
経営発達支援計画の概要 

実施者名 仁淀川町商工会（法人番号 4490005003623） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

町行政、地域金融機関、各関係機関と連携し、小規模事業者の経営課題の解決に
向けた事業計画の策定から遂行まで、個々の事業者の成長発達段階に応じたきめ細
かい伴走型支援を実施することで、新たな需要の開拓など経営力向上を支援する。
事業主の高齢化や後継者不足による廃業が急増していることから、新規創業、第二
創業を継続的に支援するとともに、第三者への事業承継を促進することで、事業の
持続的発展を図る。 
地域経済の活性化については、近年注目度の増している 4年連続水質日本一とな

った“奇跡の清流仁淀川”の『仁淀ブルー』など、自然や伝統文化を活かした観光
商品の企画やブラッシュアップ支援を行うとともに、観光分野を点から線、線から
面へ展開することで交流人口の拡大を図る。 
県内一の生産量を誇る「土佐茶」のブランド化定着へ向けた支援実施により、地

域内外への消費拡大に繋げる。また、急激に進む買い物弱者対策を行政及び関係機
関と連携し、実施することで「安心して暮らせるまちづくり」に貢献する。 

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 
小規模事業者及び地域内消費者に対する各種調査を実施するとともに、外部調査機
関、関係機関等の調査資料により、内外部環境を分析・整理し一元管理する。地域
おける課題等を取りまとめた資料として小規模事業者に提供し、事業計画策定に繋
げる。 
２．経営状況の分析に関すること 
記帳継続指導、決算指導等からの財務状況分析、巡回訪問の強化、SWOT分析、セミ
ナーの開催等により小規模事業者が抱える課題を把握することで、適確な事業計画
策定に向けた支援を実施する。 
３．事業計画の策定支援に関すること 
小規模事業者の持続的発展に向け、事業計画策定の必要性に対する認識を深めつ
つ、専門家や各支援機関との連携を図ることで、個々の小規模事業者の付加価値向
上へ向けた中長期的な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 
事業計画策定後の進捗状況の把握を行い、実態に即した事業計画の修正支援を行う
とともに、国、県、町の施策の周知及び必要に応じた補助金、助成金等の導入、専
門家派遣等により事業計画の実現へ向けたフォローアップを継続する。 
５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者の商品やサービスに対する需要動向を調査・分析し、消費者ニーズの
抽出を行うことで、将来市場での成長性、持続性の面から合致しているかを分析し、
事業計画の着実な遂行に繋げる。 
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、物産展等の情報提供及び参加支援、積極的なＩＴ活用を支援し、認知度の
向上を図ることで、新たな販路開拓に繋げる。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．行政、関係機関と連携した観光資源の発掘、ブラッシュアップ及び情報発信に

よる交流人口拡大へ向けた事業実施ならびに受入体制の底上げ 
２．仁淀川町産土佐茶のブランド化及び販路開拓支援の実施 
３．空き店舗を活用した移住者等の新規創業・事業承継支援 
４．高齢者等買い物弱者支援を通した商業機能維持・発展への事業実施 

連絡先 

○仁淀川町商工会   

〒781-1501  高知県吾川郡仁淀川町大崎 460番地 1 

電話番号 0889-35-0202  FAX番号 0889-35-0165 

E-mail niyodogawa@kochi-shokokai.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.仁淀川町の現状と課題 

【地域の現状と課題】 

 仁淀川町は高知県の北西部に位置し、高知市

からは約 50ｋｍ、車で約 1時間 30分の距離に

ある。広域的に見ると、高知市と松山市の中間

に位置し、両市を結ぶ国道 33 号や国道 439 号

が交差する地域であり、北に四国山地、東西に

仁淀川が横断する美しい自然に恵まれたとこ

ろである。平成 17 年 8 月に旧吾川村、旧池川

町、旧仁淀村が合併して誕生した新町で、面積

は 333㎢あり、高知県内の町村では 3番目に広

い面積である。町全体の 89.3%を山林が占めて

おり、農用地 2.7%、住宅地 0.4%、道路 0.5%、

その他 7.1%となっている。 

仁淀川町の人口総数は、昭和 22年に 26,124人のピークを記録した後は一貫して人口

減少が続いている。平成 17年の合併当初は 7,803人であったが、平成 29年 8月 1日現

在ではピーク時（昭和 22 年）の 4 分の 1 以下となる 5,617 人となっており、合併時と

比較しても 2,186人（△28.0%）もの大幅な減少となっている。 

人口推移を自然及び社会動態から見ると、平成 7年以降、死亡数は年間 150人前後で

推移する中にあって、出生数は年間 50人から 20人前後まで落ち込んでおり、自然減は

増大傾向にある。社会減の主な要因としては、公共事業減少に伴う土木業者の廃業・縮

小、誘致した企業の撤退、国・県の出先機関の廃止など就業場所の減少による転居、高

校の廃校により高校進学時の世帯転居等が上げられる。また、平成 29 年 8 月 1 日現在

の年齢別人口では、65歳以上の人口は 3,007人であり、仁淀川町の総人口の 53.5%を占

め、全国平均の 26.7%を大幅に上回る水準で高齢化が進行している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（総務省） 
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【地域産業の現状と課題】 
 産業の全就業者数は、平成 22年 2,216人であり、昭和 60年の 5,015人と比較すると

25年間で 2,799人（△55.8%）の大幅減少となっている。また、平成 26年度における仁

淀川町の産業総生産額は 226億 4,500万円で、平成 14年の 243億 300万円に比べ 12年

間で 16 億 5,800 万円（△6.8%）減少しているが、ここ数年は徐々に回復基調となって

いる。平成 26年度の産業別総生産高は、第三次産業が 107億 300万円（47.3%）と最も

多く、第二次産業は 104億 5,400万円（46.2%）、最も少ないのが第一次産業で 14億 8,800

万円（6.5%）となっている。 

第一次産業は、当町面積の 89.3%を森林が占めていることもあり、古くから林業が盛

んな地域であったが、木材価格の低迷等から不採算となることも多く、林業従事者も大

幅に減少し、人手不足から手付かずの植林地が増加する一方であった。しかし、平成 23

年に町内の林業関係事業所 7社が協同組合を設立し、町内の切り材を一つとなって売り

出す流通システムを構築するなど、林業の再生に向けた取り組みも進んでいる。 

農用地面積は狭く、急峻な地形が多いことから耕作農業には不向きな地域であるが、寒

暖な気候を利用して古くから土佐茶の栽培・製茶が行われており、全国的にも品質評価

は高く、現在も県内一の生産量を誇っている。しかし、林業と同様に価格低迷や従事者

の高齢化等から廃業するものも多く年々生産高は減少している。 

こうした中、製茶農家の主婦たちが会社を設立し、地元産土佐茶を用いたスイーツ等

の商品開発及びカフェを営業し人気を集めている。また、他の茶農家では、歴史ある町

内ブランド茶を後世に残したいとの強い思いから、廃業した茶畑を借り受け、茶葉栽培

を行うとともに、茶関連商品の開発を手掛けており、一部商品については海外企業との

取引に至るなど、6 次産業化への活発な動きもみられ、徐々に“仁淀川町産土佐茶”が

浸透し始めている。 

 第二次産業の業種別生産額の中で総生産額が最も多いのが鉱業であり、全体の 23.9%

を占めている。国内最大規模を誇る鳥形山の石灰鉱業は年間約 1,400万ｔが生産されて

おり、高知県下においても鉱業生産額の約 60%を占めている。建設業においては公共工

事ならびに民間工事等の減少、労働者の高齢化、技術専門職の確保難が続いており、廃

業・縮小の傾向が続いている。 

当町の第三次産業は、小売業・サービス業が中心であり、その多くが個人の経営する

小規模店舗である。自家用車の普及や道路の改良等により生活圏が拡大されたことで、

購買力が町外へ流出しており、売上減少に伴う廃業のほか、事業主の高齢化や後継者不

足による廃業も年々増加している。山間部における小売業の廃業は、交通手段を持たな

い高齢者等にとっては生活基盤を失う深刻な問題となっており、地域住民の暮らしを支

える商業機能を維持する取り組みも喫緊の課題となっている。 

観光産業においては、春季の花見や秋季の紅葉・渓谷などの自然、伝統的な土佐三大

祭の一つである「秋葉まつり」に加え、4 年連続水質日本一となった仁淀川の「仁淀ブ

ルー」効果による観光入込客数が年々増加している。しかし、観光客のうち町内宿泊者

数は全体の約 10%となっており、滞在型観光へ向けた受け入れ態勢の整備ならびに底上

げを図ることも重要となっている。 
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出典：国勢調査（総務省） 

 

 

 
                        出典：市町村経済統計（高知県統計課） 

 

2.仁淀川町商工会の現状と課題 

当商工会は、平成 18年 4月に旧吾川村・旧池川町・旧仁淀村にある 3商工会が合併し

設立された商工会であり、本所及び 2支所での運営を続けている。合併時における商工

業者数は 374事業所（うち小規模事業者数 363事業所）、商工会員は 253 事業所で組織率

67.6%であったが、平成 29年 4月 1日時点では、商工業者数 303事業所（うち小規模事

業者数 292事業所）、商工会員は 201事業所で組織率 66.3%となっており、11年間で 71

事業所が廃業等により減少、会員数も 52 事業所の減少となっている。小規模事業者が高

齢化していることから、今後は高齢による廃業が加速するものと思われる。 

（単位：人） 

（単位：百万円） 
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出典：商工会統計調査 

 
地区内業種別商工業者数   （平成 29年 4月 1 日現在） 

業 種 建設業 製造業 小売業 
飲食・ 
宿泊業 

卸売業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 合計 

商工業者数 55 50 78 30 4 59 27 303 

 
小規模 

事業者 
51 47 78 29 4 56 27 292 

出典：商工会統計調査 
 

当商工会は、経営改善普及事業として税務・金融・労務など基礎的な支援を行い、小

規模事業者の経営基盤の強化を図るとともに、巡回時の適切な情報発信と課題抽出に努

め、高度化・多様化するニーズに対応するため、専門家派遣等による指導体制の強化を

図ってきた。しかしながら、多岐にわたり複雑化・高度化する個々の小規模事業者の課

題に対し、表面化した課題への対応に留まり、本質的な経営課題の解決に結びついてい

ないのが現状である。 

地域振興事業においては、当町合併前から継続している 3地域（旧吾川村・旧池川町・

旧仁淀村）の夏祭りイベントや歳末福引大売出し事業等を開催し、地域ならびに商店街

活性化へ向けた事業を実施している。 

また、平成 26年 9月より、高齢者等の買い物弱者対策として「買い物宅配サービス事

業」を町内 24店舗が加盟し実施している。本事業は、仁淀川町・民間宅配事業者・当商

工会が協定を結び、利用者の“見守り”を兼ねたものであり、宅配ドライバーがサービ

ス利用者宅へ訪問した際に異常を感じた場合には、消防署や仁淀川町保健福祉課へ通報、

365日対応するシステムが構築されている。事業開始後 3年を経過したが利用実績が伸

び悩んでいることから、加盟店・行政・関係機関等との連携により普及を図らなければ

ならない。 

観光分野においては、平成 24年度から平成 26年度の 3年間、観光協会設立に向けた

準備事業を町より受託し、町内観光資源の発掘、ツアー商品企画、ホームページ等によ
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る情報発信、地域内特産品の販売サイト構築及び運営、ふるさと納税返礼品事業等を行

い、平成 27年 4月 1日に新たに設立された仁淀川町観光協会に事業譲渡を行っている。

同協会設立以降、当町への観光入込客拡大に向けた連携協働事業計画を打ち出している

ものの、取組みへの具体的な協議等スムーズな連携に至らず、実績に結びついていない。 

 

3.行政の取り組み 

仁淀川町は、平成 28年 3月に「ひとりひとりが輝き 誇りが持てる あたたかいまち」

を基本理念に、「仁淀川町まちづくり実行計画（平成 28年～平成 31年）」を策定、「人口

減少問題の克服」と「成長力の確保」を最重要課題としている。重点プロジェクト計画

は、“重要かつ優先的に実施する施策・事業のみを位置づけ、実現性を担保すること、機

動性とメリハリを重視するもの”としている。 

産業分野では、「仁淀川町の強みを活かした産業の振興による雇用の創出」を基本目標

として、①山を活かした林業の振興、②農業の 6次産業化の推進、③「仁淀ブルー」を

活かした観光の推進、④地産外商の推進、⑤事業支援の強化の 5点を基本方向に取り組

みを進めており、商工会の担うべき役割も大きい。 

 

4.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

小規模事業者は事業の持続化に向け努力を続けているものの、経営環境の急激な変化

に対応しきれていない状況にあり、このことが地域経済の疲弊を更に進行させることに

繋がっている。継続的に経営分析の実施や事業計画の策定を行い、事業計画に基づく経

営、需要の開拓等に取り組む積極的な経営姿勢を持った小規模事業者を中長期的な“あ

るべき姿”と捉えている。 

商工会は、町行政からも地域唯一の経済団体として大きな期待が寄せられている。こ

れまで小規模事業者への税務・金融・労務等を中心とする経営改善普及事業の取り組み

を行っているが、地域経済の発展のためには、地域内の 96.3％を占める小規模事業者の

振興が不可欠である。今後は、これまでの経営改善普及事業に加え、事業計画の策定や

需要の開拓まで大きく踏み込み、小規模事業者の売上や利益、雇用の創出等の経営基盤

強化により、小規模事業者の持続的発展に向けた支援を行わなければならない。 

 

5.経営発達支援事業の目標と達成に向けた取組方針 

 前述のような、自然・伝統文化等の地域資源を有する強みを活かすとともに、人口減

少、少子高齢化、後継者不足、地域外への購買力流出等、地域弱体化への課題を踏まえ、

地域の総合経済団体及び支援機関として、「小規模事業者の成長発達段階に応じた、きめ

細かい伴走型支援の実施」を当商工会の役割とし、仁淀川町、地域金融機関、その他支

援機関と連携した新たな支援体制の構築により、小規模事業者ならびに創業・第二創業、

事業承継を支援することで、地域内事業者の新陳代謝を図り、小規模事業者の底上げに

よる地域経済の活性化を図る。 

また、県内一の生産量を誇る土佐茶のブランド力の強化を図るとともに、増幅する可

能性のある観光資源を活かした産業振興に取り組み、地域外から消費を呼び込むことで

地域活性化に繋げることを本計画の目標とする。 
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【目 標】 

(1)ビジネスプラン経営への意識改革と課題解決支援による地域活力の再生 

(2)高齢化による事業廃業対策及び第三者事業承継及び移住者等の新規創業、第二創業

への支援及びフォローアップ 

(3)「安心できる暮らし」へ向けた買い物弱者対策支援 

(4)「仁淀ブルー」等の地域資源を活用した観光入込客数の拡大 

(5)仁淀川町産土佐茶のブランド化及び販路開拓支援 

 

【取組方針】 

(1)ビジネスプラン経営への意識改革と課題解決支援による地域活力の再生 

①事業の持続的発展へ向けたビジネスプランの策定及び経営の推進支援  

個々の小規模事業者が有する強み弱みを調査分析するとともに、取り扱う商品・

サービスの需要動向を把握することで、状況に即した事業の策定及び経営を支援す

る。 

②小規模事業者の課題解決に向けた経営支援体制の構築及び機動力の発揮 
個々の小規模事業者から抽出した課題に即した支援体制（チーム）を編成するこ

とにより、迅速かつ的確な課題解決に向けた支援を実施する。 

③小規模事業者に寄り添った伴走型の経営支援の実施 
事業の持続化及び発展のために“ビジョン”を持つことの必要性を理解してもら

うとともに、事業計画策定及び遂行に向け各支援機関と連携した支援を実施する。 

 

(2)高齢化による事業廃業対策及び第三者事業承継及び移住者等の新規創業、第二創業 

への支援及びフォローアップ 

①新規創業、第二創業並びに第三者への事業承継に対する事業計画策定支援 

移住者等による新規創業計画、高齢等による廃業予定者からの事業承継を支援す

ることで、地域内商業機能の維持・発展・成長を図る。 

②各種セミナーの開催による事業承継及び創業に対する支援 

事業承継や創業等に係るセミナーの開催からニーズを掘り起こし、創業等計画策

定とその後のモニタリングによる伴走型支援を実施し、円滑な創業、事業承継によ

る小規模事業者数の維持を図る。 

 

(3)「安心できる暮らし」へ向けた買い物弱者対策支援 

①高齢者などへの買い物弱者支援 

地域に暮らす人々に“安心できる暮らし”を提供することによって、地域の経済

活性化を図る。 

②買い物宅配サービスの継続実施 

現在実施している「買い物宅配サービス事業」の利便性向上・拡充を図る。 

 

(4)「仁淀ブルー」等の地域資源を活用した観光入込客数の拡大 

①単発的観光から滞在型観光への転換策支援 
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観光関連業者、観光協会、行政観光担当との連携による滞在型観光商品の開発 

②仁淀ブルーの積極的な PR支援 

 

(5)仁淀川町産土佐茶のブランド化及び販路開拓支援 

①事業者の求める適切かつ妥当な情報提供による販路開拓等の支援 

地域内への拡大・充実はもとより、地域外へ新たな販路開拓を図ることで、地域

外資金流入による好循環を築くための手段・方法等具体的な支援策を講ずる。 

②販路拡大のための展示会・物産展等への参加支援 

 

 

（地域経済の活性化策） 

(1)自然、文化、歴史を活かした観光資源商品発信による観光入込客の拡大 

(2)仁淀川町産土佐茶のブランド化による活性化支援 

(3)空き店舗を活用した移住者等への新規創業及び事業承継支援 

(4)「安心した暮らしを守る」ための高齢者等買い物弱者対策支援 
 

 

（商工会の経営支援体制の強化） 

(1)経営指導員、経営支援員等のコミュニケーションスキル習得及び能力向上、事業計

画策定に必要な知識の習得による資質向上 

(2)各々支援機関と連携した支援体制の確立 

(3)事業評価及び見直しのための仕組み整備 
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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 30年 4月 1日～平成 35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） 

地域の消費者及び小規模事業者の経済動向の実態を把握することを目的に、各種調査

を実施し、小規模事業者の中長期的な事業計画の策定かつ遂行のための基礎資料として

必要なデータを収集・整理・分析し、結果を小規模事業者に提供するとともに、的確な

事業計画策定支援に繋げる。 

 

（現 状） 

これまで当商工会における地域経済動向調査は、高知県商工会連合会から委託を受け

た「中小企業景況調査」を行う程度であり、また経営指導員等が個々に情報収集するも、

分析・共有・活用までには至っていない。 

 

（事業内容） 

小規模事業者の現状及び地域の課題の可視化を図るため、地域内の小規模事業者（292

事業）に対し、巡回訪問・窓口相談時にヒアリング調査（年間 100事業者）を順次実施

し、事業状況・課題等を把握する。（3年で完了、4年目以降継続） 

地域内の小規模事業者の景況調査、消費者の購買動向調査のほか、外部調査機関、関

係機関等の統計調査を活用し、内外部環境を分析、結果を一元管理し共有化を図る。 

また、得られた情報については、小規模事業者に直接提供するとともに、まとめた調

査結果をホームページにて毎年更新（年 1 回）、随時閲覧可能な状態とし、事業計画策

定に活用する。 

 

(1)巡回訪問等におけるヒアリング調査等による情報収集 

地域内における小規模事業者の実態を明確にするとともに、課題等を把握することで

事業計画策定に向けた基礎データとして整備を実施する。 

◆対象事業者（292事業者…3年以内に全小規模事業者の実態を把握する） 

小売業(81)、飲食業(21)、宿泊業(8)、サービス業(58)、製造業(48)、卸売業(4)、 

建設業(51)、その他(28)の順に実施 

◆調査内容  

・事業所概要（業種・従業員数・主要商品・サービス、取引先等） 

・事業所景況（現状及び今後の見通し、売上・仕入の推移等） 

・経営上の問題点（直面している課題、事業後継者の有無及び関係、廃業予定等） 

・支援要望（補助事業申請、資金繰り、販路開拓支援等） 

◆実施時期 

商工会広報誌配布時（年 4回 5月、9月、12月、3月）に地区毎に実施 
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（目 標） 

項  目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

調査事業者数 
特定調査

なし 
100件 100件 100件 100件 100件 

 

(2)業種別景況調査の実施による情報収集 

地域内小規模事業者への景況調査の実施により、現在の経済環境が仁淀川町の各小規

模事業者にどのような影響を及ぼしているのか、さらに、今後この状況はどのようにな

ると予想されるのかを調査する。この調査結果を小規模事業者に提供し、経営及び事業

計画策定の参考資料として活用する。 

◆対象事業所 

建設業/製造業/小売業（卸売業）/飲食・宿泊業/サービス業の 5分類で実施 

◆調査内容 

・売上高および利益の増減 

・顧客単価および顧客数の増減 

・従業員数の増減等雇用状況 

・資金繰り 

・設備投資 

・過去との比較及び今後の見通し 

◆実施時期 

四半期毎（年 4回）実施 

 

（目 標） 

業  種 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

回数/年 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

建  設  業 2件 4件 5件 5件 5件 5件 

製  造  業 3件 4件 5件 5件 5件 5件 

卸・小売業 4件 6件 8件 8件 8件 8件 

飲食・宿泊業 
6件 

2件 4件 4件 4件 4件 

サービス業 8件 8件 8件 8件 8件 

合  計 15件 20件 30件 30件 30件 30件 

 

(3)町内全世帯への消費者アンケートによる情報収集 

地元消費者ニーズや消費性向把握と小規模事業者の現状を比較検証するための情報

を収集することで、地域外への購買力流出防止となる商品やサービスの提供等を明確化
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し、小規模事業者に提供、事業計画策定の資料として活用する。 

◆調査対象 

・町内全世帯（平成 29年 4月 1日現在 3,115世帯） 

◆調査内容（アンケート） 

・家族構成 

・平均購入金額 

・購入頻度 

・地域内での購入商品 

・地域外での購入商品ほか 

◆調査方法 

町の全戸配布区長便を活用し、町内全世帯に配布、料金後納の郵送にて回答を 

回収する 

◆調査時期 

毎年 1回、7月予定 

 

（目 標） 

項 目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

調査回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

調査件数 
（回収標本数） 

なし 300件 300件 300件 300件 300件 

 

(4)国・県・関係団体及び外部調査機関の経済動向資料等の活用 

公共刊行物等による情報収集及び各種調査結果を分析するとともに、当商工会独自調

査で得た情報・結果を組み合わせ、小規模事業者の求める情報を必要に応じて随時提供

することで、より精細度の高い事業計画策定に活用する。 

◆活用する情報等 

・公共刊行物（政府、業界団体、日本政策金融公庫が刊行する統計、白書、報告書） 

・新聞、雑誌（日経流通新聞、商工会誌、専門誌等） 

・インターネット（日経テレコン、中小企業ビジネス支援サイトＪ－Ｎｅｔ２１等） 

・調査機関のマーケティング資料 

・商工会職員研修会(経営指導員等ネットワーク会議等)ほか 

 

（期待される効果） 

小規模事業者からの相談時における基礎資料として、地域内外の経済動向調査を分析

し活用することは、地域内の多くの小規模事業者に見られる内部環境に偏った経営視点

から外部環境を踏まえた客観的な経営へ変革を促すことができる。また、アンケート調

査結果については、経営指標として最も身近なものであり、個社の経営判断に活用する

ことができるとともに、事業計画策定をする上での基礎データとなる。 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目 的） 

小規模事業者が持続的発展に向け、経営分析の重要性の理解を促すとともに、自社の

経営状況を分析することで、強み・弱みを把握し、地域の経済動向に即応した事業計画

策定への基礎資料とする。 

 

（現 状） 

これまでは、決算指導や金融支援時において簡易な分析（売上高営業利益率、損益分

岐点等）を行う程度であり、小規模事業者の抱える経営上の多岐にわたる課題に対して

適切な対応が図れていないのが現状である。また、経営力向上のためには経営分析が重

要であるとの認識に乏しい小規模事業者も少なくない。 

 

（事業内容） 

経営実態の把握・分析対象事業者の掘り起こしに向けた計画的な巡回訪問や窓口相談

の実施、記帳継続指導事業者からの掘り起こし、中小企業診断士や税理士等による集団

セミナーを開催し、「気づき」を与え、経営や経営安定化への意識向上など基礎的支援

を行うことで、個社の経営実態の把握及び分析対象事業者の掘り起こしを行う。 

また、分析については、税理士等との連携、よろず支援拠点・ミラサポ等の支援機関

の専門家派遣を活用することで、財務面だけでなく経営上の多岐にわたる課題分析をよ

り詳細に行う。分析結果については、個々の小規模事業者にフィードバックすることで

事業計画策定に繋げる。 

 

○経営分析対象事業者のニーズの掘り起こし 

(1)巡回訪問、窓口相談による経営分析ニーズの掘り起こし 

「１.地域の経済動向調査に関すること、(1)巡回訪問等におけるヒアリング調査等に

よる情報収集」で得た基本情報により、分析対象事業者を絞り込み、計画的な巡回訪問、

窓口相談を実施、持続的発展のためには実態把握及び分析が重要であることへの理解を

深めつつ、専門家によるセミナーへの参加を促すなど、自社の実態把握の必要性へ向け

た支援を実施することで、経営分析対象事業者の掘り起こしを行う。 

 

(2)記帳継続対象者からのニーズの掘り起こし 

「ネット de 記帳」等会計ソフトを活用した記帳継続指導の実施において、記帳担当

者及び経営指導員が連携し、財務面における簡易な分析を実施するとともに、ヒアリン

グにより課題を抽出、解決へ向けたセミナーへの参加や専門家による詳細な分析への意

識を高めることで、経営分析対象事業者の掘り起こしを行う。 

 

(3)経営セミナーによるニーズの掘り起こし 

経営分析の需要喚起のため、経営への意識向上を目的とした経営セミナーを開催し、

個々の小規模事業者の強み・弱み等の課題を洗い出し、自社の方向性を明確にするなど、

小規模事業者へ“気づき”を与え、より詳細な分析を希望する小規模事業者の掘り起こ

しを行う。 

 

○自社の経営状態の把握・分析への支援 
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(1)巡回訪問・窓口相談・記帳指導における簡易分析 

経営分析対象事業者の掘り起こしで抽出した小規模事業者に対し、決算書等による財

務データ分析（売上高推移、収益性、生産性、効率性、安全性、成長性）を中心に行い、

経営状況の実態を把握、更なる経営分析の喚起を促す。 

 

(2)経営セミナーによる分析支援（ニーズ掘り起こしの経営セミナーと重複） 

セミナー参加者に対し、財務データによる分析やＳＷＯＴ分析（強み、弱み、機会、

脅威）による内外部経営環境の把握など、経営者自らが分析可能な簡易な手法を用いて、

自社の分析支援を行い、経営上の課題等を抽出することで、更なる分析への喚起を促す。 

 

(3)専門家等による詳細な経営分析支援 

小規模事業者の抱える経営上の課題は、財務面だけでなく多岐にわたることから、専

門的な課題分析に対しては、よろず支援拠点やミラサポ等の専門家派遣を積極的に活用

することで事業計画策定に繋げるための詳細な経営分析を実施する。 

 

◆分析する項目 

・キャッシュフロー分析 

・ＳＷＯＴ分析（強み、弱み、機会、脅威） 

・ＡＢＣ分析（商品別売上構成） 

・マーケティング 4Ｐ（商品・サービス、価格、広告宣伝、チャネル） 

・ポジショニングマップ（新規性、収益性、独自性、付加価値） 

  ・ベンチマーキング（製品、サービス、プロセス、慣行） 

・ＰＥＳＴ分析（政治、経済、社会、技術のマクロ環境） ほか 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

巡回・窓口・記帳における
簡易分析件数 

－ 10件 10件 10件 10件 10件 

経営セミナー回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 参加事業者数 未実施 15社 15社 15社 15社 15社 

専門家派遣回数 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

経営分析事業者数 
（詳細分析） － 5社 5社 5社 5社 5社 

※経営セミナー「ニーズ掘り起こし(3)、分析支援(2)」は同一のもの 

 

（期待される効果） 

経営分析の需要を喚起し、経営分析により自社の実態を把握することで、感覚による

経営から実態経営への転換となる。経営分析は、課題抽出のためには不可欠であり、経

営戦略立案から事業計画策定への重要なプロセスとなる。経営分析を実施する事業者を

増やすことで、地域内の小規模事業者の経営力の強化（底上げ）が図ることができる。 



１３ 
 

３.事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（目 的） 

前述の「１.地域の経済動向調査」、「２.経営状況の分析」の結果を踏まえ、巡回訪問、

窓口相談において事業計画策定の必要性を理解させつつ、策定にあたっては小規模事業

者の抱える経営課題を短・中長期的に分類し、課題解決の優先順位化を行うとともに、

自社の提供する商品やサービス等の強みを活かした実現可能性の高い事業計画による

「ビジネスプラン経営」を推進する。 

 

(現 状) 

これまで当商工会においては、税務・労務などの基礎的支援が中心であったため、事

業計画の策定への取り組みが図れていないのが現状である。金融支援や補助事業申請時

に事業計画策定を行っていたものの、内外部環境分析等に基づく中長期的な視野での策

定ではなく一時的なものが多く、また件数も少ない状況であった。 

 

（事業内容） 

経営分析を実施した小規模事業者を中心に、巡回訪問・窓口相談において「ビジネス

プラン経営」への意識改革を促すとともに、事業計画策定セミナーや個別相談会等の開

催、新規創業、第二創業、事業承継を含めたニーズの掘り起こしを行う。 

また、事業計画策定の必要性や有益性を理解した小規模事業者に対し、経営実務セミ

ナーや個別相談会の開催、専門家派遣を活用するほか、各支援機関との連携により有効

性の高い事業計画策定を支援する。 

 

 

 

 

 

○事業計画策定ニーズの掘り起こし 

(1)巡回・窓口相談によるニーズの掘り起こし 

「2.経営状況の分析に関すること」において、簡易分析・詳細分析を実施した小規模

事業者を中心に、巡回及び窓口相談において、事業計画策定の必要性・有益性の理解を

深めるとともに、事業計画策定セミナーへの参加により喚起を促すことで、事業計画策

定ニーズの掘り起こしを行う。 

 

(2)事業計画策定セミナーの開催によるニーズの掘り起こし 

地域内小規模事業者を対象に、経営における成功事例等をテーマとした理解しやすい

事業計画策定セミナーを開催し、個々の小規模事業者に“気づき”を与えることで、事

業計画策定への意欲高揚を図り、事業計画策定ニーズの掘り起こしを行う。 

 

(3)補助金・金融相談時におけるニーズの掘り起こし 

持続化補助金等各種補助金の申請、金融相談時を事業計画策定への機会と捉え、中長

期計画によるビジネスプラン経営を行うことの有益性を伝え、小規模事業者の経営意識

向上を図ることで、事業計画策定ニーズの掘り起こしを行う。 

 

※セミナーの説明 

・事業計画策定セミナー  … ニーズの掘り起こしを目的として開催するセミナー 

・経営実務セミナー   … 事業計画策定を行うための実践的な実務セミナー 

 



１４ 
 

(4)新規創業・第二創業におけるニーズの掘り起こし 

新規創業、第二創業対象者については、当商工会のホームページや商工会広報誌、仁

淀川町広報誌、新聞折り込み広告等を活用、相談窓口として幅広く周知することで事業

計画策定ニーズの掘り起こしを行う。 

（広報掲載予定回数） 

・ホームページ（常時） ・商工会広報誌（年 5回） ・仁淀川町広報誌（年 2回） 

・新聞オリコミ（年 2回） 

 

(5)事業承継におけるニーズの掘り起こし 

「１.地域の経済動向調査に関すること、(1)巡回訪問等におけるヒアリング調査等に

よる情報収集」において把握した後継者不在等の課題を抱える小規模事業者の中から、

事業承継を希望する小規模事業者と創業希望者とのマッチングを支援し、巡回及び窓口

相談においてフォローアップを実施し、事業計画策定のニーズ掘り起こしを行う。 

 

○事業計画策定への支援 

(1)巡回・窓口相談による支援 

積極的に事業計画策定に取り組む小規模事業者に対し、巡回・窓口相談を実施し、基

本理念や事業ドメイン等の定性面、売上や利益目標等の定量面、クロスＳＷＯＴ分析等、

ヒアリングを通して事業計画策定の進捗状況の把握ならびに支援を行う。 

また、資金計画においては、「小規模事業者経営発達支援融資制度（日本政策金融公

庫）」等の情報提供及び積極的な活用を働きかけ、必要な資金とのバランスの取れた的

確な事業計画策定を支援する。 

 

(2)経営実務セミナー・個別相談会開催による支援 

事業計画策定を希望する小規模事業者や新規創業者・第二創業者等には、実践的な経

営実務セミナーや事業計画策定個別相談会を開催し、小規模事業者自らが真摯に取り組

むことのできる支援体制を確保し、より実効性のある事業計画策定へ繋げる。 

 

(3)支援機関等との連携支援 

事業計画書策定において、高度な課題への対応については、よろず支援拠点、ミラサ

ポ等の専門家派遣を活用し支援を行う。 

また、新規創業希望者については、高知県商工会連合会が主催する「創業塾（全 4回）」

への参加を促し、経営に係る知識習得ならびに創業計画策定等を支援する。 

 

(4)事業承継による事業計画策定支援 

事業計画策定のニーズ掘り起こしを行う中で、事業承継の相談案件があった場合に

は、高知県事業承継・人材確保センターや中小企業基盤整備機構等、連携機関の専門家

を招聘し、個別相談会の開催等を実施することで、事業の継続性へ向けた事業計画策定

への支援を行う。 
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（目 標） 

項   目 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

事業計画策定セミナー 1回 1回 1回 1回 1回 

 参加事業者数 15社 15社 15社 15社 15社 

経営実務セミナー 1回 1回 1回 1回 1回 

 参加事業者数 10社 10社 10社 10社 10社 

専門家による個別相談会 

(2)及び(4)の合計 
2回 2回 2回 2回 2回 

 参加事業者数 6社 6社 6社 6社 6社 

専門家派遣回数 
(3)及び(4)の合計 3回 3回 3回 3回 3回 

事業計画策定事業者数 5件 5件 5件 5件 5件 

 うち、創業事業者数 1件 1件 1件 1件 1件 

 

（期待される効果） 

事業計画策定に関して発生する様々な経営課題の解決に積極的に取り組む小規模事

業者が増加することで、社会情勢など経営環境の変化や市場のニーズに対応した顧客視

点での経営が可能となる。また、事業計画は、小規模事業者がマネジメントサイクル（Ｐ

ＤＣＡ）を自ら実施するための基礎となり、経営力の強化に繋がる。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目 的） 

事業計画の確実な遂行のため、進捗状況の分析及び検証を行うとともに、計画との乖

離や経営環境の変化による計画変更が生じた場合のフォローアップなど、小規模事業者

の目標達成へ向けた支援を実施する。 

 

（現 状） 

これまでは、補助施策や融資制度の申請に係る事業計画策定が中心で、一時的なもの

に留まり、フォローアップも十分でなく、伴走型支援とは言い難い状況であった。また、

小規模事業者の課題についても個々の経営指導員での対応が多く、組織として共有化が

図られていない現状である。 

 

（事業内容） 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、計画の進捗状況を巡回訪問や窓口相談にお

いて四半期に 1回以上フォローアップを行う。当初策定した事業計画に変更が生じる場
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合や進捗状況に遅れが生じている小規模事業者に対しては、原因の究明をするととも

に、必要に応じて計画の見直し等を行い、目標達成に向け支援する。 

事業計画遂行する上での資金需要に対し、各種補助金や日本政策金融公庫制度融資、

高知県制度融資等の斡旋、その他起こり得る課題については、高知県商工会連合会、よ

ろず支援拠点、専門家等との連携により、解決を図り事業計画の遂行を支援する。 

 

(1)巡回指導・窓口相談における支援 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、巡回訪問・窓口相談により四半期毎の売上

高推移、営業利益等、定量的数値の分析及び検証を行うとともに、ヒアリングにより新

たな課題等を調査・確認し、適切な課題解決に向け専門家派遣等を実施するなど、事業

計画を円滑に遂行するための支援を行う。 

 

(2)金融相談における資金導入支援 

事業計画を遂行する中で、資金繰りでの支援が生じた場合には、日本政策金融公庫「小

規模事業者経営発達支援融資制度」をはじめ、高知県制度融資の斡旋ほか、地域金融機

関との連携により、事業計画の円滑な遂行に向けた資金導入のフォローアップを図る。 

創業資金についても、「創業融資制度（日本政策金融公庫）」や「創業者等応援融資制

度（高知県特別制度融資）」を活用し支援する。 

 

(3)補助施策（補助金）を活用した支援 

事業計画の円滑な遂行を図るために、国・県・町などの各種補助施策を商工会が定期

的に発行する広報誌等（年 5回発行）において周知し、申請に係る助言や指導による支

援を行う。 

 

(4)新規創業・第二創業・事業承継への支援 

創業・第二創業・事業承継に対する創業後のフォローアップは特に重要であることか

ら、巡回訪問の頻度を 2ヶ月に 1回以上とし、進捗状況の把握をはじめ、資金繰り、人

材育成等の経営課題について早期解決を図るための専門家派遣等を導入するなど、安定

経営へ向けた支援を行う。 

また、土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐ＭＢＡ）が開催する「目指せ！弥太郎 

商人（あきんど）塾」などへの参加を促し、経営者としての知識習得への支援を行う。 

 

(5)事業計画遂行に向けた支援体制について 

経営指導員が中心となり、個々の小規模事業者が事業計画を遂行する上で最適な支援

チーム（経営支援員を含む）編成を行い、定例ミーティングにおいて進捗状況、課題等

について共有するとともに、具体的な支援策を協議する。個々の職員で解決を図るので

はなく、組織対応による支援を行う。 

 

※前述の実施支援の結果を踏まえ、経済情勢や経営環境の変化等による事業計画の変更

等が必要な場合には、原因を究明するとともに、実現可能な事業計画への軌道修正を行

うなど、小規模事業者の持続的発展へ向けた支援を行う。 
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（目 標） 

項   目 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

フォローアップ事業者数 5社 10社 15社 20社 25社 

フォローアップ件数 25回 50回 75回 100回 125回 

専門家派遣回数 

(1)及び(4)の合計 
3回 3回 3回 3回 3回 

事業計画実施における 

金融制度斡旋件数 
2件 2件 2件 2件 2件 

施策（補助金）活用件数 2件 2件 3件 3件 3件 

※フォローアップ件数は、事業計画策定件数 5事業者×年 4回以上（うち、創業は年 6回以上） 

 

（期待される効果） 

事業計画策定事業者に対し定期的なフォローアップを実施することで、目標達成へ向

けた着実な経営を行うとともに、遂行上のトラブル未然防止や新たな課題について迅速

な対応を図ることができる。 

また、積極的に事業計画の遂行を目指す小規模事業者については、次のステップとな

る事業計画策定に繋げることができ、更なる経営力強化を図ることができる。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（目 的） 

小規模事業者の提供する商品の需要動向における情報を「今後の事業計画に有効な最

新情報として提供する」ことを目的として、調査・収集・整理・分析し、その結果を事

業計画策定及び遂行するための資料として提供する。 

  

（現 状） 

これまでは、小規模事業者から需要動向調査を依頼される機会も少なく、経営指導員

の経験による対応に留まり、個々の商品に対する消費者からの具体的な情報収集や様々

な情報ツールの活用には至っていなかった。 

また、小規模事業者においても長年の営業経験だけに頼る部分も多く、消費者ニーズ

による商品開発ではなく、「造るもの（造ったもの）＝売れるもの」との勝手な思い込

みもあり、販路開拓の阻害要因となっていた。 

 

（事業内容） 

首都圏等の消費者ニーズと小規模事業者の実態（消費者との乖離）を把握するため、

アンケート方式でのマーケティング調査による情報収集を行い、小規模事業者の提供す

る商品、サービスの需要を見据えた商品戦略・サービス戦略を構築するための基礎的数

値として活用する。 

また、マーケティング調査の実施にあたり、日々変化する市場の動向を逸早く正確に
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把握するとともに、どのような手法を調査に用いるかなど、絞り込みを行うため、日経

テレコン POS EYES や日経流通新聞の業界紙などを活用し、都市部における売れ筋ラン

キングや類似品、価格帯などの情報収集及び分析を行い、調査対象商品の選定及びアン

ケート内容の構成に活用する。 

 

○特産品等の販路拡大に関する需要動向調査 

調 査 目 的 

販路拡大を目的とする食品製造事業者及び加工事業者のために、ア

ンテナショップ及び高知市日曜市において、消費者ニーズを把握す

ることで、新たな需要開拓の方向性の決定や新商品の開発、新サー

ビスの提供、商品構成等に活用する 

調査対象① 
高知県アンテナショップ「まるごと高知」（東京都中央区）来店者 

平成 28年度 年間来店客数 763,073人（月平均 63,589人） 

調査対象② 
高知市日曜市（仁淀川町ブース）への来訪者 

毎週日曜日開催 観光客等１日約 17,000人が訪れる生活市 

調 査 回 数 
①アンテナショップ 年 2回（6月、11月） 

②日曜市 年 2回（5月、10月） 

調 査 項 目 商品の味、量、価格、パッケージデザイン、食した感想など 

調 査 件 数 1商品につき 100件の標本目標 

調 査 方 法 
新商品、既存商品のサンプル試食を実施し、アンケート回答により

消費者の生の声を収集する 

調査結果の 

活 用 方 法 

味、量、価格、パッケージなどアンケートによる情報は、商品のブ

ラッシュアップや新たな販路拡大に活用する。また、必要に応じて

専門家に依頼し、コンジョイント分析等により商品の最適化を図る。 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟにおける 

調査支援事業者数 
未実施 4社 5社 5社 6社 6社 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟにおける 

ｱﾝｹｰﾄ調査数 
未実施 400件 500件 500件 600件 600件 

日曜市における 

調査支援事業者数 
未実施 6社 6社 6社 6社 6社 

日曜市における 

ｱﾝｹｰﾄ調査数 
未実施 600件 600件 600件 600件 600件 

 

マーケティング調査結果については、事業者・商品毎に整理分析し、対象事業者に巡

回訪問を通じて提供する。 
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○需要動向調査に活用する消費動向等の情報 

情報取得先 情報内容 

日経テレコン POS 売れ筋商品情報、販売動向等 

日本流通新聞（ＭＪ） 売れ筋商品、消費者ニーズの動向等 

消費動向調査 
（内閣府） 

消費者の意識、物価の見通し、趣味・レジャー・サービス
等の支出予定 

家計消費状況調査 
（総務省） 

インターネットでの購入状況、ＩＣＴ関連消費等 

家計調査 
（総務省） 

世帯別、品目別の家計収支情報等 

 

（目 標） 

項 目 
日経 

テレコン POS 

日本流通 

新聞（ＭＪ） 

消費動向 

調査 

家計消費 

状況調査 
家計調査 

支援対象者数 15社 15社 15社 15社 15社 

提 供 頻 度 年 4回 年 4回 年 1回 年 1回 年 1回 

 

（期待される効果） 

首都圏や都市部においてアンケート方式によるマーケティング調査を実施し、分析結

果を小規模事業者へフィードバックすることで、個々の商品に対する消費者の率直な意

見を吸収することが可能となる。また、売れ筋情報等の消費動向に関する各種統計調査

指標を合せて提供することで、消費者ニーズに対応した商品開発に繋がり、売上増加が

期待できる。 

 

 

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） 

小規模事業者の提供する商品やサービスの新たな需要開拓への支援を目的とし、消費

者動向や売れ筋商品情報を把握した上で、小規模事業者の需要開拓能力に応じた事業等

の取り組みを行うことで、経営力向上を図る。 

 

（現 状） 

これまでは小規模事業者に対して、展示会・物産展など、新たな需要の開拓に寄与す

る事業についての情報提供を行う程度であり、具体的な取り組みを行っていないのが現

状である。小規模事業者にとっては販路開拓における面が弱点であるが、商談での交渉

術の向上をはじめ、成果の上がる支援は行っていなかった。 
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（事業内容） 

事業計画策定支援を行った小規模事業者（販路開拓を目指す小規模事業者を含む）を

対象に、提供する商品やサービスにおいて、有効な広報ＰＲのためのホームページ制作

支援を実施するとともに、ＳＥＯ対策、ネット販売の成功事例、ＳＮＳ活用セミナーを

開催することで販売ツール強化支援を行う。また、展示会・物産展等においての交渉術

など、商談能力向上のためのセミナーを開催し、小規模事業者の底上げを図る。 

各種展示会や物産展への出展支援、アンテナショップへの出品支援、ＥＣサイトによ

る販売チャネル活用支援を行い、新たな需要の開拓に繋げる。 

 

(1)ホームページ等ＩＴ活用支援 

インターネットが普及し、ホームページ・ＳＮＳを活用した情報発信は小規模事業者

にとって不可欠なものとなっている。全国商工会連合会の「ＳＨＩＦＴシステム」は操

作も容易であり、専門知識を有しない小規模事業者でも簡単にホームページを開設する

ことができる。ホームページを持っていない小規模事業者に対し「ＳＨＩＦＴシステム」

での開設支援を行い、自社の商品・サービスの積極的な情報発信を支援する。 

また、ＳＮＳ（LINE・Twitter・Face bookなど）を活用した情報発信も有効かつ効果

的であることから、ＳＮＳ情報発信ツールの開設支援を行うとともに、「ＩＴ活用セミ

ナー（ＳＮＳ活用・ＳＥＯ対策・ネット販売事例等）」を毎年 1回開催する。 

 

(2)ＥＣサイト構築及びＥＣサイト出品支援 

新たな需要の拡大を図るためには、販売チャネルとしてＥＣサイトを活用することも

有効な手段となる。 

全国商工会連合会公認の「ニッポンセレクト.com」、仁淀川町観光協会が運営する「オ

ンラインショップによどがわ」、「ふるさと納税返礼品サイト」への出品手続きに係る支

援を行うほか、大手ネットショッピングサイト（Amazon・楽天市場など）の出品条件や

初期投資費用等について、サイト毎の比較資料を作成し、小規模事業者に情報提供を行

うとともに、出品を希望する小規模事業者には申請手続き等の支援を行う。 

自社でＥＣサイトの構築に取り組む小規模事業者については、商品構成の確認・商品

価格と粗利益の検討・ターゲットの仮説・販売方法の検討などについて、専門家派遣事

業を活用し、より効果的なサイト構築への支援を行い新たな需要拡大を図る。 

※(1)「ＩＴ活用セミナー（ネット販売事例）」へ参加を促す 

(3)展示会・物産展による販路開拓支援 

各団体等から提供される展示会・物産展等の情報提供及び以下の支援を行う。 

展示会においては、商談数を目標とするのではなく取引成約件数を目標とし、具体的

な提案が可能となるよう事前準備（プレゼンテーションの方法・ＰＲ資料の準備等）か

ら支援を行う。 

物産展においては、単に当日販売するのではなく、当日の売上目標の設定、後日の販

売に繋げるためのＰＲチラシの作成、ＰＲ方法等について計画段階から支援する。 

 なお、展示会、物産展の参加に対しては、可能な限り経営指導員が同行し、交渉内容

の結果、顧客の反応等を参加した小規模事業者と確認・共有を図る。 

また、出展の負担が大きい展示会・物産展等については、負担軽減を図るため、町や

関係機関による各種助成金制度や補助金活用の提案を行う。 
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（出展を計画する首都圏の主な展示会） 

展示会名 内 容 ねらい 時期 場所 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ・ 
ﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 

食品・店舗設備・BtoB 
小売、外食産業のイノベー
ション創出 

2月 東京 

東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 
ｷﾞﾌﾄｼｮｰ 

ｷﾞﾌﾄ商品、生活雑貨
の国際見本市 

販路開拓及び新商品 PR 2月 東京 

FOODEX JAPAN 
ｱｼﾞｱ最大級の食品・
飲料の展示 

商品の知名度向上、商談機
会の創出 

3月 東京 

外食ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｨｰｸ 
外食産業専門の食
品・飲料等の展示 

新しい需要開拓へ向けた
商談の創出 

8月 東京 

土佐っておいしい！ 
食の商談会 

高知県自慢の食産品
の商談 

首都圏等への販路拡大 10月 東京 

 

(4)アンテナショップ等による販路開拓支援 

全国商工会連合会が運営する「むらからまちから館（有楽町）」や「高知県アンテナ

ショップ まるごと高知（銀座）」、「土佐せれくとしょっぷ てんこす（高知市帯屋

町）」、「道の駅」等を販路拡大の販売チャネル及び情報発信として活用するための支援

を行う。 

出品に係る申請支援、販売商品のピックアップ、自社の強み・こだわりを明確化した

ＰＯＰ広告の作成支援を行うとともに、出品した商品の売上推移を記録・分析し、状況

により商品入れ替え等の支援を行う。 

 

(5)販路開拓に資するセミナーの開催 

販路開拓を目指す小規模事業者を対象に、マーケティング力、リコメンデーション力、

ブランディング力、商談力、情報発信力等、小規模事業者が苦手とする分野についてテ

ーマを絞り、経営能力の向上を図るための「経営力向上セミナー」を毎年 1回開催する。 
 
（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

ＨＰ開設・ＳＮＳツール 
開設事業者数 

未実施 5件 5件 5件 5件 5件 

ＥＣサイトによる 
売上増加事業者数 

未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

専門家派遣回数 
（ＥＣサイト支援） 

未実施 2回 2回 3回 3回 3回 

商談会・展示会 
参加事業者数 

－ 5社 5社 5社 5社 5社 

 
うち、 

取引成約事業者数 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

アンテナショップ出品 
売上増加事業者数 

－ 2社 2社 2社 2社 2社 

ＩＴ活用セミナー 
参加事業者 

未実施 15社 15社 15社 15社 15社 

経営力向上セミナー 
参加事業者 

未実施 15社 15社 15社 15社 15社 
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（期待される効果） 

ホームページやＳＮＳを活用することは、小規模事業者の提供する商品やサービスの

情報発信や新しい需要の開拓のみならず、「仁淀川町」を地域外に発信することとなり、

地域の活性化に繋がることとなる。 

また、各種展示会や物産展への参加、アンテナショップ等への出品、ＥＣサイト活用

を行うことは、市場の状況・情報をタイムリーに吸収できる機会であり、小規模事業者

の積極的な販路拡大に繋げることが可能となる。 

地域内外への新たな需要の開拓のために本事業を実施・支援することで、小規模事業

者の経営力の強化ならびに地域のブランド化を進めることができる。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（目 的） 

平成 28年 3月に策定された仁淀川町の「まちづくり実行計画」においては、「人口減

少問題の克服」と「成長力の確保」の 2つを掲げ、町の活性化を図るために、 

①地方における安定した雇用の創出 

②地方への新しい人の流れ 

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 

の 4つを重点目標として、“「しごと」と「ひと」の好循環をつくり、好循環を支える”

施策の取り組みを行っている。 

産業分野では、「仁淀川町の強みを活かした産業の振興による雇用の創出」を基本目標

として、 

①山を活かした林業の振興 

②農業の 6次産業化の推進 

③「仁淀ブルー」を活かした観光の推進 

④地産外消の推進 

⑤事業支援の強化 

の 5点を基本方向に取り組みを進めている。 

 

地域経済の活性化は、継続して取り組むことにより成果が期待できるものであり、地

域経済を担っている小規模事業者が、その役割を認識し、町の取り組む施策について理

解を深め、課題共有ならびに解決へ向けた連携を図ることで、地域経済の活性化へ貢献

するとともに、小規模事業者の経営力向上、雇用の創出へ繋げることを目標とする。 

 

(1)地域観光資源の掘り起こし及び観光型商品の提案による観光入込客の拡大 

（現 状） 

当地域には土佐の三大祭の一つである「秋葉まつり」、春季の「ひょうたん桜（天然

記念物）」、「中越家のしだれ桜」、秋季の「紅葉・渓谷」等、集客力の高い自然や伝統文

化のほか、4年連続水質日本一となった“奇跡の清流 仁淀川”の「仁淀ブルー」効果も

あり、年間を通して観光入込客数は増加傾向にある。 
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しかし、各々単発的観光に偏重していることに加え、観光の受け入れ体制が整ってい

ないことから、結果として、観光客の町内宿泊者数は約 10％の低い水準に留まっている

と思われる。 

 

（事業内容） 

単発的観光から滞在型観光への転換を図るため、観光関連事業者（ホテル・旅館等宿

泊業）、仁淀川町観光協会、行政観光担当課との「情報共有定例会議」を四半期に 1 度

（年 4回）開催し、町内観光の課題や方向性、推進策等の共有化を図るとともに、季節

（イベント）や“奇跡の清流 仁淀川”の「仁淀ブルー」を活かした滞在型観光商品（ツ

アー等）の検討及び商品化を行う。 

【取組み】 

・“奇跡の清流 仁淀川”「仁淀ブルー」の積極的なＰＲによる知名度向上 

・季節やイベントと組み合わせた地域内観光ツアーの企画・立案 

・町内宿泊事業者間（ホテル・旅館・簡易宿泊所等）の横連携による受入体制支援 

（例）満室時の場合に宿泊業者間での町内宿泊施設を斡旋 

・観光関連事業者・行政・観光協会との定例会の開催による情報共有化 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

観光ツアーの企画・立案 未実施 2件 2件 2件 2件 2件 

情報共有定例会議の開催 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

(2)仁淀川町産「土佐茶」のブランド化及び販路開拓支援 

（現 状） 

仁淀川町産土佐茶は、県内一の生産量を誇り、良質な茶葉との高評価を受け、古くか

ら県内外への出荷を行ってきた。しかし、価格低迷や事業者の高齢化により生産量も減

少するなど、衰退状況にある。 

こうした中、一部の茶農家において、スイーツや紅茶等の製品を手掛けるとともに、

「カフェ」を営業するなど、高付加価値商品の提供による“仁淀川茶ブランド”の確立

に向けた活発な動きも出ている。 

 

（事業内容） 

茶製品は全国的にも競合が多く、「新商品の完成 ＝ 売れる」ものではないとの理解

のもと、新商品及び既存商品のテストマーケティング調査実施による商品のブラッシュ

アップ、販路拡大のための展示会・物産展への参加支援、商品のバックグラウンド（背

景）一体での“商品の見える化”による販売方法等を支援し、地場産業である土佐茶の

ブランド化及び地域経済の活性化に繋げる。 

 

【取組み】 

・テストマーケティング調査支援 
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・新商品開発等及び販路拡大のための専門家派遣による支援 

・各種展示会・物産展等への参加支援 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

テストマーケティング 

支援事業者数 
未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

専門家派遣回数 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

展示会・物産展 
参加事業者 

未実施 2社 2社 2件 2件 2件 

 
うち、 
取引成約事業者数 

－ 1社 1社 1社 1社 1社 

※テストマーケティングは「５．需要動向調査に関すること(3)」、商談会・物産展の参加事業者及び

取引成約事業者数は「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること(2)」と重複 

 

(3)空き店舗を活用した移住者等への新規創業及び事業承継支援 

（現 状） 

地域内には 3ヶ所に商店街が形成されているが、いずれの地域においても高齢化・後

継者不足等による廃業によって空き店舗が増加している。居宅兼店舗となっている建物

が多いことから、賃貸している物件は少なく、廃業後はシャッターを下ろし、利用され

ていない状態の店舗がほとんどである。また、製造業の小規模事業者も後継者不足が深

刻な課題となっており、製品や技術等が失われる可能性も出ている。 

現在当町には、県外から年間約 10 世帯のＩターンの移住者がおり、年齢の若い方の

中には町内で創業している方もいる。また、「地域おこし協力隊」については、平成 22

年以降 9 名（うち 4 名は継続中）の受け入れを行っており、3 年の契約期間満了後の創

業を目指して活動するものの、期間満了後に当町に引き続き居住している者は、5 名の

うち 1名（起業者）のみであり、創業や就職に至らず契約期間満了とともに町外へ転出

となっている。 

（事業内容） 

移住者等の創業ニーズ掘り起こしを行うとともに、町内の空き店舗情報、既存事業者

の後継者調査・事業承継への意思確認等の情報を整備し、創業希望者への空き店舗情報

の提供や事業承継対象事業者とのマッチング支援を行う。 

また、創業時の創業資金、補助金申請、専門家による個別相談等による支援を行い、

町内商業機能の維持及び地域経済の活性化を図る。 

 

【取組み】 

・空き店舗の状況調査及び賃貸物件等、再利用可能店舗の情報整備 

・町内への移住者及び地域おこし協力隊等の創業ニーズ調査 
※「３.事業計画の策定支援に関すること、○事業計画策定ニーズの掘り起しの(4)、(5)」

と重複 

・既存事業者の後継者調査及び事業承継調査 
※「１.地域の経済動向調査に関すること(1)」と重複 
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・創業希望者（事業承継含む）への個別相談会による支援 
※「３.事業計画の策定支援に関すること、○事業計画策定への支援(2)」と重複 

・創業希望者（事業承継含む）への事業計画策定支援 
※「３.事業計画の策定支援に関すること、○事業計画策定への支援(3)、(4)」と重複 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

空き店舗情報調査 未実施 随時 随時 随時 随時 随時 

専門家による個別相談会 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

 参加創業予定者 － 2社 2社 2社 2社 2社 

事業計画策定事業者数 － 1社 1社 1社 1社 1社 

※専門家による個別相談会は「３.事業計画の策定支援に関すること(2)」と重複するため、個別相談

会回数は創業者以外を含む数値を記入、事業計画策定事業者数は、「３.事業計画の策定支援に関す

ること」で示す目標数値のとおり 

 

(4)「安心した暮らしを守る」ための高齢者などへの買い物弱者対策支援 

（買い物宅配サービス事業の継続実施） 

（現 状） 

当町の高齢化率は 53.5%（平成 29 年 8 月 1 日現在）であり、全国平均の 26.7％を大

きく上回る水準で進行しており、高知県下においても第 2位の高い水準である。山間地

域においては独居老人世帯や高齢者 2人世帯も多く、近隣に食料品等の小売店舗が無い

集落も多い。また、自家用車など交通手段を持たない世帯も増加しており、生活基盤を

脅かす深刻な問題となっている。 

こうした中、平成 26 年 9 月に町内の食料品など小売業等 27 店舗（平成 29 年 4 月 1

日現在 24 店舗）が加盟し、町行政・ヤマト運輸㈱と連携し、利用者の見守りを兼ねた

「買い物宅配サービス」事業を開始している。事業開始後 2年を経過し、高齢者などか

らの問い合わせも増えてきているものの、利用実績は月間 5～7 件と少なく、住民に対

し事業内容の周知不足と言える。本サービスの利用料金（宅配手数料＋代引き手数料）

は 1件につき 648円であり、利用者及び加盟店の負担合計は 450円（購入金額で負担割

合が変更）、当商工会が加盟店に対し、1件につき 198円を助成している。 

 

（事業内容） 

今後ますます高齢化が進行することで、自動車等の移動手段を持たない高齢者が増加

し、買い物弱者が増加することが予想される。 

平成 26 年度から実施している「買い物宅配サービス事業」の利便性向上・拡充を図

るために、仁淀川町企画課・保健福祉課、仁淀川町社会福祉協議会との情報共有会議を

開催（年 2回）するほか、地域別に行うミニ集会での広報（年間 10ヶ所）、利用者・非

利用者及び加盟店へのアンケート調査（年 1 回）、加盟店の増強、加盟店舗のチラシ等

の作成支援を実施し、高齢者等買い物弱者に対する救済支援ならびに見守りサービス実
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施により、地域に暮らす人々に“安心できる暮らし”を提供することを通して、地域の

経済活性化を図る。 

 

【取組み】 

・行政及び仁淀川町社会福祉協議会との情報共有会議の開催 

・社会福祉協議会が町内 31ヶ所で実施する「いきいきディ（ミニ集会）」でのＰＲ広報 

・利便性向上のための利用者・非利用者及び加盟店へのアンケート調査の実施 

・事業への参加加盟店の増強 

・加盟店事業者のチラシ・パンフレット等の作成支援 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

情報共有会議の開催 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

ミニ集会での広報 未実施 10ヶ所 10ヶ所 10ヶ所 10ヶ所 10ヶ所 

利用者・加盟店への 
アンケート調査回数 

未実施 各 1回 各 1回 各 1回 各 1回 各 1回 

 
利用者等アンケート 

標本数 
－ 30件 30件 40件 50件 50件 

 
加盟店アンケート 

標本数 
－ 15件 15件 20件 20件 20件 

買い物宅配サービス 
加盟店 

24店舗 25店舗 27店舗 30店舗 30店舗 30店舗 

チラシ等作成支援事業者 未実施 2件 2件 3件 3件 3件 

※買い物宅配サービス加盟店は合計店舗数 

 

（利用者・非利用者へのアンケート調査） 

調 査 目 的 
普及を図るため、サービス内容の改善や提供可能な新サービスの検討を

行い、利便性の高い「買い物宅配サービス」とするために活用する。 

調 査 対 象 町内居住の高齢者等 

調 査 時 期 毎年 6月（年 1回） 

調 査 項 目 

年齢、家族構成、本サービスの存知の有無、1 回の購入平均額、利用頻
度、サービスを利用して購入する品目、店舗名、宅配サービスで取り扱
ってほしい商品、宅配手数料金額について、利用して良かった点、利用
しない理由、その他記述方式での意見ほか 

調 査 方 法 

利用者は、加盟店保管の「送り状」から抽出、非利用者については、社
会福祉協議会の協力のもと、訪問介護等にて配布、後納郵便により回答
の回収を行う。3分～5分で回答可能な選択方式及び記述形式で実施 
（目標標本数：郵送及び配布 150件 ⇒ 回収 30～50件） 
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活 用 方 法 

収集した情報を利用者・非利用者別に分類し、ニーズのある商品や平均

購入金額、サービスのメリット・デメリット等を把握し、加盟店の品揃

え、負担金や助成金、制度普及方法の検討資料とする 

 

（加盟店へのアンケート調査） 

調 査 目 的 
普及を図るため、サービス内容の改善や提供可能な新サービスの検討を

行い、利便性の高い「買い物宅配サービス」とするために活用する。 

調 査 対 象 買い物宅配サービス加盟店 

調 査 時 期 毎年 6月（年 1回） 

調 査 項 目 

顧客層、サービスでの販売実績商品、1 回の購入平均額、宅配サービス
で取り扱いたい商品、加盟店負担金について、専用チラシの作成希望、
加盟店としてメリット・デメリット、改善したら良い思う内容、利用者
からの届いた意見、その他記述方式での意見ほか 

調 査 方 法 
巡回時に調査項目アンケート用紙を配布、後日回収 
（標本数：15～20件） 

活 用 方 法 

利用顧客層、加盟店としてのメリット・デメリット、利用者からの生の

声、付加可能なサービス等を把握することで、加盟店増強、サービス内

容の改善を図る。 

 

 

Ⅲ. 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

○行政及び各関係機関との連携 

（現状と課題） 

現在、商三会(行政担当課長及び商工会正副会長・職員)を実施し、年 1回の協議を実

施すことで連携を図っている。しかし、商三会以外の定期的な情報共有・協議の場が設

置されておらず、十分な連携体制が取れていない。また、行政以外の関係機関担当者（仁

淀川町観光協会等）と定期的に協議を行う仕組みが明確に設けられていない。行政及び

各関係機関との事業に係る協働実施体制の構築が課題である。 

 

（事業内容） 

(1)行政との連携 

企画課及び産業建設課と四半期毎（年 4回）に情報交換会を開催し、町行政の方向性

や「仁淀川町まちづくり実行計画」の進捗状況、小規模事業者の現状について意見交換

を行い、情報の共有を図るとともに、町行政に対し必要となる施策の提言を行う。 

 本事業を遂行する上で必要となる「１.地域の経済状況等の調査に関すること」にあ

る統計資料の提出依頼、町内全世帯への消費動向アンケート用紙の配布（区長便）協力

依頼、「３.事業計画の策定支援に関すること」にある町広報誌でのニーズ掘り起こしの

ための広報依頼など、円滑な遂行に向けての確認ならびに共有を図る。 

 また、行政担当課長（総務・企画・産業建設課長）、商工会正副会長、商工会職員で

現在も行っている商三会は、意見交換ならびに次年度の予算要望を行う機会でもあり、
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引き続き年 1回（12月）開催する。 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

企画課・産業建設課 

との情報交換会 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

商三会 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

 

（期待される効果） 

行政との連携体制を強化することにより、お互いの組織が所有するノウハウの共有化

が図れるとともに、実情に合わせた施策の提言や支援時の補助金活用の円滑化が図れ、

小規模事業者の持続的発展に繋げることができる。 

 

(2)各関連機関との連携 

 仁淀川町観光協会と情報交換会（年 4 回 四半期毎）を開催し、互いの組織の所有す

るノウハウを共有し、地域内への交流人口（観光客）拡大に向けた事業の協力体制を構

築することで、地域の経済活性化へ繋げる。 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

情報交換会 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

※「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組(1)」の情報共有定例会議とは異なる 

 

（期待される効果） 

 地域経済の活性化という同じ構想（ビジョン）を持つ組織であり、各々の所有するノ

ウハウを共有するとともに、お互いの強みを活かした事業戦略に取り組むことで、効率

化が図れ、地域への波及効果までの時間短縮を図ることができる。 

 

○地域金融機関との連携 

（現状と課題） 

当町には、高知銀行池川支店、コスモス農業協同組合 3支所、高知信用金庫（ＡＴＭ

設置のみ）、隣町には四国銀行及び高知銀行の各支店がある。現状は、会員事業所への

融資時に行われる事務的な協力など、個別的な対応での繋がりが主となっており、地域

内外の資金需要状況や各種制度融資、補助金等の金融情報全般の情報共有を行う機会が

少ない。 

 

（事業内容） 

小規模事業者の策定する事業計画の着実な遂行には円滑な資金導入が必要不可欠で

ある。そのために、地域金融機関（高知銀行池川支店、四国銀行越知支店、コスモス農
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業協同組合）との情報交換会を年 2回（5月・11月）実施し、お互いの組織の現状や方

向性、地域内小規模事業者の現状のほか、各々の支援ノウハウを共有することで、小規

模事業者への支援体制を構築する。 

小規模事業者に対する資金導入等の個別支援案件については、取引金融機関毎に支援

内容及び対応を協議し、事業所へ担当者と同行訪問を行うなど、協力した支援体制を築

くことで、小規模事業者の持続的発展を図る。 

また、日本政策金融公庫高知支店、高知県信用保証協会等の公的金融機関との情報交

換会も年 2回（6月・11月）開催し、国、県の施策に係る情報提供、組織の支援ノウハ

ウ等について共有化し、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

地域金融機関 

との情報交換会 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

公的金融機関等 

との情報交換会 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

 

（期待される効果） 

地域金融機関、日本政策金融公庫、高知県信用保証協会との情報交換会を定期的に開

催し、連携体制を構築することで、支援内容の幅が広がるとともに資金需要の円滑化及

び効率化が図ることができる。 

 

 

２.経営指導員等の資質向上に関すること 

【現状と課題】 

現状ベテラン職員から、若手職員への支援ノウハウや知識の承継はＯＪＴを主体とし

て行われている。ＯＪＴ以外の承継方法として、研修や勉強会が考えられるが、高知県

商工会連合会が実施する研修への参加が主となっており、職場内での研修等を定期的に

実施するに至っていない。 

 

（事業内容） 

(1)研修会等による自己研鑽 

高知県商工会連合会が実施するスーパーバイザーによる研修会や職種別研修会へ年

間 2回以上参加し、支援ノウハウに関する基礎知識を習得することで、小規模事業者の

支援へ繋げる。 

 

(2)職場内勉強会の開催 

コミュニケーションスキルの向上及び事業計画策定に必要となる知識や支援ノウハ

ウ等の習得・情報の共有を図るため、職場内で全職員が参加する勉強会を年 2回以上（6

月・11月予定）実施し、支援能力の向上及び平準化を目指す。 

また、職場内勉強会で使用した資料は、常時閲覧可能な状態で保管する。 
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(3)専門家を活用したＯＪＴの実施 

支援機関の専門家派遣事業等により小規模事業者へ専門家を派遣した際に、経営指導

員のみならず、経営支援員等が専門家による指導・支援現場に同席し、専門家の有する

専門知識や支援ノウハウを吸収する。 

現在当商工会において、「よろず支援拠点サテライトオフィス窓口相談事業（毎週水

曜日を予定）」を開催していることから、支援ノウハウの習得に積極的に活用する。  

 

(4)個々のスキルの向上 

個々のスキル向上のため、経営指導員等が小規模事業者の支援業務に関連して必要と

される各種公的資格の取得及び知識の習得に向け、継続的な自己研鑽を図る。 

 

(5)自己評価シートの活用  

毎年度作成する自己評価シートを活用し、個々の職員が目標を設定し達成に向け日々

意識した業務活動を行う。目標に対する自己評価を行うとともに、年間 2 回 事務局長

と目標に対する「進捗状況ヒアリング（10月）」及び「達成度測定ヒアリング（3月）」

を実施することで、継続した資質向上を図る。 

 

（目 標） 

項   目 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

研修会への参加回数 

（各職員） 
定め無し 2回以上 2回以上 2回以上 2回以上 2回以上 

職場内勉強会の 

開催回数 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

自己評価ヒアリング 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

 

 

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  

事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価検証を行う。 

（事業内容） 

(1)部会設置による進捗管理 

事業推進部会（構成員 5名：役員 2名、事務局長、経営指導員 2名）を設置し、四半

期毎（年 4回）に進捗管理を行う。事業に遅滞等が発生した場合には、原因の究明及び

改善策を講じ、職員間ミーティングにおいて共有、着実な事業実施に繋げる。 

 

(2)外部有識者による事業評価体制 

税理士や中小企業診断士等の外部有識者及び行政職員で構成した事業評価委員会を

設置し、毎年度 1回 事業評価を行い、見直し・改善点等指示を受ける。（外部有識者は

商工会の行う事業に直接関わっていない人物を採用する）  

 

(3)事業評価後の改善計画策定及び方針の決定 

事業評価委員会から受けた指示内容を踏まえ、事業推進部会にて改善策を協議し、改
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善計画を策定する。改善計画策定後、商工会正副会長において、改善計画について検証

し、遂行及び改善の方針を決定する。 

(4)商工会理事会への提案及び承認ならびに報告 

正副会長会で決定された改善計画について、理事会に提案し承認を受ける。 

承認された改善計画に基づいた次年度事業計画を策定するとともに、通常総会において

報告を行う。 

 

(5)事業成果・評価等の公表 

経営発達支援計画についての事業報告（成果、評価等）及び次年度事業計画について

は、計画期間中、当商工会ホームページ（毎年 6月更新）にて公表する。 

 

 

 

 

 

【経営発達支援計画】ＰＤＣＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推進部会による進捗管理 
Check（評価） 
事業評価委員会 

 
 

 

 
Plan（計画策定） 
仁淀川町商工会 

Do（実行） 
事務局 

 
 

小規模事業者 
 

Action（改善） 
推進部会（改善計画策定） 

⇓ 
正副会長会（決定） 

専門有識者から評価・見直しの提示を受ける 

 

理事会承認 
総会報告 

事業評価・見直し 
 

要望・支援 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 29年 4月 1日現在） 

⑴ 事業実施体制 
仁淀川町商工会 

 
 

⑵ 事業を実施する人員 ７名 職員全員で支援対応する。 

              (事務局長、経営指導員、経営支援員、記帳指導員) 

 

⑶ 商工会組織図 

 
 

⑷ 連絡先 

  支援機関名   仁淀川町商工会 

  住所(吾川本所) 〒781-1501 高知県吾川郡仁淀川町大崎 460番地 1 

  電話番号    ０８８９－３５－０２０２ 

  ファックス   ０８８９－３５－０１６５ 

  Ｅ－ｍａｉｌ： niyodogawa@kochi-shokokai.jp 

ホームページ  http://www.kochi-shokokai.jp/niyodogawa/ 

mailto:niyodogawa@kochi-shokokai.jp
http://www.kochi-shokokai.jp/niyodogawa/
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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）  

項  目 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

必要な資金の額 1,850 1,980 2,080 2,180 2,180 

 

調査費 600 600 600 600 600 

支援事業費 600 700 800 800 800 

地域活性化事業費 450 480 480 580 580 

会議費 200 200 200 200 200 

(備考) 必要な資金の額については、見込み額を記載すること 

 

 

調達方法 

会費、国・県及び町補助金のほか本事業の実施にあたり、活用可能な委託事業費等 

(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 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

(1)経営分析、各種動向調査 

・情報交換 

・専門家による経営分析及び助言 

(2)事業計画の策定及び策定後の実施支援 

・情報交換 

・事業計画策定支援及び事業遂行上の課題解決など事業者への助言・支援 

(3)新規創業・第二創業・事業承継支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・行政による新規創業者、事業承継者への補助 

(4)需要の開拓支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・支援機関等との連携によるビジネスマッチング 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

(1)地域観光資源の掘り起こし、観光型商品の提案 

・情報交換 

・行政による観光資源開発に係る補助 

(2)仁淀川町産「土佐茶」のブランド化及び販路開拓支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・支援機関等との連携によるビジネスマッチング 

(3)空き店舗を活用による新規創業及び事業承継支援 

・専門家による助言 

(4)高齢者などへの買い物弱者対策支援 

・情報交換 

・行政による補助 

・地域住民の見守り支援の協力 

 

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)支援能力の向上 

・情報交換による支援ノウハウの習得 

・専門家活用による職員の経営計画策定能力及びコミュニケーション能力の向上 
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連携者及びその役割 

名称(代表者) 住    所 連携する内容 

中小企業基盤整備機構 

理事長 高田 坦史 
東京都港区虎ノ門 3-5-2 

専門家による経営分析

と助言、指導 

事業計画の策定支援 

新規創業者支援 

販路開拓支援 

中小企業整備機構 四国 

本部長 高山 千佳歳 

香川県高松市サンポート 2-1 

(高松シンボルタワー棟 7階) 

高知県産業振興センター 

理事長 松岡 哲也 

高知県高知市布師田 3992-2 

(中小企業会館 5階) 

高知県よろず支援拠点 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 廣川 章 
高知県高知市布師田 3992-2 

高知県事業承継 
人材確保センター 
センター長 杉本 雅俊 

高知市本町２丁目 2-29 

畑山ビル 5階 

事業承継支援 

人材確保 

日本政策金融公庫 
高知支店  
支店長 小原 励一 

高知県高知市堺町 2-26 

(高知中央ビジネススクエア 1階) 
事業資金の調達支援 

新規創業者支援 

支援力向上情報交換 

四国銀行越知支店 

支店長 野村 洋二 
高知県高岡郡越知町越知甲 1720 

高知銀行池川支店 

支店長 佐々木 昭臣 
高知県吾川郡仁淀川土居甲 1020 

コスモス農業協同組合 

吾川支所長 堀田 盛幸 
高知県吾川郡仁淀川町大崎 122 

土佐茶ブランド定着へ

の支援、情報交換 

仁淀川町 

町長 大石 弘秋 
高知県吾川郡仁淀川町大崎 124 

小規模事業者支援 

仁淀ブルー等の観光商

品支援と観光振興連携 

動向調査 

仁淀川町観光協会 

会長 大原 哲夫 
高知県吾川郡仁淀川町大崎 158 

地域観光振興事業推進 

観光の企画・情報発信 

仁淀川町社会福祉協議会 

会長 片岡 清爾 
高知県吾川郡仁淀川町大崎 264-8 

買い物宅配ｻｰﾋﾞｽ事業

の連携、見守りｻｰﾋﾞｽ 

高知県商工会連合会 

会長 浜田 敦夫 

高知県高知市布師田 3992-2 

(中小企業会館 3階) 

国等の施策情報収集 

職員研修・販路開拓 

税理士 

濱田 健宏 
高知県高知市日の出町 6-23 

経営分析及び助言と指

導、新規創業者支援と

第三者への事業承継支

援、税務セミナー 

税理士 

門脇 正和 
高知県いの町天王南 5-8-8 

ヤマト運輸㈱土佐支店 

支店長 田部 利和 
高知県土佐市蓮池字水押 2188-1 

買い物宅配ｻｰﾋﾞｽ事業

の連携 

高吾北消防署仁淀川分署 

分署長 大野 義雄 
高知県吾川郡仁淀川町大崎 490-6 

買い物宅配ｻｰﾋﾞｽ事業 

見守り協力支援 
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連携体制図等 

 

経営発達支援計画 

 

仁淀川町 
商工会 

  
（行政） 
仁淀川町 

（観光） 
仁淀川町観光協会 

（外部連携機関） 
・中小企業基盤整備機構 
・高知県よろず支援拠点 
・高知県産業振興センター 
・事業承継・人材確保センター 
・ミラサポ（中小企業庁） 
・税理士、中小企業診断士ほか 

（金融機関） 
・高知銀行 池川支店 
・四国銀行 越知支店 
・日本政策金融公庫 高知支店 
・コスモス農業協同組合 
・高知県信用保証協会 

 
小規模事業者 

（福祉・買い物弱者支援） 
仁淀川町社会福祉協議会 

（関係連携先） 
高知県商工会連合会 

（土佐茶のブランド化） 
コスモス農業協同組合 

（買い物弱者支援） 
ヤマト運輸㈱ 

（福祉・緊急対応） 
高吾北消防署 

地域経済の活性化事業 
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