
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営発達支援計画実施報告書 

（令和元年度分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

徳島商工会議所  



●経営発達支援計画の実施期間 

 平成 30年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

 

●経営発達支援計画の内容 

Ⅰ．経営改善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 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済振興・活性化事業 

２．人材の教育・育成・確保 

 

Ⅲ．経営改善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 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

  

1.地域の経済動向調査に

関すること

2.経営状況の分析に関す

ること

3.事業計画策定支援に関

すること 4.事業計画策定後の実施

支援に関すること

5.需要動向調査に関する

こと

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

経営発達支援計画及び伴走型小規模事業者支援推進事業体制 

調査結果を反映 調査結果を反映 



 

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】 

【実施した事業】 

(１)地方公共団体が提供するオープンデータ「RESAS(リーサス)」を活用した地域の経済動

向調査の実施 

 RESASを活用し、管内の第 1次産業から第 3次産業において、それぞれの産業の強みと、現状課題等(地

域の経済循環、農林水産業、観光、人口、消費、自治体比較等)を把握した。また、近隣市町村の現状や

人・モノの流れを把握し、自治体で起きていることを時系列で調査・分析を行った。 

 具体的には、地域の第 1 次産業には RESAS の農林水産業マップ、第 2 次産業及び第 3 次産業には全産

業花火図を用いて経営指導員等が調査・分析し、それらで得られた情報は、事業者ごとに必要な情報を

抜粋して提供し、販路開拓や事業計画策定に活用していただいた。 

 

(２)県・市町村・民間シンクタンク等が公表する経済指標・業界情報の活用 

 経営指導員等は、中小企業庁の「中小企業実態基本調査」をはじめ、中小企業白書・小規模企業白書

は常に確認し、情報の更新に努め、公益財団法人徳島経済研究所が毎月発行する「徳島経済レポート」、

四半期ごとに発行する「企業経営動向調査」、年 1 回発行する機関誌「徳島県の経済と産業」、年 2 階発

行する「徳島経済」に掲載される、徳島県内の景況、指数、実情について整理・分析を行い、一目で的

確に地域の景気状況が理解できるよう加工した。計画では当所会報及びホームページに掲載を予定して

いたが、分析結果を掲載すると膨大なデータ量となり、また事業者ごとに必要な情報が異なるため、巡

回訪問・窓口相談時に個別提供した。 

 

【実績】 

調査事業名 
R1年度 
目標 

R1年度 
実績 

R1年度 
達成度 

小規模企業景気動向調査の実施 4回 未実施 × 

 
会報並びにホームページによる
情報提供回数 

4回 未実施 × 

消費マインド調査の実施 4回 未実施 × 

 
会報並びにホームページによる
情報提供回数 

4回 未実施 × 

ＲＥＳＡＳによる地域経済動向
情報の調査・分析回数 

1回 1回 〇 

 
会報並びにホームページによる
情報提供回数 

1回 未実施 × 

地方公共団体等が公表するデータ
を活用した経済指標・業界情報の調
査・分析回数 

2回 2回 〇 

 
会報並びにホームページによる

情報提供回数 
2回 未実施 × 

 



２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【実施した事業】 

(１)経営指導員による簡易な経営分析 

 ①経営問診票を活用した経営状況の把握(非財務分析) 

 事業計画に馴染みがない小規模事業者は、数値等による分析に心理的な抵抗があり、必要性に気づか

ないことも多い。そこで、分析項目を安全性・生産性・収益性の基本的な項目と自社の強み・弱みに絞

った簡易な分析シートを相談窓口・巡回・セミナー等で配布し、持続化補助金の申請者に対して、自身

の考えを整理するために利用を促した。 

 

 ②ローカルベンチマーク等を活用した経営分析 

 経営問診票を記入したなかで、経営分析に前向きで意識レベルの高い事業所、新事業の取組みを行う

事業所、問題点を有する小規模事業者などについては、経営指導員が巡回訪問や窓口相談の頻度を高め、

小規模事業者がローカルベンチマークや中小機構が提供する「経営自己診断システム」などを利用して、

定量面(財務諸表等)・定性面(経営資源等のヒアリング)を含めた経営状況分析を行うことを支援した。

併せて「SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)」の支援も行った。 

 

(２)専門家との連携による詳細・高度な分析の支援 

 事業計画等、目的をもった小規模事業者を中心に、伴走型補助金や各種支援団体の制度を活用し、中

小企業診断士等の専門家を派遣し高度で専門的な相談への対応を実現した。分析結果は、小規模事業者

が理解できるよう丁寧に説明し、正確な現状把握をし、必要な対策の実行に繋げた。 

 

(３)相談内容の組織内での活用による支援力向上(データベース化) 

 経営指導員等は、巡回・窓口、セミナー時の相談対応などで接触した個社の情報並びに調査・分析情

報を、クラウドを活用した経営支援基幹システムである事業所管理システムへ登録を行い、組織内で情

報共有している。相談内容、調査・分析情報をデータベース化することにより、これまで属人化してい

た支援から脱却し、組織としての支援が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【実績】 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【実施した事業】 

(１) 経営指導員による事業計画策定支援の実施 

 経営指導員は、事業計画策定の手助けとなる、経営分析の方法、自社を取り巻く状況（商圏、ニーズ、

時代背景）などの情報提供を行った。 

 なお、セミナー及び個別相談会への参加のみで、支援する小規模事業者の事業計画が完成するとは限

らないため、完成に至っていない事業者については、経営指導員が巡回訪問・窓口相談等を通じて、事

業計画完成まで伴走支援を実施し、１社でも多くの小規模事業者の事業計画策定支援に努めた。 

 具体的には、巡回訪問・窓口相談等を通じて、経営指導員が小規模事業者とともに経営計画策定アプ

リ、小規模事業者の事業計画づくり・サポートキット（中小機構）等を活用しながら、事業計画の策定

を行った。同時に、経営分析結果をもとに経営指導員が個社の外部環境や内部環境などをもとにドメイ

ンを設定し、「１．地域経済動向調査に関すること」、「５．需要動向調査に関すること」で実施する調査・

分析の結果から抽出された個社のそれぞれの課題を踏まえて、事業計画の策定に反映させ、新たな需要

の開拓に繋がるような支援を行った。 

 なお、小規模事業者持続化補助金については、年度内に平成 30年度補正予算および令和元年度補正予

算の 2回の公募があり、有効申請件数 65件の申請支援に対し 56件が採択された。 

 

(２)各種支援機関等との連携・専門家等の活用 

 小規模事業者及び経営指導員では対応できない課題については、徳島県よろず支援拠点、ミラサポ、

徳島県中小企業再生支援協議会、徳島県経営改善支援センター等と連携を図り、専門家からの助言を得

ながら、より精度の高い事業計画策定を支援した。また、創業支援、融資相談、補助金申請、販路開拓、

経営改善計画など、具体的な目的を持った計画策定においては、これまで当所の経営指導員が相談対応

支援事業内容 
R1年度 
目標 

R1年度 
実績 

R1年度 
達成度 

巡回・窓口相談件数 
（延べ事業所数） 

1,000社 1,221社 〇 

各種セミナー開催回数 10回 18回 〇 

 セミナー受講者数 200人 312人 〇 
経営問診票による 
経営把握事業所数 

300社 130社 △ 

ローカルベンチマークなどを
活用した詳細分析支援件数
（ＳＷＯＴ分析など） 

100件 52件 △ 

専門家との連携による 

高度な分析支援件数 
10件 9件 △ 

経営状況分析実施件数 110件 112件 〇 



を行ってきたが、各種支援機関と連携し、専門家を積極的に派遣し、より精度の高い計画策定を実現す

るよう支援した。 

 経営指導員等が専門家と帯同した結果、高度な知見を有する専門家のスキルを学ぶことで計画策定能

力向上を図った。専門家活用後も、経営指導員等が小規模事業者へのフォローアップを継続中である。 

 そのほか、徳島県よろず支援拠点と連携を図り、「小規模事業者持続化補助金活用申請セミナー」、「も

のづくり補助金セミナー」を計 4回、「事業継続力強化計画セミナー」、「先端設備導入計画セミナー」を

計 2回、合計 8回実施した。 

 

(３)その他の取組み 

①商圏情報サービス(MieNa/ミーナ)の導入 

 事業計画策定に係る基礎分析に活用およびその分析結果に基づき事業計画実施のための営業計画や行

動プラン等を立案することを目的とし、令和元年 8 月～令和 2 年 2 月末まで導入した。都道府県トレン

ド WATCH、特定市区町村レポート、商圏レポートなどで事業者の周辺環境や来店者の分布範囲などを数値

として可視化でき、「地域シェア」や「1 店舗当たりの売上目安金額」といった数値目標等を算出するこ

とが可能となるため、実現可能な事業計画の策定支援ができた。具体的には、当所ホームページ内にあ

る経営発達支援事業の専用ページに掲載、さらに「生産性向上セミナー」において活用方法の説明を行

い、自社の商圏情報を把握した事業者からの申込みがあった場合には、商圏レポートを提供した。 

 

②経営支援基幹システム(BIZミル)の導入 

 巡回訪問先および来所された事業所に対し担当者がヒアリングを行い、現状分析表を作成することで

個社の課題を明確にし、事業計画策定支援を行った。事業計画を作成するうえで、経営を取り囲む情報

を収集・整理し、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

付かせることができた。また、経営分析と事業計画策定を通じて、事業者自身に自社の経営上の重要な

要素を意識させ、自社の今後の方向性について考えさせることを意識した支援を行った。 

 

【実績】 

支援内容 
R1年度 
目標 

R1年度 
実績 

R1年度 
達成度 

事業計画策定支援セミナー開催回数 1回 未実施 × 

 参加事業者数 50社 未実施 × 

個別相談会開催回数 1回 未実施 × 

 参加事業者数 5社 未実施 × 

事業計画策定完了件数 40社 76社 〇 

※事業計画策定完了件数は、販路拡大・新商品開発等の事業計画、単年度計画・中長期計画、経営力向上計画、

経営改善計画、経営革新計画など、通常の事業計画のほか事業承継計画、創業計画などの合計件数。 

 

 

 

 



４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【実施した事業】 

(１)経営指導員による定期的なフォローアップ 

 これまでは、経営指導員が個々の判断で行っていたフォローアップについて、今後は、３ヵ月に１

回以上（四半期毎）を目標として、「３．事業計画策定支援に関すること」で事業計画を策定した小規

模事業者を対象に経営指導員が巡回訪問・窓口相談を通じて、事業計画の進捗状況の確認を行った。 

 この定期的に行う進捗状況の確認において、計画が順調な小規模事業者は巡回訪問等の頻度を落と

し、計画通りに進んでいない小規模事業者については頻度を上げる。小規模事業者とともに計画実行

における課題を確認し、取り組むべき課題を明確にし、計画の修正を行うことで事業計画の実効性を

高める支援を行った。 

○組織的なフォローアップ 

 事業計画実施の支援段階では、より現場レベルでの具体的なアドバイスが求められる。当所の経営指

導員はそれぞれが得意分野を持つため、事業計画実施の支援状況を組織内で情報共有し、組織的に小規

模事業者の支援を行った。具体的には、クラウドを活用したソフトウェア、経営支援基幹システム（Ｂ

ＩＺミル）を導入した結果、組織支援活動をデータとして蓄積ができるため組織内で経営指導員及び個

社ごとの支援活動の情報が共有可能となった。さらに、個社ごとに支援の段階が確認でき、支援が必要

とされる個社のピックアップも可能となっているため、経営指導員一人ひとりの能力に依存しない「属

人的な経営支援」から「組織的な経営支援」にも繋がるきっかけとなった。また、ベテラン経営指導員、

若手経営指導員に関わらず、経営支援の標準化にも繋がり、組織的な伴走型支援が可能となった。その

ほか、関係支援機関等とも連携を図りながら、小規模事業者への地域一体となった支援体制を構築する

ことで小規模事業者の売上向上ひいては粗利向上に繋げることができた。 

 

(２)各種支援機関等との連携・専門家等の活用 

 フォローアップに当たる経営指導員が、より専門的な知見が必要であると判断した場合には、専門家

(ミラサポ、徳島県経営改善支援センター、徳島県よろず支援拠点)と連携し、議題の解決を図った。そ

の際には経営指導員が専門家と帯同し、協力して継続した支援を行う。また、事業承継計画実施の支援

段階では、後継者のマッチング、事業売却先の探索などが必要となった場合、徳島県事業引継ぎ支援セ

ンターと連携し、新規創業者との後継者マッチングなども実施した。さらに、日本政策金融公庫や地元

金融機関、徳島市等とも連携を図り、「とくしま創業塾」及び「創業相談会」並びに「各種セミナー」を

開催する一方で、事業計画の実施に必要な資金の調達や事業計画の見直しなど、個社の状況に応じた必

要なフォローアップを継続的に行い、事業計画策定で終わることなく、事業の持続的発展に繋がる効果

的な支援を行った。 

 

 

 

 

 



(３)その他の取組み 

 ①事業計画策定後の販売促進・販路拡大支援(フォローアップ支援) 

 事業計画作成がゴールとならないよう、計画策定後のフォローアップ支援を行った。定期的にフォロ

ーアップを実施することで、事業者が常に思考するよう促すとともに、計画に基づく企業行動の定着を

めざした。 

 具体的には、小規模事業者の自主的な努力を助長するため、自社ですぐに実践できる販売促進方法を

習得するためのワークショップセミナーを開催し、事業者自身が販促物の制作や SNS の活用ができるよ

う支援を行った。 

 

日  時 場  所 テーマ 受講者数 

R1.10.18 

18:00～20:30 

徳島商工会議所 

1階小会議室 

ブラックボード作成講座 

～さらっと書いてお客様の目を惹きつける～ 
10名 

R1.10.25 

18:00～20:30 
〃 

プロカメラマン直伝！スマホでもできる「売

れる！写真撮影実践講座」 
17名 

R1.11.1 

18:00～20:30 
〃 

SNS活用講座 

～写真や WEB動線で実践的な集客を～ 
17名 

R1.11.8 

18:00～20:30 
〃 

ラッピング講座～ラッピングで商品の価

値・満足度をあげる～ 
15名 

R1.11.15 

18:00～20:30 
〃 集客・売上に繋がる「チラシ・POP作成講座」 17名 

 

 

 

【実績】 

支援内容 
R1年度 
目標 

R1年度 
実績 

R1年度 
達成度 

事業計画策定済事業者への 
フォローアップ実施事業者数 

40社 42社 〇 

 
売上高増加事業者数 15社 10社 △ 

粗利増加事業者数 15社 7社 △ 

事業計画策定済事業者への 
フォローアップ延べ数回数 
（巡回訪問・窓口相談数） 

160回 184回 〇 

 

 

 

 

 

 

 



５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【実施した事業】 

(１)個社の販売する商品・役務を対象とした調査支援 

 ①商圏の調査 

 「１．地域の経済動向踏査に関すること」の調査結果を、事業所ごとの業種やターゲット等、個社の

状況に合わせて加工し、調査・分析した結果を事業計画の策定の際に活用し、新たな需要の開拓（新た

な販路開拓や新商品・サービスの開発、販売戦略の見直し）に役立てた。 

 平成３０年１月からは、自社の顧客分布分析もできる独立行政法人統計センターの「地図による小地

域分析（ｊＳＴＡＴ ＭＡＰ）の運用も行い、事業者への周知と利活用を図った。 

 

 

(２)大都市圏バイヤーとの意見交換会 

 ①首都圏・関西圏バイヤーによる求評会 

 首都圏・関西圏へ販路の拡大をめざす小規模事業者(飲食料品に限る)を対象に求評会を実施した。バ

イヤー5名の視点から、消費者動向を踏まえたうえで商品のブラッシュアップするためのアドバイスをも

らい、「地域うまいもんマルシェ」に出展するよう出口戦略の支援を全面的に行った。 

 

 

 

【実績】 

支援内容 
R1年度 
目標 

R1年度 
実績 

R1年度 
達成度 

店頭調査の実施 40件 未実施 × 

 個社支援数※ 40社 未実施 × 

商圏調査の実施 40件 30件 △ 

 個社支援数※ 40社 30社 △ 

モニタリング実施回数 5件 未実施 × 

 個社支援数 5社 未実施 × 

業種別・品目別の需要動向調査回数 40件 未実施 × 

 個社支援数※ 40社 未実施 × 

大都市圏バイヤーとの意見交換会開催回数 2回 1回 △ 

 個社支援数※（延べ支援数） 160社 16社 △ 

海外販路に関する需要動向調査 2件 3件 〇 

 個社支援数 2社 3社 〇 

 

 



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】 

【実施した事業】 

(１)商談会への参加(BtoB) 

 ①地域特産品(飲食料品)専門小売店との商談会 

 日本百貨店しょくひんかん「全国から毎週集まる‼地域うまいもんマルシェ」に出店した事業者を対象

に、出店期間中に現地で商談会を実施した。 

 

 ②関西圏・九州地方・首都圏バイヤーとの商談会 

 大都市圏へ販路を拡大しようとする事業者に対し、関西圏・九州地方・首都圏バイヤーとの商談会を

開催した。本商談会に参加する事業者には、専門家と連携し事前準備に関する支援を行う。商談当日は

経営指導員が、事前準備通りに商談が行われているかどうかを確認し、できていない小規模事業者に対

しては助言を行った。商談会参加後も問題点や課題等の検証を行い、フォローアップを実施した。 

 

(２)即売会の開催、物産展・アンテナショップ等への参加支援(BtoC)  

 ①物産展への参加(BtoC) 

 大都市圏に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象に、日本商工会議所と提携している、日本百

貨店しょくひんかん「全国から毎週集まる‼地域うまいもんマルシェ」へ出店支援を行った。 

開催日時：令和元年 12月 10日(火)～12月 16日(月)の 1週間＜第 1回目＞ 

     令和 2年 2月 11日(火)～ 2月 17日(月)の 1週間＜第 2回目＞ 

開催場所：日本百貨店しょくひんかん(東京都千代田区神田練塀町 8-2 CHABARA内) 

出展事業者数：5社 

(３)マスメディア等による広報支援 

 ①新商品・新サービス合同プレス発表会 

 小規模事業者の情報発信をサポートするため、徳島県商工会議所連合会・徳島県商工会連合会・徳島

県中小企業団体中央会と連携し、新商品・新サービス合同プレス発表会を開催した。 

 当該プレス発表会を通じて前述の（１）及び（２）に参加・出品等をする小規模事業者等を対象

に新商品及び新サービスの情報発信を行った。また、当所のホームページ、フェイスブックなどの

ＳＮＳでも上記内容の情報発信を行った。 

日  時 場  所 参加事業者 

H31.4.22 

13:00～14:00 

徳島商工会議所 

1階小会議室 
1社 

R1.7.25 

13:00～14:00 
〃 1社 

R1.10.24 

13:00～14:00 
〃 

1社 

(うち小規模事業者 1社) 

R1.11.19 

13:00～14:00 
〃 

1社 

(うち小規模事業者 1社) 



 ②ケーブルテレビを活用した新たな需要開拓支援(日本語、英語、中国語仕様) 

 ケーブルテレビとくしまと連携し、小規模事業者 7社の PR動画を制作した。商談会(BtoB)および展示

会(BtoC)において事業者の強みを発揮できるような約 3分の動画(1事業者あたり)で、日本語・英語・中

国語の 3バージョンでナレーションを収録（徳島県商工労働観光部協力）。制作した動画は、ケーブルテ

レビとくしまで複数回放送し事業者の PRを行うとともに、事業者自身が国内外の商談会や展示会におい

て利活用することで商談成約にも効果を発揮するなど、新たな需要の開拓に寄与するものとなった。 

 

(４)その他海外展開の検討 

 事業計画策定事業所のうち、海外への販路を求めている小規模事業者を対象に、ジェトロ徳島の

協力を得ながら、早い段階から海外展開への取組の意向を確認し、海外展開支援機関への橋渡しや

連携がスムーズに進むよう支援を行った。 

 

(５)その他の取組み 

 ①ネットショップ出店プログラムの活用 

 EC サイトに出店しているまたは出店を検討している企業を対象に、サイトに掲載する商品の写真撮影

に関するスキルや、無料で利用できる ECサイトの運営方法などを学び、実践するワークショップセミナ

ーを開催した。 

 

 (a)国内向け写真撮影ワークショップ編 

   開催日時：令和 2年 2月 17日(月) 18:30～21:10 

   開催場所：徳島商工会議所 3階会議室 

   受講者数：15名 

 

 (b)国内 EC出店編 

   開催日時：令和 2年 2月 22日(金) 18:30～21:10 

   開催場所：徳島商工会議所 1階小会議室 

   受講者数：13名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【実績】 

支援内容 
R1年度 
目標 

R1年度 
実績 

R1年度 
達成度 

商談会への参加回数（BtoB） 1回 2回 〇 

 参加事業者数 20社 12社 △ 

商談件数 100件 69件 △ 

商談成立件数 3社 16社 〇 

見積依頼件数 5社 37社 〇 

即売会の開催回数（BtoC） 1回 未実施 × 

 参加事業者数 20社 未実施 × 

売上増加事業所数 6社 未実施 × 

物産展の開催回数（BtoC） 2回 2回 〇 

 参加事業者数 10社 5社 △ 

売上増加事業所数 5社 5社 〇 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ参加事業所数 

（BtoC） 
10社 未実施 × 

 売上増加事業所数 5社 未実施 × 

ＩＴを活用した販路開拓支援 

セミナー開催回数 
1回 2回 〇 

 参加事業所（延べ数） 30社 28社 △ 

売上増加事業所数 3社 5社 〇 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．地域経済振興・活性化事業 

【実施した事業】 

(１)中小企業社員人材育成事業における地域活性化に繋がる協働 

 徳島市との共催事業である、中小企業社員人材育成セミナーを全 6 回開催し 138 名が受講した。新社

会人のビジネスマナー、クレーム対応の基礎、生産性向上など多岐にわたる内容で実施し、各事業者の

スキルアップを図った。 

 

日  時 場  所 テーマ 受講者数 

H31.4.15 

13:30～16:30 

徳島商工会議所 

3階会議室 
社会人としての心がまえとビジネスマナー 22名 

R1.6.11 

13:30～16:30 

〃 
「ちょっと出来る人」がやっている仕事のコツ 18名 

R1.7.25 

13:30～16:30 

〃 
クレーム・苦情対応術と“こころ”の対処術 29名 



R1.10.8 

13:30～16:30 

〃 
生産性向上のためのパソコン整理術 24名 

R1.11.11 

13:30～16:30 

〃 
業務効率を UPする整理整頓術 24名 

R1.12.10 

13:30～16:30 

〃 
禁断のバカ売れ販促術！ 21名 

 

【実績】 

項 目 R1年度目標 
R1年度 

実績 

R1年度 

達成度 

ＮＰＯ法人チャレンジサポーターズが手

掛ける産直市出店件数 

（トモニＳｕｎ Ｓｕｎマーケット） 

20件 

 

未実施 

 

× 

中小企業社員人材育成事業（徳島市との共

催事業）による育成人数 
120人 138人 〇 

地元大学との産学連携事業 

（サテライト授業の開催回数） 
20回 未実施 × 

名東郡佐那河内村「移住交流センター」と

の連携事業（移住斡旋人数） 
8人 未実施 × 

 

 

 

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 

【実施した事業】 

(１)連携会議への参加 

 ・とくしま中小企業支援ネットワーク会議 2回 

 ・とくしま産学官連携プラットフォーム運営協議会 

 ・徳島経済産業会館総合支援連絡会議(とくしま産業振興機構主管) 6回 

 ・徳島県よろず支援連絡会議 10回 

 以上の会議に参加し、各支援団体の担当者と情報交換を行った。 

 

(２)その他の取組み 

 ①経営支援能力向上講習会への参加(主催：(独法)中小機構四国本部) 

 経営発達支援計画に基づく伴走支援を実施する当所経営指導員等が受講し、伴走型の事業計画策定・

実施支援に関するスキルアップと先進事例のノウハウを習得することができた。また、他の支援機関と

の交流・連携も図れ、受講後も職員間で支援ノウハウの情報共有を行い、支援力向上へとつながった。 

 

開催日時：令和元年 9月 26日(木)～27日(金) 

実施場所：高松センタービル 6階 601号室(香川県高松市寿町 2丁目 4-20) 



内  容：・中小企業・小規模事業者施策について(四国経済産業局担当者) 

     ・各四国四県からの施策案内及び連絡事項 

     ・経営発達支援計画支援事例及び四国域外の優秀支援事例発表 

     ・EC販路開拓についての研修 

     ・攻めと守りの IT活用支援についての研修 

参 加 者：77名(当所からは 2名が参加) 

 

 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【実施した事業】 

(１)経営指導員等 WEB研修(日本商工会議所主管)の受講 

 小規模事業者のニーズの高度化・専門家に伴い提案型の支援を行うため、スキルアップをめざし、全

国の経営指導員が経営指導していく上で必要となる学習・研修を、オンライン形式で受講した。 

 

(２)経営指導員スクエア(日本商工会議所主管・商工会議所イントラネット CCIスクエア内) 

 「伴走型の事業計画策定・実行支援」に果敢に取り組むとともに、地域活性化に向けた域内外の多様

な関係者を結ぶ「地域総合コーディネーター」としての役割の推進に資するため開設されたものを有効

活用した。 

 

(３)経営指導員メルマガ(日本商工会議所主管)の活用 

 全国の経営指導員向けに政策支援メニューや今後の政策の動向等についてメルマガ配信されるものを

有効活用し、個社支援に役立てた。 

 

(４)商工会議所の基幹業務管理システム「チェンバーズパック」内の「経営カルテ」システ

ムの活用 

 経営支援基幹システム BIZ ミルと連携させることで、より詳細な情報を指導員の間で共有することが

可能となり、これまで以上に事業者の事業計画策定や課題解決のための支援力が向上した。特に、クラ

ウドを活用した本システムを導入した結果、経営支援のノウハウは暗黙知から形式知へ、個社支援の進

捗状況を一元管理することができ、経営支援力向上に大きく貢献した。導入効果として、いろんな出来

事を経営指導員らがこまめに入力すること(習慣化)で、自然と現状分析表が出来上がり、1回作れば事業

計画や補助金申請書にもすぐに活用でき、小規模事業者への事業計画策定支援(持続化補助金申請支援な

ど)に寄与し、伴走型支援に必要な組織力である「情報の共有・蓄積の仕組み化」の構築が出来つつある。 

 

 



 

(５)従来型の徳島県下の商工 3団体で行う経営指導員等研修 

 徳島県下の商工 3 団体(徳島県商工会議所連合会、徳島県商工会連合会、徳島県中小企業団体中央会)

で行う経営指導員等研修等を計 6回実施した。 

研修会名 日  時 場  所 参加人数 

経営指導員研修 

第 1回一般コース 

R1.11.29 

10:00～16:00 
吉野川市鴨島公民館 

21名 

(当所 9名) 

経営指導員研修 

第 2回一般コース 

R12.1.20 

10:00～16:00 
うずしお会館 

21名 

(当所 10名) 

経営指導員研修 

第 1回合同研修 

R1.6.27 

10:00～15:30 

徳島県立工業技術センター 

（午前：10:00～正午） 

徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ 

（午後：13:30～15:30） 

53名 

(当所 14名) 

経営指導員研修 

第 2回合同研修 

R1.10.17 

10:00～16:00 

徳島県立工業技術センター 

2階ホール 

46名 

(当所 8名) 

経営指導員研修 

第 3回合同研修 

R1.12.10 

10:00～16:00 

徳島県立工業技術センター 

2階ホール 

43名 

(当所 5名) 

経営指導員・補助員研修 
R1.12.23 

10:00～16:00 

徳島商工会議所 

3階会議室 

24名 

(当所 14名) 

 


