
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
長浜町商工会（法人番号８５００００５００２９１７） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

 愛媛県商工会連合会、愛媛県、大洲市、愛媛県よろず支援拠点、えひ

め産業振興財団、日本政策金融公庫、その他支援機関と連携し、真に必

要な小規模事業者の支援を核とした「産業振興」及び新たな需要の開拓

や雇用機会の維持拡大、地域イメージの向上等経済的・社会的効果の大

きい「観光振興」を、商工会事業として実施することで、地域経済の活

性化を図る。 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 １ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者の持続的発展のため、地区内の経済動向を調査・分

  析し、有益な情報をフィードバックする。  

 ２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

   経済動向調査を踏まえ、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミ

  ナーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

 ３ 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

   経営状況の分析を基に、小規模事業者の経営課題の解決のため関

  係支援機関と連携して、事業計画の策定に係る指導・助言を伴走型

  で行う。また、地域における創業や事業承継に係る事業計画の策定

  は寄り添いながら支援する。 

 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、経営指導員の巡回訪問により、進捗状況の確

  認や課題解決に向けた指導・助言を伴走型で行うとともに、関係機

  関が実施する支援策の情報提供や必要に応じて専門家派遣を行うこ

  とにより、事業計画の実施に向けた着実な支援を行う。 

 ５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者の販売する商品又は役務の需要動向についてアンケ

ート調査や他機関等が実施する需要動向調査を事業計画策定等に活

用する。 

 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】 

   小規模事業者の販路開拓を大洲市が行っている展示会や商談会等

  と連携し支援するとともに、ＩＴを活用した販路開拓支援を行う。

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

   町外からお金を稼ぎ町内で循環させる観光振興のまちづくりを町

  挙げて行い、新たな展開としての産業振興にも繋げる。 

連絡先 

〒799-3401   

愛媛県大洲市長浜甲１０３０－３ 

長 浜 町 商 工 会  TEL：0893-52-0312 ・ FAX：0893-52-1526 

            E-mail：info@nagahama-sci.or.jp 
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（320社－450社）／11年 

＝年平均 △11.8件 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

＜現状・課題＞ 
 愛媛県大洲市は、平成１７年１月、一級

河川である肱川流域の大洲市、長浜町、肱

川町及び河辺村が合併し誕生したが、上流

域の旧肱川町及び河辺村は川上商工会管

内、中流域の旧大洲市は大洲商工会議所管

内、下流域の旧長浜町は長浜町商工会管内

と地勢的な問題等から１つの行政区域に１

商工会議所と２商工会に分かれている。 

長浜地域（面積：74.79 ㎢）は、県都松

山市から約４０ｋｍ・大洲市中心部から約

１８ｋｍの伊予灘に注ぐ肱川の河口に位置

し、古くは舟運の拠点として、肱川上中流

のまち・むらと、海運で九州・山口や関西

方面とつながり、木材・繭・和紙など流域

の物資の集散地として栄え、特に木材は日本の三大木材集散地のひとつとして発展を遂

げ、現在も木材木製品関連産業が、地域の主産業として引き継がれている港町である。

昭和４０年代の高度成長期の頃から主産業である木材木製品製造業の低迷や海砂利

採取禁止等に伴い、潤っていた町は衰退の一途を辿ることとなった。 

このような背景を踏まえ、抜本的な地域振興対策として、臨海部において、昭和４７

年に第一次開発事業の「晴海工業団地」が、また、平成元年に第二次開発事業の「拓海

工業団地」が完成し、現在、晴海工業団地には２４社が、拓海工業団地には２８社が産

業活動を展開しているが全体の取扱量が徐々に減少している。更に、昭和６２年に長浜

町第三次開発事業基本計画が策定（平成１５年３月改訂）され、この計画は新市建設計

画に引き継がれ、平成１９年策定の大洲市総合計画においても、主要施策の一つとして

位置づけられ、順次整備は進行しているものの慎重かつ計画的な推進がなされている。

過去１０年間においても、地域産業や農林漁業の不振、市場の縮小・競争の激化、少

子高齢化等により企業数の減、人口流出・過疎化は顕著である。 

 

   ［事業所数・商工業者数・小規模事業者数の推移］ 

 事業所数 商工業者数 小規模事業者数

平成 24 年 429 367 ＊320

平成 21 年 477 437 374

平成 18 年 510 461 420

平成 16 年 517 463 421

平成 13 年 555 499 ＊450

※資料 H13.16.18 年事業所・企業統計調査、H21.24 経済ｾﾝｻｽ   

 

松山市 

愛媛県 

青島 

大洲市 

長浜町商工会地域 
（旧長浜町） 
 
◆面積：74.79 ㎢ 
◆高齢化率：43％ 

伊予灘
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65歳以上の高齢化率 

43％ 

(7,155 人－8,852 人)／9 年 

＝年平均 △188.5人 

（毎年 △2％） 

  ［業種別事業所数の推移］ 

業   種 平成 24 年 平成 21 年 増減 

農林漁業 5 5 0 

建設業 45 53 △8 

製造業 35 39 △4 

運輸業・郵便業 27 26 1 

卸売業・小売業 145 162 △17 

不動産業・物品賃貸業 15 15 0 

宿泊業・飲食サービス業 34 41 △7 

生活関連サービス業・娯楽業 41 45 △4 

医療・福祉 21 23 △2 

総合サービス事業 12 13 △1 

その他 49 55 △6 

      ※資料 経済ｾﾝｻｽ 

 

   ［人口の推移］ 

 
人口 

 
世帯数 

男 女 

平成 27 年 ＊7,155 3,351 3,804 3,266

平成 24 年 7,647 3,575 4,072 3,361

平成 21 年 8,251 3,864 4,387 3,459

平成 18 年 ＊8,852 4,161 4,691 3,519

※資料 大洲市住民基本台帳人口・世帯（各年とも 4月１日現在） 

 

  当商工会は、これまで記帳・税務・金融指導・労働保険代行等の定型的な経営改善

業務を中心に、商店連盟・まちづくり協議会・なんとかしょうぜ委員会等の受託業務や

大洲市観光協会長浜支部が主催するイベントへの協力等を通じて、地域活性化や地域振

興に携わってきた。 

 このような中にあって小規模事業者個々の経営課題の把握や有用な情報提供、伴走型

の支援ができておらず、また、これら団体が主催する事業やイベントは、地域の連帯や

活性化に少なからず貢献しているが、多様な産業構造や慣習等から各団体がそれぞれ活

動を行っているため情報の集約・発信が限定的となっており、かつ、内向きなイベント

となっている面は否めず、農業・林業・漁業と商工業との連携・交流や６次産業化や農

商工連携等「産業振興」の動きには繋がっていない。 

 また、稼いできたお金がまちの外に漏出していることで実質的豊かさが実感できない

状況になっており、「町外からお金を稼ぎ町内で循環させるまちづくり」に取り組み、

人口・事業者数・就業者数の減少軽減を図る必要がある。 

 観光資源としては、町の中心部に、現存する日本最古の道路可動橋「長浜大橋」（通

称：赤橋）、世界的にもめずらしい「肱川あらし」、歴史上の偉人で日本人が好きな坂本

龍馬が脱藩し長州へと出発した「江湖」の港、日本で唯一水族館部がありその研究が日

本一となった長浜高校、高校の裏には海水浴場、町の周辺の海岸沿いは至るところ好釣
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り場となっており、中心部から約６ｋｍのところには美しい滝と紅葉の見事さで知られ

る白滝公園、約２０ｋｍのところには平成２９年に開創１３００年を迎える金山出石寺

（標高８２０ｍ）、伊予市から長浜町までの国道３７８号線（通称：夕やけこやけライ

ン）の海岸線は伊予灘断層海岸沿いにあり東西に風光明媚な景観が続いておりドライバ

ーやサイクリストの評判は高いところで、海の幸としては伊予灘で獲れる夏のハモ・冬

のフグが昔から特に有名で、近年、インターネットやテレビ等で長浜沖の青島が「住民

１５人と猫１００匹が暮らす島」と注目を集めている。観光地の４条件は「気候」「自

然」「文化」「食事」といわれており、長浜は全て該当しており、近隣の町から羨ましが

られているにもかかわらず、町外から訪れる観光客への受け皿や情報発信力が乏しいと

されており、観光資源を有効に活用できていない。 

 

＜中長期的な振興のあり方＞ 

 当商工会としては、限られた人員と財源を前提として、本来の使命である「商工業者

の収益向上や雇用創出につながる経営支援」に応えているか、「産業の発展を促す地域

振興事業」に限り携わっているか、既存事業の真摯な評価・検証を続け、これからは商

工会が地域に密着した唯一の総合経済団体として、特に情報の集約・発信に関し各団体

をまとめるとともに、地域経済を活性化するための真に必要な小規模事業者の種々の支

援を核とした「産業振興」、新たな需要の開拓や雇用機会の維持拡大、地域イメージの

向上等経済的・社会的効果の大きい「観光振興」の２つを優先課題として取り組む。 

 併せて、既存事業の見直し及び優先課題を実行することで商工会の再生を図り、商工

業者並びに地域から一層信頼される組織となることで、商工会組織のバロメーターであ

る組織率の向上を目指す。 

 

中

長

期

的

な

目

標 

中期的には、平成 24 年経済センサスの小規模事業者数 320 社をベ

ースに、事業持続化等により年平均△12 社から△9社を目指す。 

中期的には、平成 25 年中の観光客数 144,000 人をベースに、少な

くとも 6,000 人増の 150,000 人超を目指す。 

中期的には、商工会の法定会員の組織率を 65％から 70％までに引

き上げる。 

長期的には、平成 25 年中の観光客数 144,000 人をベースに、

160,000 人超を目指す。  

長期的には、大洲市が推進する第三次開発事業及び長浜地区住民

の悲願となっている長浜水族館復活の促進を図る。 

長期的には、商工会の法定会員の組織率 70％超を維持する。 

 

 折しも、多くの問題は抱えているが、今、長浜に注目が集まっている。平成２６年は、

昭和１０年に完成した「長浜大橋」（通称：赤橋）が、今なお開閉する現存最古の道路

可動橋として国の重要文化財に指定され、また、生徒数の減少により分校化の危機にあ

る愛媛県立長浜高等学校水族館部の「チーム・ニモ」が第５８回日本学生科学賞で最高

賞の内閣総理大臣賞に輝き、平成２７年には、「チーム・ニモ」が日本代表として科学
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のオリンピックであるインテル国際学生科学技術フェア（世界７５以上の国と地域から

約１７００人の高校生が参加）において、動物科学部門の４等に入賞するほか、長浜町

漁業協同組合が、漁協内の魚市場を初めて一般消費者向けに開放し、昨年７月から原則

第３土曜日に「長浜漁師あらせ市」を開催している。 

 平成２８年度からは、長浜高校が「長浜学」の授業を開始し、人材育成・Ｕターン事

業として地域住民や地元企業の経営者との交流を計画している。また、平成２６年度に

は連携のなかった長浜町漁協が商工会の会員となり、平成２７年度には愛媛たいき農協

も会員となるなど、地域の連帯・新商品の開拓等これまでとは異なる新しい風が長浜か

ら吹く兆しが芽生えており、これら適宜の到来を受け、経営発達支援事業を実行するこ

とで商工会が「長浜」の笑顔と元気づくりを牽引する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  肱川あらし               日本最古の道路可動橋「長浜大橋」 

 

 

＜目標の達成に向けた方針＞ 

 このような現状、課題を踏まえて、「産業振興」として、把握しきれていない小規模

事業者のニーズ調査に加え、創業者、停滞している商業者、若い事業承継者等経営支援

が必要とされている個社支援及び観光産業への発展・貢献が期待できる個社支援にも取

り組むとともに、「観光振興」として、地域に活気を取り戻し雇用等地域経済へも波及

効果の大きい地域支援を優先課題として取り組む。 

 特に、町に高校生の姿がなくなると町に元気もなくなるため、長浜高校の存続にも配

慮し、これまで長浜高校が取り組んできた水族館活動を核とした地域活性化の取り組み

にも連携した地域支援を行う。 

 これらの産業振興や観光振興は、大洲市総合計画の後期基本計画（平成２４年度～２

８年度）の第４節活力きらめくまちづくりの①地域核企業の育成・工業団地への企業誘

致・地場産業への支援等「工業の振興」、②既存商店街の活性化・観光ルートの確立・

水族館などの新たな観光施設の整備検討等「商業・観光の振興」、③生活密着型の起業

支援・農林水産物加工などの地域工房の育成等「雇用の創造」と整合しており、愛媛県

が推進しているサイクリング、平成２８年度に開催される「えひめいやしの南予博」、

２９年度に開催される「えひめ国体」等を契機とした観光振興事業とも整合している。
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＜地域の現状及び課題を踏まえた具体的目標＞ 

 

 産業振興（個社支援） 

      ・地域の経済動向及びニーズ把握調査：小規模事業者 320 社 

      ・経営支援：25 事業者／年 

      ・事業継続及び創業等に係る計画策定並びに実施支援：16 事業者／年 

      ・市場ニーズ収集及び提供：小規模事業者 320 社 

        

観光振興（地域支援） 

      ・観光客数：5年後に 4％増の 150,000 人超を目指す。 

      ・商工会ホームページのリニューアル 

      ・地場産品の復活と新商品の開発：会議 2回以上／年 

      ・観光振興の視点からの安全安心な町づくりへの支援 

      ・町外からの観光客に対する看板設置及び周遊ルートの作成並びに駐車場

       の確保（「店」の駅） 

      ・長浜大橋のＬＥＤイルミネーション化 

      ・長浜高校との連携・支援 

      ・江湖の港で釣り大会の開催 

      ・第三次開発事業の促進及び長浜水族館の復活提言への支援 

 

 

 なお、本経営発達支援計画策定にあたり、独自に、商工会三役のほか商業部・工業部

から各２名、長浜まちづくり協議会から２名の計９名と事務局３名の合計１２名の協議

会を設置し検討するとともに、長浜高校生徒会と水族館部の生徒との意見交換を長浜の

魅力・課題等－産業や観光振興のまちづくりを目指して－をテーマとして行い（地元県

議や大洲市議会議長等地元市議も同席）、これら種々の意見等を踏まえ、本経営発達支

援計画を策定した。 
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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２９年４月１日～平成３４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】 

   ＜目的＞ 

    地区内の経済動向に関する情報を収集、整理、分析を行うことにより、地区内

の小規模事業者の現状や経営課題を把握し、調査により得られた情報を整理分

析、提供することで小規模事業者の経営発達を図る。 

   ＜現状と課題＞ 

    地域の経済動向に関する調査は、平成２３年度～平成２５年度の３年間、全国

商工会連合会の受託事業である中小企業景況調査を１５事業所に対して年４回

実施した。調査報告書は対象者へ配布するのみで、経営支援に繋がる有益な資料

としての活用ができていなかった。 

    昨今の厳しい経済状況の中、如何に売り上げに結び付ける支援が大切かを踏ま

   え次のとおり地区内の小規模事業者実態調査を行い、それぞれの事情に合った対

策を検討し、併せて、巡回相談等の際、今後の観光振興も踏まえ有益な情報を小

規模事業者に提供する支援にあたる。 

 

   ＜事業内容＞ 

   ①小規模事業者実態アンケート調査 

 地区内の小規模事業者３２０社に対し、３年を目途に小規模事業者実態アン

ケート調査を実施する。調査項目は、企業概要（主要商品・サービス・技術）、

収支状況、経営課題、後継者の有無、雇用状況、今後の見通し、支援ニーズ、

商工会への要望等とし、巡回または郵送で行う。 

調査結果は、集計、分析を行い、分かり易くまとめ、小規模事業者に巡回時

に情報提供する。また、ホームページや会報誌に掲載し、幅広く周知し、小規

模事業者が事業計画等に利用できるものとする。 

また、調査により把握した小規模事業者個々の経営課題や支援ニーズについ

ては、巡回・窓口相談等で改善策を提案していき、今後の持続的発展に繋げて

いく。各小規模事業者の調査内容については、小規模事業者支援システムを活

用し、データーベース化することで職員間の共有を図る。 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

小規模事業者実態ア

ンケート調査件数 
未実施 100 件 100 件 120 件 - -

公表回数 未実施 2 2 3 - -
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   ②他機関等が実施する経済動向等調査の活用 

行政や金融機関等が調査・公表している下記資料に基づき小規模事業者の経

営に役立つ経済動向を収集・分析して、分かりやすくまとめた資料を作成する。

巡回訪問、窓口相談時やホームページ・会報誌などで広く情報発信し、地区内

の小規模事業者の事業計画策定に役立てる。 

    【調査資料】 

     ・愛媛県「県内経済情報」 

     ・全国商工会連合会「中小企業景況調査」 

     ・全国商工会連合会「小規模企業景況動向調査」 

     ・日本政策金融公庫「中小企業景況調査」 

     ・㈱いよぎん地域経済研究センター「IRC Monthly」 

     ・㈱いよぎん地域経済研究センター「えひめＮＯＷ」 等 

    【調査項目】 

     ・地域内の業況判断・生産活動・雇用情勢 等 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

各種調査分析 

・公表回数 
未実施 4 4 4 4 4

 

   ＜活用方法＞ 

    巡回訪問や窓口相談時の支援ツールとして活用する。また、経営分析や事業計

画策定支援における資料とすることで小規模事業者の経営判断等に活用する。 

    

  ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   ＜目的＞ 

    小規模事業者の経営分析を行うことにより、自社の経営状況や経営の方向性を

把握することができ、各事業者の経営状況に応じた経営支援を行うことで持続的

な発展に繋げることを目的とする。 

 

   ＜現状と課題＞ 

    これまでの調査は、感覚的な売上推移や取引状況を確認していたに過ぎず、分

   析の基となる指標が皆無の状況であり、経営改善に結びつける資料整備も行って

   いなかった。現状は、事業者が困窮状態に陥ってから、相談を受けるという受け

   身の姿勢で、後手に回っていた。また、これまで職員の意識が経営管理面の指導

に目が行き、生産性や収益性追求の支援という経営改善に関する意識が薄く、イ

   ベント等に時間を取られていた面もある。 

    一方、小規模事業者においても、経営分析の重要性や必要性を認識している事

業者は少ない。 

    今後については、日常より巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者に積極的に

アプローチし、各種セミナーへの参加を通じて個々の経営分析を行うことで、小
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規模事業者の意識向上を図り、経営上の悩みに対し丁寧にサポートする。 

 ＜事業内容＞ 

①巡回訪問等による経営実態の把握 

経営指導員が巡回訪問、決算指導等の窓口相談、小規模事業者実態アンケー

ト調査により分析の対象となる小規模事業者をピックアップ（特に、事業継

続・拡大に前向きな事業者、停滞している商業者、若い事業承継者を中心とす

る。）し、経営分析を行う。 

②ネット de 記帳システムの活用 

ネット de 記帳利用者については、経営指導員・経営支援員が経営システム

（ネット de 記帳）の分析システムによる財務分析を実施し、巡回訪問時に３

カ月に１回以上説明を行う。あわせて定性的な項目についても把握をする。

◎分析項目と手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③各種セミナー等の開催 

小規模事業者を対象にした基礎的な会計セミナー・個別相談会等を実施

し、簡単な財務分析と財務管理についての知識の習得を図る。これにより経

営分析の必要性、有効性について認識し、自主的な経営判断力を養う。 

      また、経営者の資質向上を図るセミナーの開催や中小企業大学校の研修へ

の参加斡旋及び受講料の一部助成（人材育成支援事業）を行う。 

   ＜目標＞ 

支援内容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

経営分析に係る巡回訪問件数 50 100 100 120 120 120

会計セミナー、個別相談会、資

質向上セミナー開催回数 
未実施 3 3 3 3 3

上記セミナー等受講者数 未実施 25 25 30 30 30

経営分析件数 0 25 25 30 30 30

   

 分析項目 分析の手法 

定性 

主要取扱商品・サービス・技術 

業界の動向  顧客ニーズ 

経営の課題  後継者の状況 

強み・弱み・機会・脅威 

（SWOT 分析） 

今後のビジョン 等 

独自のヒアリングシートを作成

し、聞き取りにより行う。 

定量 

財務状況 

（収益性・安全性・流動性 

・成長性・生産性） 

借入状況 等 

決算書などの資料をもとに、中

小企業基盤整備機構の 

「経営自己診断システム」や 

「支援ツール」を活用する。 

また、ﾈｯﾄ de 記帳利用者につい

ては、ﾈｯﾄ de 記帳の分析ｼｽﾃﾑを

利用する。 
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 ＜分析結果の活用方法＞ 

    分析した結果は、対象事業者へ情報提供し、事業計画策定支援の際の基礎デー

タとするなど、事業計画策定への反映、実施支援に活用する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   ＜目的＞ 

     経済動向調査や経営状況分析で得られた成果を活用し、事業者自身の気づき

によって、プロダクトアウトからマーケットインへの経営者の発想転換を促す

ことで、消費者ニーズを見据えた経営の実現を図り、計画策定後の支援をスム

ーズに実行することで、小規模事者の持続的発展を図る。 

 

   ＜現状と課題＞ 

     これまで経営改善普及事業としては、前述したとおり経営管理的な面を適宜

    行っている程度で、事業所のトータル的な支援は行ってきていなかった。 

     従って、各事業所の経営計画の策定や計画書を基に事業遂行の検証も行って

いないのが現状である。 

     地区内の人口流出、産業の衰退により経営環境が厳しくなっており、特に大

洲市は南予地域（９市町）において経営者の平均年齢が最も高く、後継者不在

による廃業リスクも大きい。 

 喫緊の課題として、生き残りをかけた取り組みである経営の持続的発展をす

るには、現状を踏まえ将来を見据えた事業計画を策定し、事業計画に基づく経

営を行うことが重要であることを小規模事業者に認識してもらう必要がある。

このため、今後は「事業継続・拡大に前向きな事業者」、「観光振興関連事業

を含む創業者」、「停滞している商業者」、「若い事業承継者」を重点支援対象者

とし、これら事業者の経営課題を解決し、事業の持続的発展を図るため、愛媛

県商工会連合会等と連携して数年間に亘る事業計画書の作成支援及び伴走型

の指導・助言を行っていく。 

 

   ＜事業内容＞ 

    ①事業計画策定支援ニーズの掘起し 

日々の巡回訪問・窓口相談の折に、小規模事業者からの相談等を受ける中

において、事業計画策定の必要性を説明し、事業計画策定を目指す前向きな

小規模事業者の掘り起こしを行う。 

       また、特に若手経営者または後継者を中心に呼びかけ、まずは事業計画策

定に向けた意識づけを行うための説明会を開催し、事業計画策定を目指す前

向きな小規模事業者の掘り起こしを行う。 

    ②事業計画策定支援の方法 

      上記①より掘り起こした前向きな事業者を対象とした事業計画作成セミ

ナーや専門家による個別相談会を開催するなど、事業計画策定スキルやノウ

ハウの習得を支援する。 

また、各小規模事業者の状態に併せた支援計画を作成し、策定から実施ま

で一貫した伴走型の支援に取り組む。 
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      具体的な支援方法としては次のとおりである。 

 

    【事業計画策定に向けた説明会の開催】 

     ◎対象  事業計画未作成の地区内小規模事業者 

         （特に若手経営者または後継者、事業継続・拡大に前向きな事業者）

     ◎内容   

・「事業計画の必要性」「強みの見つけ方」「経営課題の抽出」などを学習し、

事業計画に対する理解を深め、事業計画策定に向けた意識づけを行う。 

・説明会は、年 1回開催し、巡回訪問や窓口相談時に呼びかけるほか、商

工会ホームページや会報誌に掲載し、広く周知を行う。 

 

    【事業計画策定セミナー・個別相談会の開催】 

     ◎対象  事業継続・拡大に前向きな事業者 
     ◎内容   

      ・経済動向、需要動向調査（外部環境）、経営状況の分析（内部環境）、の

結果を踏まえ、経営課題の抽出、経営方針・目標と今後のプラン、売上計

画などを設定した事業の持続的発展に向けた中長期的な事業計画策定の

ための支援を行う。また、作成にあたっては事業計画策定セミナー、個別

相談会を年２回開催し、事業計画策定スキルやノウハウの習得を図る。 
・また、経営革新の推進を行い、専門家と連携した事業拡大にむけての支

援を行う。 
・事業計画において資金調達が必要な場合は、日本政策金融公庫が実施す

る「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の利用を推進する。 
 

    【小規模事業者持続化補助金をきっかけとした事業計画策定支援】  

     ◎対象  停滞している商業者 
     ◎内容 
      ・小規模な商業者にとって事業計画策定は、今まで縁遠く高度なイメージ

を持っているため、なかなか策定に取り組むことはハードルが高い。まず

は、取り組みやすい小規模事業者持続化補助金をきっかけとして事業計画

策定支援を行い、事業の持続的発展を図るため販路開拓・売上拡大に取り

組むよう促す。 

 

    【創業・第二創業支援】 

     ◎対象  観光振興関連事業を含む創業者 
     ◎内容 

      ・創業希望者や創業間もない小規模事業者については、個別相談会を設け、

会報誌やホームページで広く周知を行う。創業計画の策定についてはより

細やかな伴走型の支援を行う。 

       また、高年齢化、後継者不足による廃業により商店街の空き店舗が多く

なっているため、創業希望者には空き店舗を活用した創業や第二創業につ

いても提案し、商店街の活性化に繋げる。 
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・また、創業資金については、日本政策金融公庫の制度の利用を推進し、

円滑な創業が行えるよう支援をする。 

    【事業承継及び事業廃業検討先の支援】 

     ◎対象  若い事業承継者（事業承継予定者）、事業継続困難先 
     ◎内容   
      ・事業を承継して間もない若手経営者については、経営セミナー、会計セ

ミナーへの参加を促すなど事業計画策定に必要な財務分析等の知識の習

得を図り経営者としてのスキルアップを支援するとともに事業目標の設

定や計画策定についての意識づけをし、事業計画策定について、より分か

り易く寄り添いながら伴走型の支援を行う。 

・また、事業承継予定者については、事業承継計画書の策定支援を行い、

近い将来円滑に事業承継が行えるよう支援する。 

・高齢事業者で事業継続が難しい小規模事業者については、事業継続の可

能性の検討を行い、事業引き継ぎ支援センターや南予地域官民連携事業承

継推進本部と連携して親族や従業員への事業承継にむけた支援を行う。 

・廃業を決断した事業者に対しては、計画的に事業を終了するため基本的

な情報の提供や状況に応じて専門家と連携した支援を行う。 

 
  ＜事業計画策定支援目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

事業計画策定セミナー・個

別相談会開催回数 
未実施 2 2 2 2 2

上記参加人数 未実施 15 15 20 20 20

創業・第二創業個別相談会 未実施 1 1 1 1 1

上記参加人数 未実施 3 3 4 4 4

事業計画策定事業者数※1 4 16 16 20 20 20

    ※1 小規模事業者の５％を目標とする。 
        

  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

      ＜目的＞ 

          事業計画を策定した小規模事業者が着実に計画実行を行えるように定期的

に巡回訪問を行い、進捗状況の把握、ブラッシュアップ等の支援を行うことで

事業の持続的発展を図る。 

 

   ＜現状と課題＞ 

     小規模事業者は、小規模事業者持続化補助金等の補助金申請にあたっての事

業計画策定や事業実施については前向きに取り組む姿勢がみられるが、策定し

た計画の進捗状況の確認や見直しまで行う事業所は極めて少ない状況である。

     このため、事業計画策定後、実施にあたっての課題等の早期発見、解決のた

めにも定期的な巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うとともにフォローアッ

プを実施し、事業計画策定から実施まで伴走型の指導・支援を行い事業者の持
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続的な発展を図ること、また、専門的課題については専門家の個別指導による

フォローアップを実施することが必要である。 

 

  ＜事業内容＞ 

   ① 各事業所ごとに作成した支援計画に基づき事業計画策定後、四半期に１度

以上巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルを

回すことで、進捗状況や環境変化を踏まえながら定期的な見直し等を行い、

確実な事業計画実現に向けて必要な指導・助言を行う。 

② 中小企業診断士等の専門家と連携し、少なくとも半期に１度はチェック表

     を基に聞き取り調査を実施し、収益改善に必要な計画書の見直しを提案する

など経営課題解決に向けた伴走型の指導・助言を行う。 

      また、必要に応じ、専門的課題については、他の支援機関や専門家にも助

言を求め問題を先送りすることなく解決する。 

    ③ 創業者については、巡回訪問を強化し、記帳・税務・労務・金融等基礎的

な指導を行いながら事業計画の進捗状況を確認、経営基盤確立に向けたより

きめ細やかなフォローアップを行う。 

    ④ 事業計画の実施に必要な事業資金については、日本政策金融公庫の「小規

模事業者経営発達支援融資制度」等を積極的に活用し支援する。 

 

   ＜フォローアップ目標＞ 

支援内容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

巡回訪問回数 ※1 10 64 128 208 224 240

専門家派遣数 3 5 5 5 5 5

フォローアップ対象事

業者数※2 
4 16 32 52 56 60

※1 フォローアップ対象事業者数☓４回で計算。 

※2  事業計画策定後３年程度フォローアップを行うとして事業計画策定事業者数をも 

とに計算。事業計画策定後３年間の累計で計上。 

 

  ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   ＜目的＞ 

     小規模事業者の販売する商品又は役務の需要動向に関する情報収集、分析等

を行い、小規模事業者に情報をフィードバックすることで、新たな需要の開拓

に繋げるなど有効活用し、小規模事業者の持続的発展を図る。   

 

 ＜現状と課題＞ 

     これまでは、概して待ちの姿勢での経営改善普及事業の推進を行うのみであ

    り、小規模事業者の販売する商品等需要動向に関する情報の収集、分析等がで

きておらず、広域的な経済動向の情報や業種を取り巻く業界の動向、消費者目

線での客観的な情報についての問題意識が不足しており、個別かつ幅の広い見
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方での需要動向の調査ができていない。 

     今後は、需要動向について、各事業所の商品及び役務に対する需要動向調査

を行い、情報提供するとともに、町外消費者が長浜町に求めているものを把握

するための調査を実施し、町内の需要動向についても調査する必要がある。 

 

   ＜事業内容＞ 

    ①個別需要動向アンケート調査の実施 

      事業計画策定支援をしている事業者のうち小売り、サービス業の扱う商

品・サービス等について来店する顧客にアンケート調査を実施し、需要動向

について把握する。 

      【調査対象】事業計画策定支援事業者の来店客 

      【調査時期】６月～１２月 

      【調査項目】住んでいる地域、年齢、性別などの基礎的情報 

            来店頻度、１回の買い物金額、 

よく購入する商品・サービス（接客・マナー態度含む） 

取り扱ってほしい商品、付加価値（商品以外のサービス） 

改善してほしい事項 等 

      【調査方法】１０問程度の質問事項が記載されたアンケート用紙を顧客に

対し配布し回収する。業種によって、その場での記入もしく

は、後日記入し郵送していただく方法（ハガキ）をとる。回

収率を向上させるため、粗品の進呈やクーポンの付加などの

工夫をする。 

 

②長浜高校水族館来場者アンケート調査の実施（域外消費者） 

長浜高校水族館の一般公開日（毎月第三土曜日）には、町外等から 300 人

～700 人の来場者があることから、町外からの来場者に対して、小売り、サ

ービス業（主に飲食業）の小規模事業者が提供する商品やサービスについて

の消費者ニーズを把握するアンケート調査（1回あたり来場者 100 人を対象）

を行う。 

収集した情報は、業種別に分類し、「ニーズのある商品やサービス」「売れ

る価格帯」「顧客層」などの傾向を分析し、対象事業者に情報提供するとと

もに、対象事業者の経営計画（具体的な販売活動）に反映させ、商品・サー

ビスのブラッシュアップや新商品・新サービスの開発、販路開拓に役立てる。

また、必要に応じて中小企業診断士等の専門家に依頼し、統計学の多品量

解析などにより需要予測を行う。 

 

【調査対象】長浜高校水族館来場者（1回あたり来場者 100 人を対象） 

【調査時期】一般公開日のうち年４回（5月・8月・11 月・2月） 

【調査項目】住んでいる地域、年齢、性別などの基礎的情報  

       当地区内で良く利用する店名と理由 

当地区内で購入している商品・サービス、購入金額 

当地区内で今後購入したい商品・サービス、付加価値 
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商品・サービス・店舗に対する満足度 等 

       【調査方法】商工会職員が、水族館出入り口で来場者に対して３分程度で

終わる１０問程度のアンケート調査を聴き取りで実施し、ア

ンケートに答えてくれた来場者へは粗品を進呈する。 

 

③他機関等が実施する需要動向調査の活用 

事業計画策定を支援している事業者のうち、新たな需要開拓に向けた新商品

開発や既存商品の改良、新規販路開拓等を行う小規模事業者を対象に、全国又

は地域の研究機関等が公表している需要動向調査等をもとにした消費者意識、

売れ筋商品等の情報の分析を行う。分析結果を事業者に報告、事業計画策定に

活用する。 

【調査資料】 

 ⅰ「えひめ NOW」 

  ※「えひめ NOW」とは、㈱いよぎん地域研究センターが発刊する地域経済

誌で、愛媛県に焦点を当てた経済リポートや統計資料を提供している。

      ⅱ総務省統計局「家計調査」 

ⅲ日経テレコン「日経テレコム POS EYES」 

ⅳ内閣府消費者庁「消費者意識基本調査」 

【調査項目】 

     ⅰ「えひめ NOW」を活用した需要動向調査 

全国と愛媛県との比較では小売・住宅着工・観光客数等、市町別では人口

動態や産業別出荷・販売額が掲載されている。これらの項目から各業種の需

要動向を調査する。 
 
ⅱ 総務省統計局「家計調査」資料を活用した需要動向調査 

全国・都市階級・地方・都道府県庁所在地別の各世帯の１ヶ月間の消費支

出総額の動向、さらにその品目分類（食料、住居、被服等）ごとの消費総額

及び品目細分類（食料であれば米・パン・麺類等）ごとの消費総額から動向

を調査する。これらの項目から、支援事業者の商品・サービスに関わる項目

を整理する。 
 

     ⅲ 日経テレコン「日経テレコム POS EYES」を活用した需要動向調査 

      全国のコンビニやスーパーマーケットの POS 情報を基に 2,000 分類、265

万商品の売上情報を収録している。「大豆」や「おかき」等、様々な項目か

ら検索ができ、各地域ごとの人気商品と企業名をランキング形式で閲覧でき

る。この機能を活かし、各地域の売れ行き商品や競合事業者を調査し、市場

の状況や自社のポジションを知ることで個社の販売戦略に役立てる。 

また、食品や日用品の広いカテゴリーから注目市場を見つけるなど、商品

開発や販路開拓の参考とする。 

 

     ⅳ 内閣府消費者庁「消費者意識基本調査」を活用した需要動向調査 

消費者の商品に対する心理（価格・機能・安全性・ブランドイメージ等）
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や製造者・販売者に対する心理（社会貢献度・評判・接客・環境に優しい等）

を地域・性別・年齢・職業別等に分析し、商品開発や販路開拓の参考とする。

 

   ＜目標＞ 

支援内容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

①個別需要動向調査アンケート

調査対象事業者数 
未実施 5 5 7 7 7 

②長高水族館来場者アンケート

調査による支援対象事業者数 
未実施 8 8 10 10 10 

③他機関等が実施する需要動向調査

の分析及び情報提供対象事業者数 
未実施 8 8 10 10 10 

②・③の調査分析及び情報提

供回数 
未実施 4 4 4 4 4 

 

＜成果の活用＞ 

          各調査で得られた情報の整理・分析を行い情報提供することで小規模事業者

個々の新たな販路開拓、新商品の開発等事業計画の策定等に活用するほか、地

場産品の復活及び特産品や新商品の開発等に活用する。 

また、観光振興に伴う新たな需要の開拓に向けて、後述する経営発達支援推

進・評価委員会及び観光振興委員会に報告、広範な有効活用を図る。 

 

  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】 

   ＜目的＞ 

     小規模事業者が苦手とする広報活動や展示会の開催、ＩＴの活用等需要の開

拓に寄与する事業を行い、事業計画策定を行った事業者に対し、需要動向調査

で得られた情報に基づき事業計画策定後の実施支援の一環として課題解決を

図ることで計画の実効性を高める。 

   ＜現状と課題＞ 

     小規模事業者は、自社商品を自社のネットワークにより取引先を決定し販売

している状況で、新たな販売先の掘り起こしや販売方法の構築、新商品開発が

必要ではあるが、小規模事業者独自では情報不足やノウハウも乏しく、生産コ

ストや販売ロスの懸念から取り組みが厳しいという課題がある。 

     また、町内や近隣の顧客を対象にした商品の売上では、少子高齢化等により

    徐々に低迷してくることから対策を講じる必要がある。 

 

   ＜事業内容＞ 

    ①展示会・商談会への参加 

商工会としては、特に地元特産のお菓子の「しぐれ」や「和菓子」、フグ

やハモの鮮魚、じゃこ天や煮干しの海産物等の売上の販売促進を図るため、

全国商工会連合会、愛媛県、大洲市等が販路開拓を支援する目的で開催して

いる展示会・商談会等の情報を巡回訪問、ホームページ、会報等で広く周知

し、参加を促すとともに、効果的なブースの作成方法や展示方法についての
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指導や効率的かつ効果的に商談を進めるための商談シートの作成支援を行

う。 

また、大洲市物産協会が愛媛県・香川県の共同アンテナショプ「旬彩館」

で開催している大洲の物産フェアへの出店を促し、首都圏の消費者を対象と

した販路開拓支援を行う。 

展示会・商談会への参加後、ミラサポを活用した有効的な専門家活用・愛

媛県よろず支援拠点の販路開拓コーディネーターや愛媛県商工会連合会の

広域サポートセンターとの連携を図りフォローアップを実施する。 

 

    ②大洲ええモンセレクションへの申請支援 

      大洲市は、大洲の優れた産品を「大洲ええモンセレクション」として認定

し認知度アップ・流通の拡大に取り組んでいる。この認定制度は平成２４年

度に開始されたにもかかわらず、これまで長浜地区からは「いわし黒酢南蛮」

と「天然トラフグうすづくりセット」「活きハモの切り身」の３品が申請・

認定されているのみである。 

      長浜地区には、伝統的名菓として「しぐれ」「和菓子」、桧や杉の木目の美

しい伝統工芸としての「保育下駄」等があるが、申請に至っていない。

認定されると、市の広報誌やホームページでＰＲ・推奨されるほか、市が主

催、共催する物産展等へ優先的に出展できることから、物産展等への積極的

な参加を促し、町外に向けての知名度アップ、販路開拓を図るよう支援する。

大洲市及び関係事業者と連携のうえ、年１件以上の申請を目指す。 

 

    ③ＩＴを活用した販路開拓支援 

      販路拡大を目指し、地域外、県外に向けた販路開拓に意欲的な事業者に対

して、100 万会員ネットワーク（SHIFT）等を活用したホームページ作成支援

と効果的なネット販売や愛媛県産業局経営支援課による「商店街ＳＮＳ講習

会」の開催、えひめよろず支援拠点のＩＴコーディネーター専門家による「販

路開拓手法」のセミナー開催、ＳＮＳ等を活用した効果的な情報発信など小

規模事業者に寄り添い「売上増加に直結する」具体的な支援を行い伴走型の

課題解決をしていく。 

また、全国商工会連合会が運営するＥＣサイト（ニッポンセレクト.com）

への掲載を巡回等で推進し、掲載手続き・掲載後の事務補助等、新規顧客獲

得の支援を行う。また、出品者の販路開拓のため、１店舗当たりの年間の販

売件数の目標を 60 件とし、毎月販売件数の把握に努めながら、目標に達し

ない場合はサイトへの掲載方法や商品の改良などの支援を行い売上増加に

向けた提案を行う。 

 

    ④商工会ホームページへの企業情報の登録 

      計画２年目にリニューアルを予定している商工会ホームページに企業情

報を掲載することでインターネットを活用した小規模事業者の取扱商品・サ

ービスのＰＲ・情報発信を行い地域外の新規顧客の獲得と既存顧客のリピー

ト利用による販路開拓支援を随時行う。 
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   ＜目標＞ 

 支援内容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

展示会・商談会参加

支援件数 
0 2 2 4 4 5

  商談成約件数 0 1 1 2 2 3

  売上増加事業所数 0 1 1 2 2 3

大洲物産フェアへの

出店支援件数 
1 1 2 2 3 3

  1 店あたりの 

年間販売件数 
50 60 70 80 90 100

大洲ええモンセレクシ

ョン申請支援件数 
3 1 2 2 2 2

ITを活用した販路開

拓支援件数 
0 2 2 3 3 3

ニッポンセレクト登

録支援件数 
0 2 2 3 3 3

  １店あたりの 

年間販売件数 
0 60 70 80 90 100

商工会ＨＰへの企業

情報の登録件数 
8 0 10 10 10 10

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   ＜現状と課題＞ 

    高齢化・人口減少の中で、地域経済の活性化のためには「町外からお金を稼ぎ

   町内で循環させるまちづくり」を目指す観光振興の取り組みを行い、新たな展開

   としての産業振興にも繋げる取り組みを行う。   

    町外の人に長浜に来てもらい、お金を使ってもらう、お金を落としてもらう観

   光振興は、地域間競争の時代にあって、大変厳しい活性化策であるが、観光資源

   は多いとされているものの「長浜は観光地ずれしておらず素晴らしい」との評も

   あるように、未開拓の面も大きい。 

    このため、地域住民の意識の中で観光振興を本気で実行した方がいいとの合意

   形成に至っているとは言い難い。しかし、地域経済の構造を変えずして地域の自

   立と持続可能性はない。主役は町民として、地域の資源を使ってどのように変え

   ていくことができるのか、どのように変えるのが地域にとって望ましいのか、人

   が訪れたくなる選ばれる地域となるための方途について、経営発達支援計画策定

   協議会において協議・検討を重ね、これまでの延長ではない地域経済の活性化を

   目指して、当商工会が主体となって次の事業内容を総合的に実施する計画を策定

   した。 

    本計画の認定を受け「伴走型小規模事業者支援推進事業」等を活用し、多様で
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   効果的な実施に努める。 

    なお、具体的な計画・実施にあたっては、認定後に合意形成を図るため、地元

   県議・市議を含む自治会、婦人会、観光協会長浜支部、商店連盟、学校、農林漁

   協ほか地元団体で構成する長浜まちづくり協議会の理解と協力を得て推進する。

    長浜まちづくり協議会の会長は当商工会の会長であり、事務局長も当商工会の

   副会長（長浜商店連盟会長）で、また、観光振興に係る地元組織としては大洲市

   観光協会長浜支部があるが支部長は当商工会の理事（長浜まちづくり協議会副会

   長）で、かつ、同協議会のメンバーにおいても長浜をなんとかしたいという思い

   は共有されており、当商工会が主導する「観光振興」への取り組みは賛同・協力

   願えるものと確信している。 

 

   ＜事業内容＞ 

    目標 観光客数：5年後に 4％増の 150,000 人超を目指す。 

             （平成 25 年中 144,000 人）  

    ①商工会ホームページのリニューアル 

      観光振興のツールとして、ホームページは有効なものであるが、当商工会

のホ－ムページは、平成２２年度に更新したもので、内容が古くなっている

ところや新しい情報発信が困難な面があり、地域の豊富な観光資源の情報を

得て、長浜へ行ってみようという気持ちにさせる内容となっておらず、全面

的に更新する。 

      また、ＩＣＴ（情報・通信）を活用した小規模事業者の商品の販路開拓・

新事業展開支援、補助金・展示会・セミナー等の情報発信等を有効に行うと

ともに、地域団体が個別にホームページを作成しているものを集約・発信す

ることも検討する。 

      特に、観光振興の視点から、スマートフォンにも対応できるようなものに

     更新するとともに、平成２７年度長浜高校が地方創生事業の採択を受けて実

     施・制作している長浜地域の魅力を広範に伝えるプロモーションビデオとも

     連携したものとする。 

      具体的なリニューアルにあたっては、本計画の認定後、当商工会の定款に

基づく「ＩＣＴ検討委員会」（年２回以上開催）を設置する。平成２９年度

に種々検討し、翌３０年度にリニューアルする。 

    

②地場産品の復活及び新商品の開発に向けた「観光振興委員会」の設置 

  商工会が、長浜商店連盟、愛媛たいき農協及び長浜町漁協等の関連団体を

まとめ・主導して、町に活気を人に元気を取り戻し、商業や他の産業の振興

を促すため、地場産品の復活及び新商品の開発に取り組み、関係事業者に対

して情報提供や実現に向けての支援を行う。 

 地場産品の復活及び新商品の開発は、観光振興にも繋がることから、認定

後に「観光振興委員会」を設置し、この委員会が観光協会長浜支部と連携し

たうえで、大学等観光分野の有識者及び料理等の専門家をアドバイザーとし

て委嘱・招へいし研究・開発等を実施する。（年２回以上開催） 

 具体的には、地場産品の復活としては伝統的に有名な長浜のフグやハモ料
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理が大衆化する中で、長浜の各店舗が古くから守ってきた自家製ポン酢に加

え、長浜らしい付加価値をつけること、また、新商品の開発としては農協や

漁協等と連携した地元の蜜柑、しいたけ、栗、肱川の鮎、伊予灘の鰆といっ

た種々の産品を活かした商品開発を図ることを予定しているが、長浜高校と

コラボすることも検討する。 

 

    ③観光振興の視点からの安全・安心な町づくりへの支援 

      観光地は非日常を満喫するもので、最低でも町は安全・安心でこぎれいで

ないと観光の発展は望めないと思われる。 

      商店街の中心に、老舗和菓子店があるがその隣に屋根瓦が一部落ちている

空家が放置され通行の安全上問題なところがあり、青島行き定期旅客船乗り

場付近にも使用されていない物品が乱雑に置かれ、新港埋立地には廃船が長

期放置されているなど、景観上も問題となっている場所がある。 

      また、町の中心部には大型バスの停車・駐車場がなく、商店街に便利な駐

車場がないことから店先に停車したまま買物をする常態にある。 

      本格的に観光振興に乗り出すのであれば、これらの問題は少なからず障害

となる。これまで長年放置されてきたこれら懸案の解決には多くの難題が予

想されるが、当商工会が問題提起し、解決の方途を検討するため、当商工会

の定款に基づき「安全・安心促進委員会」（年２回以上開催）を設置し、解

決に向けて一歩踏み出す。 

      また、県外等から長浜高校へ入学する高校生については、親の心配等の軽

減のためにも、町全体で見守る必要がある。問題等が生じた場合は「安全・

     安心促進委員会」において、長浜高校と連携し検討・解決を目指す。 

 

    ④町外からの観光客に対する看板設置及び周遊ルートの作成並びに駐車場の  

     確保（「店」の駅） 

      町内の住民にとっては、あたり前の場所（観光地、駐車場）であっても、

町外の観光客にとっては、不案内の面が多い。町の出入口や中心部に目立っ

た看板はなく商店街の案内等地域経済の活性化に資する案内看板を設置す

る。 

      また、松山（道後温泉）の旅館・ホテルの宿泊客数は好調を維持しており

松山等を訪れた観光客に長浜まで足を延ばしてもらう周遊ルート（ＪＲ利用

含む）の作成は急務である。特に、周遊ルートの作成には、大手旅行業者、

ＪＲ四国松山支店等の専門家のアドバイスが有効であることから、認定後に

当商工会の定款に基づき設置する「観光振興委員会」（年２回以上開催）の

アドバイザーとして委嘱し提言してもらう。 

      これまで長浜には外国人労働者もいなく、外国からの観光客も目立たなか

ったが、近年の青島（猫）ブーム等により外国人の姿を見かけるようになっ

た。案内板は、日本語のほか、若干の国際化を目指し、英語と国の観光庁が

実施している「宿泊旅行統計調査」で愛媛県に来た外国人の国籍が一番多か

った台湾の台湾語（北京語）を併記し、外国人も迎え入れる姿勢を伝える。

     特に町全体が狭小で駐車場が少なく、あっても離れた不便なところで、遠方
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     から来た観光客への配慮がなされているとは言い難い。現在も商店街の中に

     ある伊予銀行及び愛媛銀行長浜支店の駐車場は地域貢献としてある程度開 

     放されているが、町外観光客向けではなく、駐車台数的にも十分とは言えな

     い。このため、町の中心部にある複数のガソリンスタンドを「道の駅」なら

     ぬ「店の駅」として駐車・駐輪してもらい、観光情報の発信や給油等に利用

     してもらうことも検討する。 

    

    ⑤長浜大橋のＬＥＤイルミネーション化 

      町民が赤橋の愛称で親しみ魅了している長浜大橋（橋長２３２．３ｍ、幅

員６．６ｍ）は、現存する日本最古の道路可動橋として平成２６年１２月国

の重要文化財に指定されている。春の桜や夏の海に沈む夕日、冬の肱川あら

しなど、四季折々の自然環境の変化と調和し、壮観な景観を創出し、長浜地

域のシンボルとして現在まで大切に保存され、来訪者も少なくない。 

      冬期は、観光客が減少するが、伊予灘で獲れるフグが美味しくなる時期で

ある。フグ会席は夜の会食が一般的であり、長浜大橋をイルミネーション化

することで、夜の観光名所をつくり商店街へのにぎわいの創出等更なる観光

客増に繋げる。長浜大橋は町民の生活道路でもあり、長浜高校生徒の下校等

通行者が華やかな気分になり、町が元気になる契機にもなる。 

      ＬＥＤは、平成２６年度にノーベル物理学賞を受賞した大洲市名誉市民で

ある中村修二教授が開発した青色ＬＥＤを基調とする。 

 

    ⑥長浜高校との連携・支援 

      長浜高校は、平成１１年に「長高水族館」を誕生させ、長浜商店街が推進

している商店街の各店舗前に水槽を置き地元商店街全体を水族館に見立て

るという「長浜まちなみ水族館」構想に積極的に参加してきた。また、これ

まで水族館活動を核として、来館者を地元観光施設等へ還流させる仕組みづ

くりを行うなど地域活性化に寄与している。 

      平成２６年度には長浜高校水族館部の「チーム・ニモ」が日本学生科学賞

で日本一となり大洲市「長浜」の名を一挙に知らしめ、平成２７年度には地

域創生の補助金を受け長浜地区の魅力を広範に伝え、地区のイメージアッ

プ、活性化に繋げるプロモーションビデオの企画・制作に取り組んでおり、

平成２８年度には「長浜学」の授業を開始するなど、地元の人材育成や地域

経済の活性化に多大の貢献がある。 

      長浜高校は生徒数の減少により分校化の危機にあるが、当該事業は観光振

興に大いに資することから、長浜商店連盟（会長：鈴木正一郎）及び長浜高

校を応援する会（会長：濱田 毅）とも連携し、円滑な取り組みができるよ

う当商工会の地域振興事業として支援するとともに、長浜高校が今後とも存

続するよう努める。 

      なお、長浜商店連盟の４７店は、土佐藩を脱藩したばかりの坂本龍馬に宿

を提供し、長浜から長州への旅立ちを応援した豪商の冨屋金兵衛の精神を受

け継ぎ、これから長浜を旅立つ生徒を応援するため、生徒を対象にした「ご

飯大盛り」や「１割引き」等のサービスを行っている。 
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    ⑦江湖の港で釣り大会 

      江湖がどういう物語のある港であるのか、大洲市民であっても知っている

人は少ない。 

      長浜は町外から多くの釣人でにぎわっている。地元愛媛新聞には、毎週長

     浜の釣り情報が掲載されるほど釣人には人気の場所である。坂本龍馬が脱藩

     し長州へと出発したゆかりの地である「江湖」の港を売り出し、家族で釣り

     を楽しんでもらうイベントを実施することで、長浜をＰＲし、商店街（江湖

     の港は商店街に隣接している。）のにぎわいを創出する。イベントの参加者 

     には、商店街観光マップ等を配付する等、観光振興に繋げる。イベントの企

     画・実施は、商工会と町外の多くの参加者を集めることができる釣り具店と

     の共催とする。 

 

    ⑧第三次開発事業の促進及び長浜水族館の復活提言への支援 

      大洲市が推進している第三次開発事業は、第一次・第二次開発事業の集大

成として、また、長浜港港湾整備の一環として、現在の港湾内港部を埋め立

て造成し、長浜地域の中核的観光物産拠点としての整備を目指すもので、抜

本的な地域経済の活性化となることから当商工会として積極的に促進する。

      また、昭和１０年四国で初めて設立された「長浜水族館」（長浜高校に隣

接）は、老朽化により昭和６１年閉館、取り壊された。以来、長浜水族館の

復活は町民の悲願となっている。平成２８年３月は閉館して３０年目の節目

の年であり、長浜地区自治会連絡協議会（会長：東 信利）及び長浜まちづ

くり協議会（会長：戎 範久）の連名による長浜水族館復活に関する署名集

めを行い、将来の観光振興の目玉となることから当商工会としても、これら

の団体と連携し、大洲市長等へ復活要望・提言を行った。 

 

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 

   産業振興に関しては、愛媛県・大洲市、愛媛県商工会連合会、日本政策金融公

  庫・地元金融機関、えひめ産業振興財団・愛媛県よろず支援拠点、愛媛県事業引

  継ぎ支援センター・南予地域事業承継推進本部と連携・情報交換を行い小規模事

  業者の更なる事業計画のブラッシュアップ等充実を図る。 

   観光振興に関しては、前述した関係機関に加え、・えひめ地域政策研究センタ 

  ー・いよぎん地域経済研究センターの研究機関、観光協会・旅行業者、商店連盟

  や自治会等地元団体、長浜高校とも連携・情報交換を行い、地域を挙げて積極的

  に観光振興に取り組むとともに、観光振興に障害となる事柄に対しては、問題を

  先送りしない地域支援を目指す。 

   これら産業振興及び観光振興事業の実施等にあたり、認定後、「経営発達支援 

  推進・評価委員会」、「観光振興委員会」、「ＩＣＴ検討委員会」及び「安全・安心

  促進委員会」を設置し、各委員会において事業執行することとしている。連携先

  やその狙いについては、別表４に記載のとおりである。ただし、未定の連携先に
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  ついては、それぞれの委員会において、最適の連携先を選定することとしている。

   なお、各委員会の開催回数は、経営発達支援推進・評価委員会が年１回以上、

  その他の委員会が年２回以上とし、構成メンバーは別表２の（１）組織体制のと

  おりである。 

   おって、認定を受けた商工会間において、連携先、支援内容及び支援ノウハウ

  等の情報交換を行い、適宜適切な事業執行を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

    従来からの取組は、経営指導員等が、愛媛県商工連合会が開催する研修（経営

診断基礎・財務・税務の基礎知識・販路開拓支援等）、中小機構主催の「個社支

援型」等を受講してきた。受講後、実務面での活用・支援・成果等においても組

織的な共有と有効活用が図れていなかった。このため、組織としての共有する仕

組みが喫緊の課題であった。 
上記の現状を踏まえ、商工会理念に基づき、今日的に商工会職員として求めら

れている行動指針の浸透と支援能力の向上を図り、経営発達支援事業を実践でき

る職員を養成していく。 
また、チームとして組織目標を達成するために、経営指導員等の支援能力を強

化することで、組織力を最大限発揮し支援体制を持続的に発展できる組織の体制

整備と構築を図る。 
 
① 経営発達支援事業に求められている支援スキルの習得 
経営指導員等が、経営発達支援事業を推進していくために必要な以下の支援

スキルを習得するため、全国商工会連合会・愛媛県商工会連合会・中小企業大

学校・連携支援機関・民間コンサルタント会社等が主催する研修会やセミナー

に年２回以上の参加を検討する。 
・ 財務指標に基づく経営分析により、財務内容の改善を指導・助言。 
・知的資産経営を指導していくため、事業評価を行い、事業価値を高める経 
営レポート作成等による伴走型の指導・助言。（SWOT分析等） 
・中小機構の事業価値を高める経営レポート作成マニュアル・事例集活用 
・地域の経済動向・需要動向に関する情報収集・分析・活用による情報提供。

・売上増加と利益確保を図るための ITの活用等、需要の開拓。 
・事業引き継ぎ支援の指導・助言と事業引継ぎ計画書の作成。 
 
② 専門的な支援能力のレベルアップ 
・経営指導員等の支援力向上を目指すため、全国連認定の「経営支援マネー 
ジャー」取得（３年以内の取得を目指す）を積極的に推進し、小規模事業者 
や地域のニーズに即応できる経営指導員等を育成する。 
・地域経済活性化のための起業・創業・経営革新・事業承継等の支援ができ 
る経営指導員を育成する。 
 
③ 組織体制の整備と構築 
・経営支援員は、企業支援に不慣れであるため、指導員とチームを組み（同 
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行訪問等）小規模事業者を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集

方法を学ぶなど、ＯＪＴによる支援能力の向上を図る。 

・毎月１回、職員全員による業務検討会を行い、情報共有を図るとともに、 

事業者の支援情報については、小規模事業支援システムの活用、事業者ファ 

イルでの管理をする等、適宜の支援を適切に行う組織的体制を構築する。 

・研修会やセミナーで修得した支援手法や経営支援事例・成功事例等を全員 

が共有化するために、「経営発達支援塾」を年 4回開催する。 

・組織目標を達成するため、職員一人一人の能力の現状把握と能力開発等に 

つながる個人面接を実施して、商工会議所検定試験ガイドによる、資格取得 

を指導していく。（販売士２級等） 

 

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）経営発達支援推進・評価委員会の設置 

     認定後に経営発達支援推進・評価委員会を発足させ、事業の総合的推進及び

    進行管理並びに事業計画のブラッシュアップ等ＰＤＣＡサイクルによる検証 

    を行う。 

     経営発達支援推進・評価委員会は、年１回以上実施する。 

 

    ○ 経営発達支援推進・評価委員会 構成メンバー 

職  務 備   考 

委員長 商工会会長 

副委員長 商工会副会長 

副委員長 商工会副会長 

委  員 商工会商業部部会長／理事 

   〃 商工会商業部副部会長／理事 

〃 商工会工業部部会長／理事 

〃 商工会工業部副部会長／理事 

〃 商工会青年部部長／理事 

〃 大学人等観光部門等の外部有識者 

〃 税理士・金融機関等経営部門の外部専門家 

〃 長浜まちづくり協議会第三次開発を考える部会長 

〃 長浜まちづくり協議会水族館設立を考える部会長 

オブザーバー 大洲市役所（長浜支所） 

〃 大洲市観光協会長浜支部 

〃 愛媛たいき農業協同組合（長浜支所） 

〃 長浜町漁業協同組合 

  事務局 商工会事務局長 

   〃 商工会経営指導員 

   〃 商工会経営指導員 

    ※ＰＤＣＡサイクル：計画→実行→評価→改善→計画～  
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（２）経営発達支援推進・評価委員会は、事業の進捗状況の検証や評価を行い、委

  員会としての意見や改善提案等をとりまとめ、その結果を直近の理事会に報告

  する。理事会は、適宜、次年度の方針、取組内容の確認・決定を行う。 

    

   理事会報告時期：毎年３月予定 

 

（３）理事会の確認等を受けた経営発達支援計画の事業の成果・評価・見直しの結

  果は、会報誌を通じて全会員に周知するとともに、当商工会のホームページに

  掲載して公表する。 

   なお、ホームページは、認定後の平成３０年度に全面的にリニューアル予定。

    公表時期：毎年６月発行の会報誌、ホームページ更新時 
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（参考）長浜町商工会 関連団体 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜なんとかしょうぜ委員会 

 

 

長浜町商工会 

（商業部・工業部・青年部） 

長浜まちづくり協議会 長浜商店連盟 白滝商工観光連盟 

受 

 

 

託 

委 

 

 

託 

受 

 

 

託 

委 

 

 

託 

（受託関係なし）

長浜町商工会 
労働保険事務組合

委  託 

受  託 

長浜青色申告会 大洲喜多法人会 大洲間税会 
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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 

（１）組織体制                    （平成２８年１月現在） 

  ①商工会 会員数 ２５０ 

 

  ②商工会 職員体制と経営発達支援事業の実施職員 

     

 

 

 
   
   ※事業執行にあたっては、毎月正副会長及び事務局全職員との業務打合会を開催

    するとともに、毎週月曜日に全職員による連絡会を開催するなど、情報共有等

    を行っており、計画を着実に実行し目標達成を目指す。 

 

  ③経営発達支援推進・評価委員会（１８名体制、年１回以上開催） 

    認定後に推進・評価委員会を発足させ、事業の総合的推進及び進行管理並びに

   事業計画のブラッシュアップ等ＰＤＣＡサイクルによる検証を行い、適宜に修正

   を加える等最適化を目指す。構成メンバーは、別表１のⅢ－３の（１）のとおり

で、経営発達支援計画策定協議会のメンバー等１０名に、外部有識者・専門家２

名、オブザーバー３名を加え、事務局３名の１８名とする。 

   ※ＰＤＣＡサイクル：計画→実行→評価→改善→計画～   

 

  ④観光振興委員会（委員５名・事務局１名の６名体制、年２回以上開催） 

    認定後に観光振興委員会を発足させ、地場産品の復活及び新商品の開拓並びに

   松山から誘客するための周遊ルート作成等の課題解決を目指す。 

       

  ⑤ＩＣＴ検討委員会（委員５名・事務局１名の６名体制、年２回以上開催） 

    認定後にＩＣＴ検討委員会を発足させ、観光振興に繋がるホームページの更新

   及び空家等不動産情報のサイト立ち上げについて１年間かけて検討する。 

 

  ⑥安全・安心促進委員会（委員５名・事務局１名の６名体制、年２回以上開催） 

    認定後に安全・安心促進委員会を発足させ、観光振興に障害となる課題解決へ

   の促進を目指す。 

 

（２）連絡先 

   〒７９９－３４０１ 

    愛媛県大洲市長浜甲１０３０－３ 

     長浜町商工会 ＴＥＬ ０８９３－５２－０３１２ 

            ＦＡＸ ０８９３－５２－１５２６ 

            Ｅｍａｉｌ  info@nagahama-sci.or.jp 

職  種 人 数 経営発達支援事業を実施する職員 

事務局長 １名 〇サポート（事業進捗状況管理） 

経営指導員 ２名 ◎主に実施する 

経営支援員 ３名 ○サポート（事業実施支援） 
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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） 

 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 5,460 2,270 1,020 1,120   920

 

小規模企業対策事業費    

（会議費） 
 

・事業推進・評価委員会費 60 60 60 60 60

・観光振興委員会費 100 100 50 50 50

・ＩＣＴ検討委員会費 100 100 50 50 50

・安全・安心促進委員会費 100 100 50 50 50

（産業振興費） 
 

・経済動向調査費 100 100 100  

・経営改善計画セミナー 

開催費 
100 100 100 100 100

・展示会、商談会 200 200 

（観光振興費） 
 

・ホームページ作成費 300 800  300

・地場産品復活研究費 200 200  

・新商品開発費 200 200  

・観光振興看板設置費 1,200 300 

・周遊ルートマップ 

作成、宣伝費 
700 300  

・長浜大橋 LED イルミ 

 ネーション整備費 
2,000 160 160 160 160

・江湖の港で釣り大会 

促進費 
300 150 150 150 150

（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、全国商工会連合会補助金、愛媛県補助金、大洲市補助金 

愛媛県商工会連合会事業の助成金（専門家派遣） 

長浜町商工会管理費（会費、手数料等） 

 

（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
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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 

認定後に設置する次の委員会の目的を達成するため連携する。 

１ 経営発達支援推進・評価委員会 

   目的：事業の総合的推進及び進行管理並びに事業計画のブラッシュアップ等ＰＤ

      ＣＡサイクルによる検証 

２ 観光振興委員会 

   目的：地場産品の復活及び新商品の開発並びに周遊ルートの策定等 

３ ＩＣＴ検討委員会 

   目的：産業振興及び観光振興に繋がるホームページの更新等 

４ 安全・安心促進委員会 

   目的：観光振興に障害となる課題解決への促進 

 

連携者及びその役割 

 

１ 経営発達支援推進・評価委員会 

 ＜産業振興及び観光振興に関する方向性確認、総合的指導、助言、連携＞ 

  ○愛媛県商工会連合会  会 長 村上 友則  愛媛県松山市宮西一丁目 5番 19 号 

  ○大洲市役所      市 長 清水  裕  愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

  ○愛媛県南予地方局   局 長 佐伯 登志男  愛媛県宇和島市天神町 7番 1 号 

  ○日本政策金融公庫松山支店 

              支店長 内山 圏志  愛媛県松山市三番町 6－7－3 

  ○伊予銀行長浜支店   支店長 薬師神正浩  愛媛県大洲市長浜甲 266 番地 1  

  ○愛媛銀行長浜支店   支店長 豊田 雄一  愛媛県大洲市長浜甲 640 番地 

  ○公益財団法人 えひめ産業振興財団 

              理事長 大塚 岩男  愛媛県松山市久米窪田町 337 番地 1 

 

 ＜創業及び事業承継に関する情報共有、助言、連携＞ 

  ○愛媛県よろず支援拠点 

      チーフコーディネーター 岡本  陽  愛媛県松山市久米窪田町 337 番地 1 

  ○愛媛県事業引継ぎ支援センター 

            統轄責任者 兵藤 隆彦  愛媛県松山市大手町一丁目 11－1 

  ○南予地域官民連携事業承継推進本部（西予市役所 企画財政部） 

              本部長 大平 利幸  愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 434－1 

  

 ＜地域経済及び需要動向調査に関する情報提供、助言、連携＞ 

  ○大洲市役所      市 長 清水  裕  愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

  ○公益財団法人 えひめ地域政策研究センター 

              理事長 森田 浩治  愛媛県松山市宮西一丁目 5番 19 号 

  ○株式会社 いよぎん地域経済研究センター 

          代表取締役社長 重松 栄治  愛媛県松山市三番町五丁目 10 番地 1  
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２ 観光振興委員会 

 ＜地場産品の復活及び新商品の開発への協議、連携＞ 

  ○大洲市役所       市 長 清水  裕  愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

  ○公益財団法人 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 番地 1 

  ○料理研究家等専門家（未定） 

  ○愛媛たいき農業協同組合長浜支所 

               支所長 大野  修  愛媛県大洲市長浜甲 1028 

  ○大洲市森林組合長浜支所 支所長 冨永 秀昭  愛媛県大洲市長浜町下須戒甲 1883 

  ○長浜町漁業協同組合   組合長 神田 輝雄  愛媛県大洲市長浜甲 1021 番地地先 

  ○愛媛県立長浜高等学校  校 長 上田 敏博  愛媛県大洲市長浜甲 480－1  

 

 ＜周遊ルートの策定等への協議、連携＞ 

  ○大洲市観光協会長浜支部 支部長 東  敦弘  愛媛県大洲市長浜甲 480 番地の 3  

  ○大手旅行業者（未定） 

  ○四国旅客鉄道株式会社ワープ松山支店 

               支店長 鎌田  貢  愛媛県松山市南江戸一丁目 14－1 

  ○株式会社国際旅行  代表取締役 種植  剛  愛媛県松山市室町二丁目 7－5 

   

３ ＩＣＴ検討委員会 

 ＜ホームページの更新及び空家等不動産情報サイト立ち上げへの協議、連携＞ 

  ○愛媛県商工会連合会   会 長 村上 友則  愛媛県松山市宮西一丁目 5番 19 号 

  ○公益財団法人 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 番地 1 

  ○大洲市観光協会長浜支部 支部長 東  敦弘  愛媛県大洲市長浜甲 480 番地の 3 

  ○ＩＴ業者（未定） 

  ○愛媛県立長浜高等学校  校 長 上田 敏博  愛媛県大洲市長浜甲 480－1  

 

４ 安全・安心促進委員会 

 ＜観光振興に障害となる課題解決促進への協議、連携＞ 

  ○大洲市役所長浜支所   支所長 西山 茂寿 愛媛県大洲市長浜甲 480 番地の 3  

  ○愛媛県南予地方局大洲土木事務所 

               所 長 桐山 正勝 愛媛県大洲市田口甲 425－1 

  ○長浜商店連盟      会 長 鈴木正一郎 愛媛県大洲市長浜甲 1030－3 

  ○長浜町漁業協同組合   組合長 神田 輝雄 愛媛県大洲市長浜甲 1021 番地地先 

  ○長浜地区自治会連絡協議会 

               代 表 東  信利 愛媛県大洲市長浜甲 727 番地の 2 

  ○長浜まちづくり協議会  会 長 戎  範久 愛媛県大洲市長浜甲 1030－3 

 

  

 ※未定の連携先等は、それぞれの委員会において、最適の連携先を協議・決定する。
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長浜町商工会 

情報提供 

支援依頼 

情報提供 

情報提供 

地区内 

金融機関 情報提供・

共有 

情報共有、連携 

地域経済の活性化 

方向性確認

経営計画・策定支援 

連携 

情報提供
情報共有、助言 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国／四国経済産業局 

県商工会連合会 

日本政策金融公庫松山支店 

えひめ産業振興財団 県立長浜高等学校

小規模事業者

経営発達支援事業の

展開 

【事業継続計画の策定】

【経営改善支援】 

【地域経済の活性化】 

一次産業 

情報提供・共有 

農協・森林組合・漁協 

愛媛県・大洲市

観光協会・旅行業者

えひめ地域政策研究センター

いよぎん地域経済研究センター

大洲商工会議所 

川上商工会

商店連盟・自治会・地元団体 

県よろず支援拠点

県事業引継ぎ支援センター

南予地域事業承継推進本部


