とともに実践して、事業所の減少を最小限

に食い止めて行きたいと考えている。 

特に事業承継支援は、先代よりのバトンを後継者にしっかりと渡し、更に事業を発展、存続さ

せていくうえで、経営指導員等が重要な役割を担うことになる。重点項目として、特に力を入れ

て行きたい分野であると考えている。 

「面的支援」においては、今ある地域資源の魅力を最大限に活用・ＰＲして、観光客の誘致に

繋げて行きたい。そのためにも、効果的な情報発信を検討し、観光客の受け入れ体制を充実させ

て行きたい。御坊市はもちろん、周辺の自治体を巻き込んだ「オール御坊・日高」の観点から、

小規模事業者を支援して行きたい。また、地域に賑わいを創出する事業を毎年継続的に開催する

ことで、地域全体を明るく元気にして行きたい。 

 

御坊市の第 4 次総合計画には、「にぎわいと豊かさを創りだすまち」を産業振興におけるテー

マに掲げている。さらに商工業の発展のため、当所との連携を通じて、高齢化や情報化に対応し

た、新しい商品やサービスの創出に努めるなど「日常の暮らしに密着した」魅力ある街づくりを

推進するとしている。 

当所としても、地域の総合経済団体として、御坊市とスクラムを組んで、小規模事業者に対す

る支援を強化し、従来からの「受け身の事業者支援」から、積極的に事業所に働きかけて支援を

行う、「攻めの事業者支援」にシフトすることで、事業を継続し発展を続ける小規模事業者を、

少しでも多く次の 10年に残して行きたいと考えている。 

 

 

５．経営発達支援事業の目標 
   上記を踏まえ、地域の小規模事業者の持続的発展が地域経済の長期的な振興となるべく、以下

の目標を設定する。 

 

  ①小規模事業者と積極的にコミュニケーションを取り信頼関係を構築する。そして、事業の持続

化に向けた、経営の安定と強化を図るための取組み（経営発達支援事業）を積極的に行う。 
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   特に既存の事業所を存続させるため、事業承継支援を積極的に展開する。経営指導員等が、事

業主と後継者とのパイプ役となり、円滑な事業承継を促進する。 

   

②小規模事業者の需要の開拓に向けた取り組みを全面的に支援することで、売上・粗利益アップ

を図る。売上アップ等による成功体験を積み上げることで小規模事業者に「ヤル気・勇気・自

信」を植え付ける。 

 

③観光客には、「御坊に来て良かった。楽しかった、また来たい」と実感してもらいたい。「100

人が1回訪れる町ではなく、1人が100回訪れる町」を目標にして、観光客誘致の取り組みを実

践する。さらに地域に賑わいを創出することで、小規模事業者の販路開拓に寄与することはも

ちろん、地域の人達を元気にする。 

 

④職員の経営支援力の強化を積極的に推進することで、小規模事業者に対してより高度で内容の

濃い支援を展開する。 

 
⑤数値目標（経営発達支援事業の内容より抜粋） 

２．地域の経済動向調査に関すること 

①統計データ等の分析結果の公表回数（年間） 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

統計データ（御坊市） - 1回 1回 1回 1回 1回 

指標から見た和歌山県の姿（和歌山県） - 1回 1回 1回 1回 1回 

業務月報（ハローワーク） - 2回 2回 2回 2回 2回 

経済季報（和歌山社会経済研究所） - 2回 2回 2回 2回 2回 

商工会議所ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所） - 12回 12回 12回 12回 12回 

統計データ等を資料提供した事業所件数 10件 15件 15件 20件 20件 20件 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

②「ＲＥＳＡＳ」の分析結果の公表回数（年間） - 1回 1回 1回 1回 1回 

「ＲＥＳＡＳ」の情報提供事業所件数 - 3件 3件 5件 5件 5件 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

③小規模委員会で得た情報の公表回数（年間） - 2回 2回 2回 2回 2回 

小規模委員会で得た情報の提供事業所件数 3件 5件 5件 7件 7件 7件 

 

３．経営状況の分析に関すること 

  現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

経営状況の分析件数 26件 65件 75件 84件 95件 100件 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

事業計画策定件数 20件 40件 50件 50件 60件 70件 

    

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

フォローアップ対象事業者数 26社 40社 50社 50社 60社 70社 

頻度（延回数） 

（1事業所に付き、年間4回訪問） 
104回 160回 200回 200回 240回 280回 

売上増加事業所数 1社 5社 7社 7社 10社 12社 

利益率2％以上増加事業所数 - 3社 3社 5社 5社 7社 
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６．需要動向調査に関すること 
調査対象事業者数 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①—1）わかやま産品商談会 - 2社 2社 3社 3社 4社 

①—2）ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ - 2社 2社 3社 3社 4社 

② 東京秋葉原の日本百貨店出展 3社 3社 4社 4社 5社 5社 

合   計 3社 7社 8社 10社 11社 13社 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①-1）わかやま産品商談会出店事業者数 - 2社 2社 3社 3社 4社 

   わかやま産品商談会成約件数／社 - 1件 2件 2件 2件 3件 

①-2）ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ出店事業者数 - 2社 2社 3社 3社 4社 

ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ成約件数／社 - 1件 2件 2件 2件 3件 

①-3）ＯＳＡＫＡビジネスフェア出店事業者数 - 1社 2社 2社 2社 2社 

ＯＳＡＫＡビジネスフェア成約件数／社 - 1件 2件 2件 2件 2件 

①-4）日本百貨店出展事業者数 3社 3社 4社 4社 5社 5社 

日本百貨店出展売上額／社 2万円 2万円 2万円 2万円 3万円 3万円 

②ＩＴを活用した販路開拓支援事業者数 1社 2社 3社 3社 3社 4社 

売上額／社 2万円 2万円 2万円 2万円 3万円 3万円 

③販路拡大のためのメディア戦略支援 - 2社 2社 3社 3社 3社 

売上額／社 - 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 

 

６．目標の達成に向けた方針 

上記の目標達成に向けて、以下の取り組みを行う。 

①小規模事業者に対して、地域経済の必要な情報を積極的に提供する。小規模事業者と積極的に

コミュニケーションを取り、成功事例等を提供するなど、小規模事業者をヤル気にさせる。更

にそこから経営分析を行い、各事業者のニーズに合致した事業計画を策定して、計画実施を支

援する。特に事業承継による、既存の事業所の存続、持続化に向けた取り組みについては、積

極的に支援して行く。 

  ②小規模事業者の新たな需要の開拓を支援するため、展示会への出展を積極的に支援していく。

また、展示会における各商品の需要動向調査を行い、結果をフィードバックすることで、商品

のブラッシュアップや新商品の開発に活用する。更にＩＴやメディアを効果的に活用すること

で、地域内外の新たな需要の掘り起こしを行う。 

 

③御坊市との連携を通じて、自然豊かな体験型施設はもちろん、「紀州鉄道」や「寺内町」など

の地域資源を有効活用して、観光客を呼び込むための具体策を検討して実行に移していく。ま

た、周辺自治体を巻き込んで、観光客誘致の取組みを検討して行く。 

更に当所の目玉事業である、「ごぼう商工祭」を継続的に開催することで、地域に賑わいを

創造するとともに、参加事業者が地域コミュニティと連携することにより、多くの人に地元事

業者の商品・サービスの魅力を再認識してもらい、地産地消を促進させて行きたい。  

 

④経営指導員等と小規模事業者との信頼を構築するため、コミュニケーション能力の強化を図

る。経営の相談に限らず、何でも相談できる関係を構築し、事業者から信頼される人材の育成

に努める。この信頼関係が、経営支援発達事業へ小規模事業者を導く重要なプロセスとなる。

さらに職員の各種支援スキルをアップさせるための研修会に積極的に参加する。研修会等での

学習内容は全職員で情報共有を行うことで、全職員のレベルアップ、底上げを図るとともに、

組織的な支援体制の構築に繋げる。 
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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．地域の経済動向の調査に関すること 
（１）現状と課題 

 ［現状］①地域の経済動向の調査結果を広く管内の小規模事業者に周知が出来ていない。 

     ②ビッグデータを活用した分析及び分析結果の公表が出来ていない。 

 ［課題］①小規模事業者の商圏範囲や人口動態等、地域の全体像を分析した情報提供ができてい

なかった（ぼんやりとした数字でしか把握できていなかった）。 

②当所では、巡回・窓口相談に当り、事業所の声を拾う作業を個別で対応しており、職

員内で共有するまでには至っていなかった。また、得られた情報も、一部限られた事

業者に対しての情報提供にとどまっていた。 

 

（２）事業内容 

①統計データ等の活用及び情報提供 

「統計ごぼう」や「指標から見た和歌山県の姿」、日本商工会議所が行っている全国の業種

別の「景気動向調査」などのデータを経営指導員等が収集・分析を行う。この分析した情報

を小規模事業者のニーズに応じて分かり易く提供するとともに、ＨＰなどで広く周知する。 

無論、分析したデータは、事業計画策定支援に反映する。 

種 類 

（提供元） 
特 徴 分析項目 

分析したデータの

活用方法 

統計ごぼう 

（御坊市） 
御坊市の詳細データ 

市内の人口・経済など各分野の

細かな動きを分析して、販促活動

や事業計画策定の参考にする 

・個別相談 

・ＨＰ（年1回公表） 

指標から見た和歌山県

の姿（和歌山県） 

和歌山県・各市町村

の指標をＨＰで掲載 

県内と御坊市を比較して、人口・

産業・居住環境などの地域特性

を分析して、事業計画策定の参

考にする 

・個別相談 

・ＨＰ（年 1回公表） 

業務月報 

（ハローワーク） 
労働情報 

有効求人率等による、景気状況

を分析して、今後の事業経営や

従業員雇用の参考にする 

・個別相談 

・ＨＰ（年に2回公表） 

景気動向調査 
（和歌山社会経済研究所） 

県内企業2,000社の

各項目の集計結果 

現在の経済環境が和歌山県内の

各企業にどのような影響を及ぼし

ているのか。また、今後の予想さ

れる状況を調査して、調査結果を

事業計画策定の参考にする 

・個別相談 

・ＨＰ（年に2回公表） 

商工会議所ＬＯＢＯ調査 

（日本商工会議所） 

全国約3,000事業所

の各項目の集計結果 

全国の直近の業種別地域別の景

気動向を分析して、自社の事業

経営の参考にする 

・個別相談 

・ＨＰ（毎月公表） 
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  ②国が提供するビッグデータの活用 

今回、新たな試みとして、「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用する。小規模事業

者の限られたマンパワーを集中投下し、効率的な事業活動を促進するため、経営指導員等が

「人口・産業・観光」の様々なデータから当地域の現状を把握・分析を行い、小規模事業者

に提供するとともに、その結果を年１回公表する。さらに上記の統計データの活用を補完す

る役割を担うことで、地域の経済動向の分析を強化する狙いがある。 

  【分析手法】 

・「人口マップ」→人口の増減や将来人口などを予測して、顧客人口等を分析。 

   ・「地域経済循環マップ・生産分析や分配分析」→産業別付加価値額や構成割合、所得の流

入出状況等の分析を行うことで現状を把握する。 

   ・「まちづくりマップ・Ｆrom-to分析・事業所立地動向」→人の動きや指定したエリア内の

産業別割合や事業所・店舗数の推移などを分析（特に創業予定者に提供する）。 

    「ＲＥＳＡＳ」では、上記以外の分析手法も積極的に活用することで、小規模事業者の支

援に繋げる。 

【成果の活用】 

・「ＲＥＳＡＳ」からの情報収集・調査、分析した結果は、年 1 回ＨＰに掲載し、広く地域

の事業者に周知する。 

・経営指導員等が経営分析や事業計画策定支援を行う際の参考資料とする。 

  

③小規模事業振興委員からの地域経済の情報提供 

   当所では、地区や業種を考慮して、小規模企業振興委員を８名委嘱している。小規模企業振

興委員は、地域からの信頼が厚い有力者の方々である。彼らと経営指導員が地域のあらゆる

情報の交換を行い地域経済の動向を把握する。 

   【分析手法】 

・３ヵ月に１回小規模企業振興委員と経営指導員が委員会を開き、業種毎や地区毎の状況や

地域の実態など生きた情報を共有することで、より深く地域の実情を把握する。事業主の

個別事案（補助金や融資を必要としている事業所や廃業懸念先など）に関しても情報収集

を行う。 

・収集すべき情報、その入手先を特定して、情報収集リストを作成し、職員間で共有する。 

・得られた情報を分析して、事業計画策定時に小規模事業者が分かり易く活用できるよう整

理する。 

【成果の活用】 

・小規模事業者が業種毎や地区毎の状況や地域の実態など生きた情報を把握することで、経

営分析を行う際の参考資料とする。個別の案件に関しては、経営指導員が、小規模企業振

興委員と同行訪問して、事業所の課題解決に向け相談を開始する。 

・巡回指導などの際に対話の切り口として、情報提供をすることで、小規模事業者が相談し

やすい雰囲気を作り出すことができ、悩みや本音をスムーズに聞くことができる。 

・公表できる有意義な情報については、ＨＰで広く公表する。 

 

（３）目標 

①統計データ等の分析結果の公表回数（年間） 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

統計データ（御坊市） - 1回 1回 1回 1回 1回 

指標から見た和歌山県の姿（和歌山県） - 1回 1回 1回 1回 1回 

業務月報（ハローワーク） - 2回 2回 2回 2回 2回 

経済季報（和歌山社会経済研究所） - 2回 2回 2回 2回 2回 

商工会議所ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所） - 12回 12回 12回 12回 12回 
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統計データ等を資料提供した事業所件数 10件 15件 15件 20件 20件 20件 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

②「ＲＥＳＡＳ」の分析結果の公表回数（年間） - 1回 1回 1回 1回 1回 

「ＲＥＳＡＳ」の情報提供事業所件数 - 3件 3件 5件 5件 5件 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

③小規模委員会で得た情報の公表回数（年間） - 2回 2回 2回 2回 2回 

小規模委員会で得た情報の提供事業所件数 3件 5件 5件 7件 7件 7件 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 
 （１）現状と課題 

  ［現状］小規模事業者が現状を把握しているケースが少なく、これまでの経験や勘を頼りに事業

を行っており、経営分析を行っている事業者は少ない。 

また、従来の相談業務では、事業所からの依頼を受けた情報提供や、相談のあった事

業所に対する経営分析（Ｅｘ 資金繰りの円滑化や税務相談など）等、受動的な対応が

中心となっており、経営指導員から積極的に経営分析を働きかけていくことは少なかっ

た。 

  ［課題］経営分析による事業の「見える化」が出来ておらず、事業経営の方向性が定まらない。 

      経営指導員等が積極的に経営分析の必要性を広く周知し、小規模事業者に理解してもら

う必要がある。 

 

 （２）事業内容 

小規模事業者に対して今後の事業経営における、経営分析の必要性や重要性を理解してもら

う。その為にも巡回訪問や窓口相談の際に経営指導員等が、対話により事業者との信頼関係を

構築し、成功事例などを提供してヤル気にさせることで、経営分析を行う事業者の掘り起こし

を行う。 

【対 象 者】①ヤル気のある小規模事業者。 

②ヤル気になった小規模事業者。 

【分析項目】定量分析である「財務分析」と定性分析である「ＳＷＯＴ分析」の双方からの分

析を行う。 

＜財務分析＞売上高、経常利益率、損益分岐点、粗利益率、損益分岐点等により、

利益減少、余剰経費、借入金過多など小規模事業者の「数字による

経営課題の抽出・明確化」を行う。 

＜SWOT 分析＞数字では表現できない事業所の強み、弱み、脅威、機会等の分析を

行う。特に小規模事業者の「強み」については徹底的に調査・分析

する。 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」や新たに「経営支援基幹システム（ＢＩ

Ｚミル）※2」を導入して、経営指導員等が調査・分析を行う。 

 （３）成果の活用 

①経営分析の結果を踏まえ、経営者にフィードバックを行い、自身の置かれた現状を把握して

もらうことで、今後の事業計画策定支援の際、経営方針を検討する叩き台とする。また、数

字では表現できない事業所の経営資源・強み（商品、サービス開発及び販売力や技術力、世

間の評判、従業員の資質や経営者の経営に取り組む姿勢など）を発掘し、活用することで、

潜在的な需要を掘り起こすための資料とする。 

②経営分析による現状把握から抽出された経営課題には、経営指導員が小規模事業者と一緒に
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なって考え、課題解決に向けた取り組みを継続的に行うことで、小規模事業者との信頼関係

を構築することができる。 

③今回、新たに「経営支援基幹システム（ＢＩＺミル）※2」を導入することで、経営状況分

析表が容易に作成できるようになり、所内における小規模事業者へのビジョンや課題を共有

することはもちろん、個人の取組内容が組織全体に「見える化」され、属人的支援ではなく、

組織としての支援が可能となる。 

 

※2 経営支援基幹システム（ＢＩＺミル）→事業者情報の共有から経営状況の確認、支援の進

捗状況及び支援の見える化など、伴走型支援を実

施するうえで活用するシステム。 

 

（４）目標 

小規模事業者が持っている経営資源（強み）や財務内容を分析することで、現在の立ち位

置を気付かせ、効率的で実現可能な事業計画策定に繋げていく。 

   【数値目標】経営状況の分析件数 
補助対象職員 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

法定経営指導員（課長） 15件 20件 20件 20件 20件 20件 

法定経営指導員（係長） 10件 20件 20件 20件 20件 20件 

経営指導員（新人2年目） 1件 10件 12件 15件 15件 20件 

経営指導員（新人） - 5件 10件 15件 15件 20件 

経営支援員（新人） - 3件 4件 5件 8件 10件 

経営支援員（新人） - 3件 4件 5件 8件 10件 

合 計 26件 61件 70件 80件 86件 100件 

   ※新人の経営指導員及び支援員に関しては、支援能力を向上させることで、徐々に 

支援件数を増やして行く。 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 
（１）現状と課題 

  ［現状］金融相談や補助金申請における事業計画策定が多く、経営指導員が事業計画の重要性

を説明するなど、積極的に推進することは少なかった。 

  ［課題］事業計画策定の意義や重要性の理解が小規模事業者に浸透していない。このため、事

業計画策定セミナーを開催しても参加者が集まらない。経営分析から事業計画策定へ

と繋げるために、経営指導員等が積極的に必要性や重要性を働きかけていく必要があ

る。 

 

（２）支援に対する考え方 

    小規模事業者は、大型店と比較して、経営資源（ヒト・モノ・カネ・設備・情報など）に限

りがある。この限りある経営資源をフル活用するため、事業計画策定の必要性を説明し、

納得してもらう必要がある。経営指導員が経営分析の内容説明や小規模事業者からのヒヤ

リングを通じて事業計画策定に積極的に関与することで、売上アップに繋がる実効性のあ

る事業計画策定を支援する。 

  

（３）事業内容 

   経営分析を行った事業者を対象にして、経営指導員等が積極的に小規模事業者のニーズに合

致した事業計画策定の必要性や重要性を働きかける。今回、当所は事業計画策定支援を２つ
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のカテゴリーに分類する。特に専門的な事業計画策定支援に関しては、法定経営指導員など

ベテランの指導員を配置して専門家を交えながら重点的に支援を行う。 

①事業計画の策定支援 

経営状況の分析を行った小規模事業者に対して、地域の経済動向を加味しつつ、新たな需要

の発掘や隠れた魅力、強みなどを活かし、小規模事業者のニーズに合致した事業の持続的発

展を図るための事業計画策定を支援する。 
 

②専門的な事業計画策定支援 

１）「円滑な事業承継」に繋げる事業計画の策定支援（重点項目） 

    経営指導員等が、事業者及び後継者との信頼関係を構築して、円滑な事業承継を促進する

ため、事業承継について「経営者への意識付け」や「事業承継に関する課題整理や方向性」、

「事業資産の把握及び関係者の合意」など、長期に及ぶ事業承継支援の指針となる事業承

継計画策定を支援する。 

２）「新たな取り組み」による事業計画の策定支援 

     新たな取組み（新商品・新役務の開発等）により、生産性の向上を図り、売上を伸ばした

い小規模事業者を対象とした事業計画策定支援。和歌山県の認定を受ける経営革新計画を

足掛かりにして、専門的な分野の取組みについても積極的に関与し、事業計画策定支援を

行う。 

   ３）事業の「経営改善」に取り組む事業計画の策定支援 

    金融機関のリスケや債務者区分に係る事業計画。経営指導員が小規模事業者と帯同して、

金融機関に対し、小規模事業者の現状や将来予測を正確に説明する。金融機関と十分に協

議して長期的なビジョンを持って、事業の改善に向けた経営改善計画書の策定支援を行

う。 

      

【支援対象】経営分析を行った小規模事業者を対象とする。 

  【手段・手法】経営分析の結果を踏まえ、経営指導員等が担当制で張りついて事業計画策定に

結び付ける。ヒヤリングを十分に行い、小規模事業者の「思い」や「夢」を文章

にして、事業計画に落とし込んでいきたい。尚、専門的で高度な知識が要求され

る場合には、専門家を交えて事業計画の策定を支援する。 

   

（４）目標 

【数値目標】 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

事業計画策定件数 20件 40件 50件 50件 60件 70件 

 

 

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] 計画策定後は、計画実施の有無・見通し等の確認に留まっており、実施支援としての

充分なフォローアップが不足していた。 

 [課題]そもそも計画実施支援のやり方が分かっていない職員もあり、限られた職員で対応して

いるため、会議所として十分なフォローアップ体制が確立出来ていない。 

（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して、２つの視点から事業計画策定支援を実施す

る。 

①進捗管理指標：進捗状況を管理するため、年次売上目標を月次売上計画に落とし込んで、

進捗管理の指標とする。 
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②アクション管理：経営指導員等が、ペースメーカーとしてアクション管理を行う。 

【手段・手法】小規模事業者が日々の業務に追われ、事業計画のアクションが後手後手に回る

ケースが多い。そこで、経営指導員等が進捗状況に合わせて、ペースメーカー

としての役割を担うことで、月次売上計画を進捗管理指標として、先手先手を

打てるようなアクション管理を行う。 

【支援内容】事業計画を策定した事業所を年間４回のペースで訪問して、進捗状況を確認する。

もちろん、事業者からの申し出等により、臨機応変に対応する。当初の計画から

下振れするなど症状が重い場合にはその症状に合わせて、訪問回数を増やして対

応する。特に症状が重く、大幅な計画変更や高度な課題に対しては、専門家（エ

キスパートバンク・和歌山県よろず支援など）を交えて事業計画の軌道修正や再

検討を行う。 

【成功事例の公表】 

事業計画策定及び実施の有益な情報は「事業計画策定支援による成功事例」として、当所

会報（地方紙折込）やＨＰで公表を行う。「事業計画策定」の重要性・必要性を広く地域内

に浸透させることにより、成功事例に引っ張られる形で、「次は私が、経営分析や事業計画

を策定して売上を伸ばしたい」と考える小規模事業者が、芋づる式に現れるような情報発信

を継続していく。 

   また、巡回訪問や窓口相談の際にも成功事例を提供して、「自分も出来る」とヤル気にさ

せることで、事業計画策定及び事業計画を実施する小規模事業者の数を増やして行く。 

 

（３）目標 

  事業計画の策定から、実施支援までを一貫してサポートすることで、小規模事業者の売上

アップに貢献する。 

【数値目標】 

 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

フォローアップ対象事業者数 26社 40社 50社 50社 60社 70社 

頻度（延回数） 

（1事業所に付き、年間4回訪問） 
104回 160回 200回 200回 240回 280回 

売上増加事業所数 1社 5社 7社 7社 10社 12社 

利益率2％以上増加事業所数 - 3社 3社 5社 5社 7社 

 

 

６．需要動向調査に関すること 
  （１）現状と課題 

［現状］これまでは、巡回、窓口相談や補助金申請の際に、問い合わせのあった一部の事業者

に対して、インターネットによる情報収集やトレンドセミナー、情報誌等で仕入れた

情報を提供してきた。また、市場や需要動向を定量的に捉えている小規模事業者は少

数であり、長年の経験と勘から需要動向を予測することがほとんどである。このため、

消費者ニーズとのミスマッチが起こり、経営課題の一因となっている。当所はその状

況をある程度把握していたが、具体的な解決策や効果的なアドバイスが出来なかっ

た。 

 ［課題］今後は、小規模事業者が数字等で定量的に需要動向を把握できる体制を作る必要があ

る。各事業者が市場動向を把握できる機会を当所が創出するとともに、バイヤー、消

費者等から情報を吸い上げ、事業者に提供する仕組みを構築しなければならない。 
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（２）事業内容 

展示会におけるバイヤーと都市部の消費者からのアンケート調査を行い、調査結果を分析

して、「売れる商品」に磨き上げるための情報収集活動を当所が中心となって行う。 

①バイヤーのニーズ調査 （BtoB） 

食品製造業や卸売業など主に企業間取引が中心の小規模事業者が行う新製品開発や既存

商品の改善・改良活動を支援するために、県内外で開催される展示会等の出展時に来場者

アンケート調査を支援する。 

具体的には、経営指導員等が小規模事業者と一緒になって、「わかやま産品商談会※3」

や「ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ※4」において来場するバイヤーを対象に需要動向調査を行

う。多数のバイヤーが来場数を占める展示会で調査を行うことで、調査結果の精度を高め

ることがきる。  
（※3、※4の内容に関しては、後述の７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関することを参照。） 

 

調査人数 
①－1）わかやま産品商談会  （１事業所につき バイヤー、10人） 

①－2）ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ （１事業所につき バイヤー、20人） 

調査手段・手法 
〇当所がブースを借り上げ、小規模事業者がＰＲ活動を行う。  

〇経営指導員等が、バイヤーに対し聴き取り調査を行い、調査結果を取り

まとめる。 

分析手段・手法 
〇調査結果は外部専門家のアドバイスを受けながら、経営指導員等が分析

を行う。 

情報収集、整理、 

分析を行う項目 

〇対象事業者の商品を対象に、バイヤーが選考基準とする項目を調査す

る。 具体的には、以下の項目を聞き取る。  

〇「価格（コストパフォーマンス）」「味」「ボリューム感」、「パッケ

ージデザイン」「食品表示」「賞味期限」「需要の有無」「改善ポイン

ト」その他必要と思われる項目。 

※実際に成約に直接繋げるための具体的なアドバイスを聞き出す。 

分析結果の活用 

〇分析結果を小規模事業者にフィードバックして、デザインやネーミン

グ、商品の改良ポイント、適正販売価格等の情報を基に、「売れる商品」

に磨き上げ、成約件数アップにより、売上の増加と利益の確保を目指す。  

〇事業者が「プロダクトアウト」から「マーケットイン」の考え方にシフ

トするきっかけにする。  

〇今後の広告やキャンペーンなど、プロモーション戦略を練る際の基本情

報とする。  

②「東京秋葉原の日本百貨店出展」における、来場者へのアンケート調査（BtoＣ） 

     日本百貨店での販売実験の際に来場者に対して、アンケート調査を実施。都市部への販路

開拓を検討している小規模事業者の商品について、アンケート調査で、実際の消費者の声

を聞くことにより、商品のブラッシュアップや新商品の開発など都市部で売れる商品に仕

上げる。 

調査人数 ②東京秋葉原の日本百貨店出展 （１事業所に付き、一般の来場者20人） 

調査手段・手法 
食料品の卸・小売業・製造業の事業者に参加してもらい、ＰＲ活動等をし

てもらう。事業者及び経営指導員等が来場者へのアンケート調査を行い消

費者の生の声を聞く。 

分析手段・手法 
〇調査結果は外部専門家のアドバイスを受けながら、経営指導員等が分析

を行う。 
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情報収集、整理、 

分析を行う項目 

〇対象事業者の商品を対象に、一般消費者が購入時に重視する項目を調査

する。具体的には、以下の項目を聞き取る。  

○回答者属性→ 性別、年代、家族構成等  

○商品に対する意見→「価格」「提案方法」「不足点」「商品・サービス

の質」「容量」「パッケージデザイン」「購入シーン」 等の意見聴取。

試食販売の場合は「味」も調査する。 

分析結果の活用 

〇分析結果を小規模事業者にフィードバックして、都市部の消費者に受け

入れられる商品に磨き上ることで、売上の増加と利益の確保を目指す。  

〇今後の広告やキャンペーンなどのプロモーション戦略（特に自社ＨＰ活

用による販売戦略）を展開する際の基本情報とする。  

 

（３）目標 

  需要動向を把握し、消費者ニーズに対応した、商品のブラッシュアップを行い、「売れる商

品」に仕上げる。 

【数値目標】 

調査対象事業者数 現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①—1）わかやま産品商談会 - 2社 2社 3社 3社 4社 

①—2）ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ - 2社 2社 3社 3社 4社 

② 東京秋葉原の日本百貨店出展 3社 3社 4社 4社 5社 5社 

合   計 3社 7社 8社 10社 11社 13社 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
（１）現状と課題 

［現状］当所は、事業者の販路拡大、多様なニーズの収集の場の提供として、展示会の開催や

展示会への出展支援を行って来た。しかし、効果的なＰＲ方法やアフターフォローな

どの踏み込んだアドバイスができていない。また、展示会に出展することのできる事

業者が一部に偏っているため、効果が限定的であった。  

［課題］今後は、展示会出展、ＰＲ方法や来場者へのアフターフォロー等の支援を強化する必

要がある。また、飲食関連の展示会出展支援だけでは 事業者が限られ、効果が限定

的なので、新たな方法により、支援を拡充する必要がある。 

 

 

（２）事業内容 

①展示会の出展支援事業 

    ア、支援に対する考え方 

     小規模事業者が自力で地域外や首都圏に販路開拓を行うことは、経営資源の脆弱性から非

常に困難である。そこで、当所がブースを借り上げ、事業者の出展を支援する。特に、食

料品の小売・卸売・製造・サービス業は、人口減少や高齢化による嗜好の変化により、地

域内で売上を伸ばすことが困難な状況にある。そこで、今回は特に地域外への展示会出展

を支援する。 

また、新たな試みとして、工業関連の展示会出展を支援することで、より支援の輪を広

げて行く。 

この事業は、事業計画を策定した事業者に対して、販路拡大や認知度の向上、商品やサ

ービスのブラッシュアップに繋げる場を提供することが目的である。支援効果を高めるた

めに、経営指導員等も一緒になって、事前準備から当日の来場者のブースへの呼込み方法、
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展示会後の来場者へのフォローアップなど一貫したサポートにより、小規模事業者の需要

の開拓に結び付ける。 

   イ、支援メニュー 

１）「わかやま産品商談会」における出展支援事業(ＢtoＢ) 

支援対象：食料品の小売・卸売・製造・サービス業 

内  容：大阪市内で開催される、和歌山県が主催する最大規模の商談会。 

     （昨年実績 来場者数 524人 出展者数 77 社） 

目  的：和歌山県と連携して、小規模事業者の商品の魅力を発信して、バイヤーとの

成約に至ることで新たな需要の開拓につなげる。更にバイヤーにアンケート

を実施することで商品のブラッシュアップを図る（アンケート詳細は上記の需

要動向調査に関すること参照）。 

２）「ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ」への出展支援事業 (ＢtoＢ) 

支援対象：食料品の小売・卸売・製造・サービス業 

内  容：アジア最大級の食品・飲料専門展示会。食品業界のビジネス拡大支援と最新

トレンドを発信、世界各国からバイヤーが集まる食の祭典で、業界関係者が

非常に多く来場する食の展示会。 

     （昨年実績 来場者数 80,426人 出展者数 3,316社） 

目  的：食品業界における、小規模事業者の商品の魅力を発信して、バイヤーとの成

約に至ることで新たな需要の開拓につなげる。更にバイヤーにアンケートを

実施することで商品のブラッシュアップを図る（アンケート詳細は、上記の需

要動向調査に関すること参照）。 

     ３）ＯＳＡＫＡビジネスフェア ものづくり展への出展支援事業(ＢtoＢ) 

支援対象：工業関連の製造・卸・小売業 

      内  容：毎年マイドームおおさかで開催される、ものづくりを中心にあらゆる業種が

集まる総合型のビジネスフェア。自社製品のＰＲやマッチングを行う。 

           （昨年実績 来場者数 2,635人 出展者数 約 180社） 

      目  的：今回、工業関連の新たな需要の開拓に関しての出口戦略として、ものづくり

展への出展を支援する。当所としても初めての試みであるため、専門家の意

見を取り入れながら、製品の販売よりは、マッチングを主眼に置いた支援を

心掛ける。 

４）東京秋葉原の日本百貨店への出展（ＢtoＣ） 

支援対象：食料品の小売・卸売・製造・サービス業 

内  容：東京の秋葉原にある日本百貨店において、都市部への販路開拓を検討してい

る小規模事業者が、自社商品の魅力を伝えるため販売実験を行う。 

目  的：日本百貨店では、自社自慢の商品が東京で通用するのかを実験するチャンス

である。商品販売による売上アップに主眼を置きながらも、都市部のお客目

線で、商品の感想を伺える絶好の機会と捉えている。また、リピート率向上

のため、配布したチラシには、各商品にＱＲコードを設置。自社サイトに誘

導する仕組みを構築する。 

更に買い物客にアンケートを実施することで商品のブラッシュアップに繋げ

る（アンケート詳細は、上記の需要動向調査に関すること参照）。 

 

②ＩＴを活用した販路開拓支援 (ＢtoＢ) 及び（ＢtoＣ） 

ア．支援に対する考え方 

小規模事業者は、一般に経営資源が脆弱であるため、自力での販路開拓の活動に限界が

ある。そのため、ＩＴを活用した販路開拓が有効であるが、小規模事業者においては、

ＩＴを導入するための知識、ノウハウが不足していることが多い。そこで、当所が事業
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計画を策定した事業者に対してＩＴを活用した販路開拓の方法を支援する。ＩＴを活用

することで、地域内外を問わず、自社の商品を広く周知することが可能となる。ＩＴ活

用は業種を問わず取り組みことが可能であり、全業種を支援の対象として行きたい。 

イ．支援メニュー

支援対象：全業種

内  容：ＩＴを活用して新たな販路開拓を模索する小規模事業者に対し、売上アッ

プに貢献するホームページや ECサイト等の構築・運用支援を行う。また、

Web マーケティングの基礎、ホームページの作成、運用方法等について、

IT セミナーの開催や専門家派遣を実施し、新たな販路開拓の支援を行う。

さらにホームページの解析手法も取り入れ、解析結果を活用し、ホームペ

ージ閲覧者が目的の情報にたどり着いているか等を検討し、購入または問

合せにつながるよう、専門家を活用しながら売上につながる支援を行う。 

目  的：小規模事業者が、販路開拓ツールの 1つとして、ＩＴの活用を効果的に実践

することで、新たな販路開拓に寄与することを目的とする。 

③販路拡大のためのメディア戦略支援 (ＢtoＢ) （ＢtoＣ）

ア．支援に対する考え方

小規模事業者は、経営資源が脆弱なため、インパクトのある情報発信が困難である。事

業者のメディア戦略は非常に重要であり、メディアの活用は自社の商品やサービスを世

間に周知するうえで、有効なツールである。経営指導員等が小規模事業者の広報活動を

支援することで、小規模事業者の販路開拓につなげる。

イ．事業内容

支援対象：事業計画を策定した小規模事業者（業種は問わない）

内  容：商工会議所が窓口となり、地域ローカル新聞や情報誌等へ商品やサービス

を掲載してもらう。また、当所の会報（地方紙折込）やＨＰにも掲載する。 

目  的：マスメディアを通じて、効果的なＰＲをすることで、問い合わせや注文、取

引開始など新たな販路開拓に繋げる。 

（３）目標

【数値目標】

現行 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①-1）わかやま産品商談会出店事業者数 - 2社 2社 3社 3社 4社 

   わかやま産品商談会成約件数／社 - 1件 2件 2件 2件 3件 

①-2）ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ出店事業者数 - 2社 2社 3社 3社 4社 

ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ成約件数／社 - 1件 2件 2件 2件 3件 

①-3）ＯＳＡＫＡビジネスフェア出店事業者数 - 1社 2社 2社 2社 2社 

ＯＳＡＫＡビジネスフェア成約件数／社 - 1件 2件 2件 2件 2件 

①-4）日本百貨店出展事業者数 3社 3社 4社 4社 5社 5社 

連  携  先 

地域ローカル新聞 ・日高新報社・紀州新聞社・ツーワン紀州

地域情報誌 ・ジングル・リズム

当 所 ・会議所ニュース（地方紙折込）・会議所ＨＰ
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日本百貨店出展売上額／社 2万円 2万円 2万円 2万円 3万円 3万円 

②ＩＴを活用した販路開拓支援事業者数 1社 2社 3社 3社 3社 4社 

売上額／社 2万円 2万円 2万円 2万円 3万円 3万円 

③販路拡大のためのメディア戦略支援 - 2社 2社 3社 3社 3社 

売上額／社 - 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）現状と課題 
 ［現状］現在、商店街地域の老朽化した空き店舗が取り壊され、更地や住宅に変貌している。 

     当時賑わいを創出した商店街には人通りもなく、ひっそりしている。 

 ［課題］当所としても御坊市と連携しながら、地域に賑わいを創出するイベントを開催して地域経

済の活性化を試みている。しかし一時的な集客に留まっており、継続的な交流人口の増加

に繋がっていない。また、御坊市には、ブランド力のある観光スポットが見当たらない。

そこで、如何にして観光客を誘致する仕組みを構築できるのかが大きな課題である。 

（２）事業内容 
①地域活性化・観光推進委員会 

〇当商工会議所が中心となり、地域の活性化に向けた取組みを検討する委員会を開催。プレス

リリースや検討した内容を実行に移すことで地域を活性化させる。 

〇関 係 者 ：御坊市（2名）・日高振興局（1名）・市会議員（4名）・地元新聞社（2社） 

御坊市商店街振興組合連合会（1名）・寺内町付近の自治会である東雲会（3名） 

紀州鉄道（1名）・地内町会館（1名）・会議所（役員 6名・事務局 3名） 

〇開催頻度：年間 4回 

   

 

 

 

 

     上記の地域活性化・観光推進委員会の提案から、

御坊市と連携して、平成 28年 10月より、寺内町

に「寺内町会館」をオープン。年間来場者数約

2,000人。御坊の偉人や御坊祭りの祭礼装具、紀

州鉄道のグッズなど御坊に纏わる品々を展示。館

長を 1名常駐させ、御坊の歴史や展示物の説明を

行っている。今後も、観光客誘致の起爆剤として、更なる利用促進を検討していく。 

  

 ②「御坊日高地区雇用対策協議会」による人材確保事業 

〇当地域にも誇れる企業がたくさん存在するが知名度が低い。地元の人さえ、何を製造してい

るのかを知らない企業がたくさんある。これが、求人を出しても求職者が集まらない理由の

１つとなっている。そこで、事業所や関係団体が集まり、地元就職を促進させる取り組みや

効果的なＰＲ活動などを検討する会議を開催する。１つの事業所では難しくても、多くの事

業所が集まり、団体で行動することで、様々な知恵を出し合い行動に移すことが出来る。 

   〇関 係 者 ：協力事業所（36社）・御坊市（1名）・日高振興局（2名）・周辺自治体（5つ） 

検討した内容を実行に移す 

「寺内町会館」の活用による観光客誘致活

動 

寺内町会館の見学風景 
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         御坊金融協会（2社）管内高等学校（3校）・和歌山工業高等専門学校（1校） 

御坊公共職業安定所（１名）・御坊市商店街振興組合連合会（1名） 

会議所（事務局４名） 

   〇開催頻度：毎月１回開催 

（御坊日高地区雇用対策協議会の事業内容） 

事業名称 
回数 

(年間) 
対 象 事業内容 

地元企業を巡る 

バスツアー 
1回 

小・中学生及び 

保護者 

事業所を訪問し、地元の企業を知ってもらう。将来、

都市部に進学した子供が地元就職を希望した場合、保

護者が地元企業のことを子供に伝えてＰＲする狙い

がある。 

文化祭における 

地元企業ＰＲ事業 
3回 高校生・高専生 

各学校の文化祭で、地元企業ＰＲブースを設置。地元

企業をＰＲして、事業内容を知ってもらうことで、将

来の就職先候補の1つに選んでもらう。（高校2・高専1） 

企業合同面談会 

(日高地方Ｕター 

 ンフェア) 

1回 地元就職希望者 
地元企業と求職者との出会いの場を提供することに

より、地元就職を促進させる 

※上記の事業を継続して実施することにより、求職者に地元の企業が次第に認知されて、地元企業

で働こうとする人が増加する。地域の少子高齢化対策としても一定の効果があると考えられる。 
 

  ③「ごぼう商工祭」の開催 

   〇今年で 11 回目を迎える、寺内町をテーマに開催す

る当商工会議所最大のイベント。令和元年度は、会

議所青年部が中心となってイベントを開催。今後

も、継続的に開催することで、出店する事業所の商

品・サービスなどを地域内外の人にＰＲして、認知

度向上、売上アップにつなげる。更に地域外のお客

を呼び込む仕組みを検討し、事業所の新たな販路開

拓をサポートしていく。また、地元の高校生を積極

的に実行委員会やイベントへ参加させる（企画・運

営から）ことで、大人との交流を深め、将来、地元

に帰って来る若者を増やす狙いがある。 

   〇関 係 者 ：会議所青年部（70名）・御坊市商店街振興組合連合会（3名）・御坊市（1名） 

和歌山県（1名）・市内の高等学校（3校）・会議所（4名） 

   〇開催頻度：年間 1回 実行委員会は年間 10回 

 

  ④「きのくにロボットフェスティバル」の開催 

   〇和歌山県内外の小、中、高校生を対象にした、ロボ

ットコンテストを毎年開催している。地域の青少年

のものづくりに対する理解を深め、日本のものづく

りの発展と人材育成に貢献すべく、継続的に開催し

ている。 

    イベントには、国内の有名メーカーや中国・韓国な

ど海外からもゲストを招き、最先端の技術を駆使し

たロボットのデモンストレーションを披露してい

る。参加者だけでなく、来場者にもものづくりに対

する興味を持ってもらうことができる。 

人力車でのパレード 

ロボコン競技 
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    このイベントがきっかけで、ものづくりに興味を持つ若者が将来、御坊市に戻り、地元産業

の発展に貢献する。 

   〇関 係 者 ：和歌山県（6名）・御坊市（6名）・県内公立学校（7校） 

日高町村会（1名）・和歌山県経営者協会（1名）・御坊青年会議所（1名） 

和歌山工業高等専門学校（3名）・御坊商工会議所（6名）・近畿大学（1名） 

和歌山大学（1名）・地方紙（2社）・地元金融機関（2社） 

   〇開催頻度：年間 1回 実行委員会は年間 4回  

 

 

 

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 

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］現在、県内における、金融機関や支援機関とは、金融支援や専門家派遣などを通じて一

定の連携が取れているように思われる。 

  ［課題］今後は、事業承継や経営革新の認定、リスケなどより高度な分野において、更なる連携

の強化を図る必要がある。商工会議所を各支援機関が連携して、小規模事業者の課題解

決に向けた取り組みを積極的に支援する必要がある。 

 

（２）事業内容 

   ①日本政策金融公庫田辺支店との連携 

     日本政策金融公庫とは、年１回開催されるマル経連絡協議会（日本政策金融公庫田辺支店

主催の懇談会）、田辺支店担当者が当商工会議所を借入申込者の面接会場に利用するなど密

接な関係にあり、定期的に情報交換をしている。今後も小規模事業者に対して、事業計画策

定や実施支援、普通貸付やマル経などの金融支援を素早く、綿密に情報交換しながら対応し

ていく。 

   ②市内金融機関との連携 

     御坊市内には、紀陽銀行・きのくに信用金庫・近畿労働金庫・紀州農業協同組合があり、

特に事業所と関わり合いの深い金融機関は、紀陽銀行・きのくに信用金庫である。今後は、

他の金融機関とも積極的に連携し、支援ノウハウや地域の経済動向など情報交換を実施す

る。特に当商工会議所では、現在、専務理事が紀陽銀行出身で、事務局長がきのくに信用金

庫出身であり、この２行とは特に密接な関係にある。今後も、この２行とは、３ヵ月に１度

のペースで情報交換会を行うことで、更にレベルの高い事業者支援に繋げて行きたいと考え

ている。 

   ③わかやま産業振興財団（企業カルテ）及びエキスパートバンクとの連携 

     わかやま産業振興財団（専門家派遣）を積極的に活用することで、小規模事業者の新たな

需要の開拓など課題解決に向けた取り組みや経営指導員等では手に負えない、高度で専門的

な事案に対しても支援することができる。さらに企業カルテ（経営指導員が作成支援）を提

出することで、従来１回の専門家派遣を年間３回（無料）まで活用することができ、経営指

導員が同行して、より内容の濃い伴走型の支援をすることが可能となる。 

   ④わかやまよろず支援拠点との連携 

     １ヶ月に２回（第２、第４木曜日）日高振興局で、定期的に出張相談会が開催される。こ

の相談会へ小規模事業者と同行することで、分析した事業所の現状をより細かく丁寧に説明

することができる。結果、現状の課題克服に対して、カユイところに手が届く、的確なアド

バイスを受けることができる。さらに専門家のアドバイスを経営指導員も聞くことで、資質

向上の効果もある。 
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⑤和歌山工業高等専門学校との関係 

     １年に２回、産官学技術交流会を開催して、当所が地元企業と和歌山高専のパイプ役とし

て、情報交換の場を持っている。和歌山高専には、大企業の技術者だった方や専門的な知識

を持った先生方が多数在籍している。この知識やノウハウを大いに活用して、小規模事業者

の商品・技術開発及び性能テストなど、専門的な課題を解決して行きたいと考えている。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（１）現状と課題 

【現状】当所は、限られた職員が巡回指導や窓口相談などを通じて、従前からの金融相談・斡

旋、税務・労務の相談や手続き支援に加えて、認定経営革新等支援機関として、先端

設備導入計画や補助金申請などのアドバイスはもちろん、採択後のフォローアップな

ど個々の小規模事業者への支援に積極的に取り組んでいる。地道な努力が実を結び、

少人数であるが、ヤル気がありモチベーションの高い小規模事業者の取り込みに成功。

事業計画策定や実施支援をすることで事業の持続的発展に貢献している。 

【課題】現在の当所最大の課題は、ベテラン指導員 2 名以外は指導スキルを身に着けていない

ことである。経営指導員 4 名の内 2 名が新人指導員のため、十分な指導スキルを身に

着けていない。他の職員に関しては、ベテラン指導員に任せっきりであり、小規模事

業者に指導する意識が薄く、指導スキルも著しく低い。ベテラン指導員も新人教育に

割く時間がないため、一人前の経営指導員になるまでに時間がかかる。結果的に過去 5

年間で若手職員（経験年数 2年～5年）3名が退職しており、その都度補充採用を行っ

ているが、指導スキルを持った職員が育っておらず、結果的にベテラン指導員個人の

能力に頼るケースが大半である。会議所組織としての支援体制が確立出来ていないの

が現状である。   

 

（２）事業内容 

   ①外部講習会等の積極的活用 

    ア．新人経営指導員や一般職員の研修 

指導スキル全般が不足している、新人経営指導員や一般職員の支援能力や意識レベルを

向上させるため、中小企業大学校関西校が主催する「事業計画策定セミナー」や和歌山

県商工会連合会が主催する「経営指導員等向け小規模事業者支援研修」へ派遣する。 

イ．ベテラン指導員の研修 

  ベテラン指導員の支援能力を一層向上させるため、特に事業計画策定後の実施支援の能

力などを高めるため、日本商工会議所が主催する、「経営支援能力向上セミナー」やよ

り高度な支援スキルを身に着けるために、中小企業大学校東京校が主催する専門研修へ

派遣する。 

②ＯＪＴ制度の導入 

  今回、新たに組織全体としての支援能力の向上を図るため、ベテラン指導員と新人指導

員及び一般職員がチームを編成。巡回指導や窓口指導の機会を活用して、ＯＪＴを積極的

に実施する。ＯＪＴ制度の実施に関しては、専門家（中小企業診断士）の意見も交えて実

施する。 

  ③職員間の定期ミーティングの開催 

      各種セミナーに出席したベテラン指導員が講師を務め、経営支援の基礎から、地域の実

情、会話の方法や話の聞き方などの支援ノウハウを伝授する、定期的な所内会議（月 2

回・年間 24 回）を一般職員も交えて、職員全員を対象に開催する。講師が一方的に話

すのではなく、意見交換も交えながら新人職員がリラックスして学ぶことのできるミー
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ティングにするよう心掛ける。  

特にベテラン指導員には、若手職員の指導業務に関するモチベーション向上に重点を

置きながら話を進めることで、職員の支援能力の底上げを目的とする。 

   ④ＢＩＺミル導入による組織的な支援体制の構築 

      今回新たに経営支援基幹システム（ＢＩＺミル）の導入により、データ入力を適時・適

切に行うことで、支援継続中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるように

する。データ入力の際には、気を付けているポイントや注意点を記載することで、属人的

な対応から脱却して、担当以外の職員も一定レベルの対応ができるようになり、組織的な

支援体制の構築に繋がる。 

 

１１．事業の評価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、本計画に記載の事業を適正に遂行するために、事業の評価、検証を行い、見直

しを実施する評価委員会を開催して、評価委員の意見を聞いて次年度の事業に反映させ
ている。 

  [課題]評価の高い事業を伸ばしたり、評価の低い事業や辛口の意見が多かった事業に関しては、
より深い検証をするなど、当所の経営発達支援計画を実施するために効果的なＰＤＣＡ
サイクルを回す必要がある。 

 
 （２）事業の内容 

   経営発達支援計画の遂行に係る事業評価委員会の開催 

   ①法定経営指導員が中心となって、御坊市や和歌山県、金融機関や中小企業診断士をメンバー

とする事業評価委員会を毎年 1回開催して、経営発達支援事業の進捗状況等についての評価

を行う。 

②法定経営指導員からの業績報告を受ける形で実施。また、個別案件に対しては、経営指導員

等が説明する。この場合、成功事例だけでなく、上手くいかなかった事例も取り上げること

で、次年度以降の取組みに反映させていく。 

③事業の成果・検証・見直しの結果を反映させた事業計画については、常議員会へ毎年１回
報告し、承認を受けた上で、次年度の事業に反映・実行する。 

④事業の成果・検証・見直しの結果を御坊商工会議所のホームページに毎年、事業計画期間
中公表し、また当所窓口において常に閲覧できるよう公表を行う。 

⑤見直し案により、更なる効果、成果を求め計画を遂行する。 
 

以下のメンバー   と共に、事業の実施状況、成果の評価・見直しの方針などを行う。 

・外部有識者 ： 中小企業診断士 1名、紀陽銀行御坊支店長 1名、 

きのくに信用金庫御坊営業部長 1名、和歌山県日高振興局担当課長１名 

・内   部 ： 御坊市商工振興課長１名、専務理事１名、事務局長１名 

法定経営指導員２名 

事業実施状況及び成果の評価・検証・見直しの役割 

 
事業の 

実施 

事業成果 

の評価 

事業の 

検証 

見直し案の策

定及び提示 

事業成果検証

結果見直し案

等の承認 

見直し 

案公表 

商工会議所・御坊市 ◎  ◎ ◎  ◎ 

事業評価委員会  ◎ ◎ ◎   

常議員会     ◎  
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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２年４月現在） 

（１）実施体制

中小企業相談所 総務部 

法定経営指導員 
総務課長 
（法定経営指導員） 

経営指導員（新人） パート職員 

経営指導員（新人） パート職員 

経営支援員（新人） 

経営支援員（新人） 

事 業 事業内容 責任者 担当者 御坊市 

経営発達支援

事業 

・地域の経済動向の調査

・経営状況の分析に関すること

・事業計画策定支援に関すること

・事業計画策定後の実施支援に関すること

・需要動向調査に関すること

・新たな重要の開拓に寄与する事業に関すること

法定経営 

指導員 2名 

経営指導員 2名 

経営支援員 2名 

パート職員  2名 

担当課長 1名 

担当者 1名 

地域経済の活

性化に資する

取組み 

・地域活性化・観光推進委員会の開催

・地元企業研究会の取組み

・ごぼう商工祭・ロボットフェスティバルの開催
事務局長 

法定経営指導員 

2名 

経営指導員   2名 

経営支援員   2名 

パート職員    2名 

担当課長 1名 

担当者 1名 

支援力向上の

ための取組み 

・各支援機関との支援力強化に向けた連携及び

情報共有

・職員の資質向上並びに組織的支援体制の構築

法定経営 

指導員 2名 

法定経営指導員 

2名 

経営指導員   2名 

経営支援員   2名 

パート職員    2名 

担当課長 1名 

担当者 1名 

評価・見直し 

経営発達支事業において、ＰＤＣＡサイクルを意識

した評価・見直しを行うことで、より効果的な事業者

支援に繋げる。 

法定経営 

指導員2名 

経営指導員   2名 

経営支援員   2名 

パート職員    2名 

担当課長 1名 

事務局長 

専務理事 

御坊商工会議所 

商工振興課課長 

担当職員 1 名 

御坊市 

〇経営発達支援事業 

〇地域経済の活性化に資する取組み 

〇支援力向上のための取組み 

〇評価・見直し 

〇情報共有 

連携 
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（２）法定経営指導員の関わり
①法定経営指導員の氏名、連絡先
■氏 名：佐藤浩知 ■氏名：大土かおり
■連絡先：御坊商工会議所 （ＴＥＬ０７３８－２２－１００８）

②法定経営指導員の関わり
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・見直しをする際に必要な情報提供等を行う。

（３）連絡先

〒644-0002

和歌山県御坊市薗 350-28 

御坊商工会議所 中小企業相談所 

電話番号 0738-22-1008  ＦＡＸ番号 0738-23-1245 
メールアドレス info@gobo-cci.or.jp

〒644-0002 
和歌山県御坊市薗 350 

御坊市 商工振興課 

電話番号 0738-23-5531  ＦＡＸ番号 0738-23-5848 
メールアドレス syoukou@city.gobo.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 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 

中小企業相談所 

地域振興費 
（イベント開催、

展開会等への出展

費など）

46,500 

5,000 

46,500 

5,000 

46,500 

5,000 

46,500 

5,000 

46,500 

5,000 

（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、県補助金、市補助金、事業委託金、会費、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。 



（別表4)

経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は麻工会誂所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援4澤業を実施する者とする場合の連携に関する事項

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及ぴ住所

並ぴに法人にあっては、 その代表者の氏名

速携して実施する事業の内容

① 

② 

③ 

． 

． 

述携して事業を実施する者の役割

① 

② 

③ 

連携体制回等

① 

② 

③
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