
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

 梼原町商工会（法人番号 8490005003784） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

人口減、高齢化という地域の疲弊要因を克服するため、町外からの交流人口、

観光客の増加に取り組んで行く。 

（１）町内観光施設の入込客数の調査を実施、利用者のニーズを把握して観光

客の誘致方策を検討するとともに、新たな飲食店等のメニュー開発の支援を行

い、交流人口の増加につなげ町内小規模事業者の経営の維持・発展を目指す。 

（２）上記と連携して町内の事業者・生産者からの食材供給の維持強化を図る。 

（３）移住定住者を含め、新たなサービスや飲食業等での創業希望者の発掘を

行い、創業塾の開催とともに事業計画策定等創業に向けた支援を行う。 

事業内容 

１.地域の経済動向調査に関すること 

地域内の事業者へ訪問や郵送等により、各事業者の景況や収益の状況および

地域の経財動向に関する情報を収集、それぞれ小規模事業者の現状と課題の抽

出を行い小規模事業者の経営改善、経営革新等へ進められるように支援助言を

行う。 

２.経営状況の分析に関すること 

経営指導員の巡回訪問、窓口相談や各種研修会の開催等を通じて経営分析を

行う。財務分析の他、外部環境及び自社の強み・弱みまで分析し、現状を明確

にして課題を抽出することで事業計画に役立てる。専門的な課題等については、

県、地元金融機関、高知県商工会連合会等と連携して実施する。 

３.事業計画策定支援に関すること 

１.２および地域の経済動向調査や経営状況の分析等の結果を踏まえ中長期

の事業計画策定を支援する。高知県商工会連合会、日本政策金融公庫や地元金

融機関とも連携し、伴走型の指導、助言を行い小規模事業者の事業の持続的発

展を図る。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること。 

定期的に巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行う他、設備投資や融資実行後

の取組状況や成果等について検証しながら、今後の経営維持に向けて伴走型の

支援を行う。必要に応じて専門家の派遣や支援機関と連携を図る。 

５.需要動向調査に関すること 

売れ筋商品やそれぞれの業種のトレンドを把握し、市場のニーズを踏まえて

事業計画を策定し、収益の向上を図ることを目標として、需要動向調査を行う。 

６.新たな需要の開拓寄与する事業に関すること 

経済動向調査、需要動向調査、巡回訪問での聴き取りの分析結果も反映させ

ながら、新商品となるモノを発見発掘して販路の開拓を図る。 

７.地域経済の活性化に資する取組み 

行政や各種団体、支援機関および会員はもとより、協力連携して活性化に取

り組む。 

連絡先 

住所：〒785-0610 高知県高岡郡梼原町梼原 1444-1 

電話：0889-65-0489 FAX：0889-65-0603 

e-ｍail：yusuhara@kochi-shokokai.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://yusuhara-s.com/ 
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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. 梼原町の現状と課題 

 

（1）梼原町の現状 

梼原町は、高知県の北西部に位置し、愛媛県との県境の町である。標高は２００ｍか

ら１，４００ｍの高低差があり四万十川や、日本３大カルストの一つである、四国カル

ストを望み南国らしからぬ豪雪地帯である。面積の９０％が森林であるが、四国で２ヵ

所の森林セラピー基地・ロードの一つになっている。また、環境に配慮した取組みとし

て、平成２１年１月には「環境モデル都市」の認定を受けている。ホテル・温泉等の施

設が整備され、観光資源として龍馬脱藩の道等があり、加えて風力発電等自然エネルギ

ーの先進地域として環境視察の受入等一定の交流人口が見込める点は強みといえる。 

しかしながら現在、人口減少が年々進み、平成２８年４月の管内人口は３，６５０人

と平成２４年度に比し４％の減少、高齢化率も４３．０７％に達している。来町者数に

ついても、町内ホテルの宿泊者が平成２３年度の年間８，２５９名から平成２７年度は

６，９８１名となっていることから減少傾向にあると考えられる。 

人口減少に伴う地域の購買力の低下によって、ガソリンスタンドの廃業が相次いだた

め２つの地区に、ガソリンスタンド、地域産品日用品の販売を行う、「地域集落活動セ

ンター（法人設立）」が設置された。 

 

管内の小規模事業者数（当商工会資料）は、「地域集落活動センター（法人設立）」、

飲食店の開業などで平成２８年４月現在１８７とここ数年横ばいから微増傾向ではあ

るが、事業者の高齢化が進んでおり事業継続に不安を抱えているのが現状である。 
（管内小規模事業者数、人口の推移） 

項    目 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 

小規模事業者数 １７５ １８１ １８２ １８７ １８７ 

人   口 ３，８０３ ３，７５０ ３，６９０ ３，６５７ ３，６５０ 

 

※ 小規模事業数 １８７の内訳 

農林業 ７ 製造業 １９ 飲食宿泊業 ３４ 

鉱業 ２ 運輸業 １１ 医療福祉 １ 

建設業 ２９ 卸小売業 ５５ サービス業 ２９ 

 

（2）梼原町の課題 

梼原町は中山間地域であることと、夏冬の寒暖の差が激しく冬は積雪もあることか

ら、農産物の収穫、出荷量は年々減少傾向にある。また、町内総生産に占める第一次産

業と第二次産業の割合は３割に満たず（平成２４年度経済活動別市町村内総生産によ

る）、サービス業を中心とする第三次産業の活性化が課題である。 
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また、人口の減少・少子化の進展に伴い、事業主の高齢化が進み、地域の将来ビジョ

ン、各事業所の将来展望が描きにくくなっており、地域での働き手の確保も困難となっ

てきている。さらに町内の購買力の低下により、事業・産業基盤の脆弱化が危惧される

ことから減少傾向にある来町者の増加を図り関連の事業を活性化させることが課題と

なっている。また、地域の目玉となる特産品の開発も大きな課題である。 

 

（3）小規模事業者の課題 

来町者の増加を図り、事業の持続的発展を図る取組みが必要となる中、小規模事業者

において次のことが課題となっている。 

① 小規模事業者の高齢化が進み、新たな需要への対応が難しくなっている。 

② 後継者不在の事業所も多く、今後廃業につながる可能性が高くなっている。 

③ 個々の事業者単独でなく町全体の方向性を見据えた中長期経営計画策定の必要が

ある。 

④ 飲食店における、地元食材を活用した新メニューの開発。 

⑤ 町全体の目玉となる特産品の開発。 

 

2.梼原町商工会および梼原町の現在の主な取組み 

 

上記のような状況の中で、当商工会は行政と一体となって町の活性化、観光の振興を

図るため、梼原町健康増進施設群（ホテル２ヵ所、温泉・プール・レストラン・道の駅

ゆすはら、まちの駅ゆすはら）の指定管理を商工会役員・会員で組織する「梼原町商工

振興協同組合」で受入、運営管理を行っている。さらに、学校給食および福祉施設の給

食事業を受託し、町内の業者・生産者より仕入れた食材を中心にした食事の提供を行っ

ており、食材等の発注業務の町外への流出抑制、雇用の町内確保について一翼を担って

いるところである。 

また行政では人口の減少に歯止めをかけるべく、本格的に町内へ移住定住促進の活動

を行っており、平成２６年度から、移住定住コーディネーターを選任し、高知市など県

内はもとより、全国に向けてＰＲを行っている。この制度では、町内の空き家の改修を

４５０万円の範囲内で梼原町が行い、向こう１０年間所有者から借上げ、家賃は梼原町

が受け取る仕組みであるが、改修の工事請負は町内業者が受注、建築業だけでなく、電

気工事、内装関連等波及効果は大きい。 

 

3.事業目標 

 

中・長期的な地域小規模事業者の振興のあり方として、梼原町では平成２３年度に策

定された第６次梼原町総合振興計画（平成２３年度～３２年度）の基本計画（３）「暮

らしの安定と産業の振興・発展した社会」…経営者がこれからの時代を生き抜くことが

できる力を備え事業を営み、そこに働く人々は活力とエネルギーに満ち溢れている地域

社会…の構築を目標としている。 

本会では、この総合計画に基づき「雲の上のまち」として評価の高い環境条件を活か

した交流人口の拡大による産業の育成、働く場の創出に効果のある二次、三次産業の起

業や誘致の可能性を高める条件整備に取り組む。 



３ 

 

具体的には下記のとおり、来町者（交流人口）の増加に向けた施策、地産地消の推進

等に取り組み、地域経済の基盤を維持・発展させ、商工業者が将来に向かって、事業活

動を意欲的に継続し、事業承継や新規創業、第２次創業への発展につながることを目的

に、梼原町、高知県、高知県商工会連合会等、それぞれの支援機関と連携し取り組んで

行く。 

 

（1） 町内観光施設の入込客数の調査を実施、梼原町健康増進施設群（ホテル２ヵ所、

温泉・プール・レストラン・道の駅ゆすはら、まちの駅ゆすはら）を中心に、利

用者のニーズを把握して観光客の誘致方策を検討するとともに、地元食材を活用

した飲食店等のメニュー開発の支援を行い、来町者のおもてなしの充実を図り、

交流人口の増加につなげることにより、飲食店を中心とした町内小規模事業者の

経営の維持・発展を目指す。 

また、平成２８年に実施された高幡広域５市町による「奥四万十博」の活動を

受けて、さらに平成２９年３月から開催されている「志国高知 幕末維新博」につ

いても成功に向け行政と連携して取り組み、単年度に終わらず梼原町への継続的

な集客の仕組みづくりの構築を図る。 

（2） 商工会では前述のとおり上記の梼原町健康増進施設群の指定管理を商工会役

員・会員で組織する「梼原町商工振興協同組合」で受入、運営管理を行っている

が、さらに学校給食および福祉施設の給食事業を受託し、町内の事業者・生産者

から仕入れた食材を中心にした食材の提供を行っており、上記取組みと連携して

この取組みを強化する。 

（3） 移住定住者を含め、新たなサービスや飲食業等での創業希望者の発掘を行い、

創業塾の開催とともに事業計画策定等創業に向けた支援を行う。 

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事【指針③】 

 

 地域経済動向調査は、地域の経済、資源の現状把握や将来の予測が目的である。行政

や民間機関等が実施している地域の経済動向等の調査結果を収集し産業構造の変化、商

圏人口の推移、住民の年齢構成や消費動向、地域資源の動向等を分析、加工して地域内

の小規模事業者の事業計画策定や販路拡大計画等の支援に活用することで、より実効性

の高い提案を行う。 

地域内の事業者へ訪問や郵送等により、各事業者の景況や収益の状況および地域の経

財動向に関する情報を収集、それぞれ小規模事業者の現状と課題の抽出を行い小規模事

業者の経営改善、経営革新等へ進められるように支援助言を行う。情報提供については

商工会便り、ホームページへの掲載、経営指導員の巡回時・窓口相談対応時などを通じ

て実施する。 
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（事業内容） 

① 行政や民間機関等が行う各種調査データ、経済センサス、消費者動向調査、人口動

態調査、労働力調査、旅行観光調査、交通量調査等、各種データを収集する。収集

した各種データを分析、図表等を活用して理解しやすく見やすい内容に加工、販路

拡大や経営計画策定相談の支援のために情報提供を行う。（年１回） 

 

② 管内の小規模事業者に、巡回訪問を中心とした聴き取り調査を行う。内容は、①売

上の増減 ②利益の増減 ③後継者について ④人件費および労働時間に関する

こと等とし業種別、地区別に集計を行い分析する。（年１回、巡回調査先は年３０

先を目標とする。）分析結果は、事業計画策定や販路拡大計画に活用する。 

 

③ 町内観光施設の入込客数の調査については、「梼原町商工振興協同組合」が運営し

ているホテル２ヵ所（雲の上のホテル、マルシェユスハラ）、雲の上のレストラン

を中心に、旅行（来町）目的、利用者数、利用施設、居住地、経由地、地元食材を

使用したメニューの注文数等の調査を実施して、来町者のニーズの把握に活用する

ため情報提供する。（年１回、一施設当たりの標本数は１００以上を目標とする。） 

 

④ まちの駅「ゆすはら」の地場産品等売り場部門の、レジ通過数、部門別（野菜、加

工品、菓子等）商品別売上高等について四半期毎に販売分析行い、全体の集計結果

を個々の商品納入事業者に「売れる商品」作りの活用のために情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた小規模事業者の持続的発展

に向け、経営指導員の巡回訪問、窓口相談や各種研修会の開催等を通じ日常的な巡回訪

問を通じて、経営分析の必要性を理解してもらい、経営課題に問題意識を持ってもらえ

るよう経営状況の把握・分析を行っていく。分析によって抽出した情報は事業計画策定

の資料として活用する。 

 専門的な課題等については、高知県、地元金融機関、高知県商工会連合会、中小企業

基盤整備機構等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して、丁寧に支援サ

ポートし経営革新に繋げていく。 

（目 標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

景況調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

小規模事業所調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

巡回訪問調査先 未実施 ３０先 ３０先 ３０先 ３０先 ３０先 

観光施設入込客数調査 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

まちの駅「ゆすはら」調査 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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（事業内容） 

① 巡回訪問 

事業主や企業の抱えている問題点や目標とする経営の方向性について丁寧に聴き

取りを行い、それぞれ事業者の経営状況を把握し経営分析を行う。窓口相談につい

ては、巡回訪問に繋げ、相談内容等の傾聴を重ねて経営分析を行い事業計画策定事

業者の掘り起しを行う。これから起業しようとする創業者に対しては、必要に応じ

て専門家派遣や地元金融機関等と連携しながら丁寧な支援を行う。 

 

② 個社の商品サービス等の売上状況等の分析 

巡回訪問の業者に対して毎年３０業者程度を抽出し、販売する商品や、提供する

サービスについて、主力となる商品の売上高、粗利益率、客単価、利益貢献度を商

品別、顧客別に聞き取り、主力商品の売上や客単価等の変化について調査する。 

また、企業、店舗としての強みや特徴、競合や弱みについて調査をするとともに、

行政や民間機関等が行う各種調査データの比較によって、経済、社会、技術の進歩、

産業構造などの外部要因の変化を考察し、個社にとって実効性、且つ効果的な商品

戦略等を提案し、業務拡大や販路拡大等の支援に活用する。  

 

③ 事業計画策定の勧奨 

①～②の活動を通じて、経営課題の解決に取り組む地域小規模事業者に対して、

事業計画策定を勧奨して継続支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（①の巡回訪問で調査する主な項目） 

企業概要 

① 沿革 

② 企業規模・店舗工場の面積など 

③ 商品サービスの特徴（売れ筋） 

④ 売上高の比較（３年程度） 

顧客の需要・市場の動向 

① 主力商品の売上高変化・利益率・売上貢献度 

② 販売先と仕入業者 

③ 業界の傾向と課題 

④ 自社の商圏と占有率、競合 

強み・弱み 

① 自社の主力商品と他社との違い 

② 人材力 

③ 店舗や設備 

④ 外からの情報提供者や来店客について 

財務分析 

① 収益性 

② 生産性 

③ 安全性 

④ 成長性 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 地区内の小規模事業者は、経営者の高齢化、後継者問題等により事業廃止を余儀なく

され事業所数は減少傾向にある。管内の小規模事業者が５年後１０年後の展望を予測し

経営の持続的発展に取り組めるよう、巡回訪問等により事業計画策定の対象事業者の掘

り起しを行い、経営革新等の支援を実施することで、地域小規模事業者の売上創出を図

る。 

 一方、地域への移住定住では、有期農業を希望され地元農業者のもとで研修生になり、

自立したり、地元産直売り場に野菜や加工品を販売したりしている。新たなサービスや

飲食業等で創業等の希望者の発掘を行い創業塾の開催とともに事業計画策定の支援を

行う。 

 これらの支援によって、小規模事業者が経営環境の改善、収益の安定の改革に取り組

むことで、更に安定した経営体質と収益性の改善、向上を図るための事業計画の策定を

支援し、経営の持続的発展を図る。 

 専門的で高度な内容の課題については、必要に応じて高知県商工会連合会や中小企業

基盤整備機構の専門家の支援を活用する。 

 

（事業内容） 

① 巡回訪問を３ヵ月に１回以上行う(地域経済動向、需要動向等の整理、分析結果、支

援事例等を持参する)又、事業計画策定等に関するセミナーの開催、個別相談会（決

算確定申告）、各種補助金の申請相談等により、事業計画策定を目指す小規模事業者

の掘り起しを行う。 

地元ＪＡ、町の移住定住コーディネーターや、各地区の長との連携をはかり、情報

の収集を行い創業希望者等の掘り起しを行う。 

 

② 事業計画策定を目指す小規模事業者や直近の創業者及び創業予定者については、地

域経済動向、需要動向等の分析結果による需要を見据えた事業計画策定の指導、助

言をする。 

 

③ 経営指導員が支援して作成した事業計画書について、必要に応じて個別相談を実施

し、専門的で高度な内容の課題について、高知県商工会連合会や中小企業基盤整備

機構等の専門家の指導助言を受けてブラッシュアップし完成をする 

 

（目標） 

支 援 内 容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

経営状況巡回訪問件数 ０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

個社の売上状況等調査

件数 
０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

経営分析件数 ０件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 事業計画策定後は定期的に巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行う他、設備投資や融

資実行後の取組状況や成果等について検証しながら、今後の経営維持に向けて伴走型の

支援を行う。必要に応じて専門家の派遣や支援機関と連携を図りながら目標達成や課題

解決に向けて支援を行う。 

 創業等の場合も、計数管理や、労働環境等の基本的経営支援や専門家派遣等による専

門的支援によって、安定的な成長が図れるように伴走型の支援を行う。 

 

（事業内容） 

① 事業計画策定後（創業計画含む）は、４半期に１度以上の巡回訪問し、進捗状況の

確認を行うとともに必要な指導、助言を行う。必要に応じて専門家を活用した実施

支援を行う。 

 

② 小規模事業者の事業計画の実施段階において、景気動向、経済情勢等の環境要因の

変化があった場合には、速やかに事業計画の軌道修正を支援する。 

 

③ 個社の事業計画において、経営課題の解決のために経営指導員等は小規模事業者の

フォローアップ支援を行う。また、専門家派遣の活用や他の支援機関との連携をコ

ーディネートし、企業固有の知的資産を活かした経営を支援することでより高度で

専門的な経営課題を解決する。 

 

④ 事業計画策定実施において、事業遂行時に必要な運転資金や設備資金については、

日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金（マル経）」および新設された「小

規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を支援する。 

 

⑤ 販路開拓や設備投資、雇用に関する各種助成金、補助金制度について情報の収集を

行い周知し申請に要する助言、支援を行う。 

 

（目標） 

支 援 内 容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画策定支援事業者数 未実施 ５先 ５先 ５先 ５先 ５先 

事業計画策定支援ｾﾐﾅｰ参加

者数 
未実施 １０人 １０人 １０人 １０人 １０人 

個別相談会参加者数 ５人 ５人 ５人 ５人 ５人 ５人 

創業塾参加者数 未実施 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 

創業計画策定事業者数 適宜 １先 １先 １先 １先 １先 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

これまでの当商工会における需要動向調査は、補助金の申請時に行う対象事業者の

商品・サービスに関する限定的な需要動向調査に留まっており、地域の独自資源に対

する顧客の生の声、潜在ニーズに対する需要の検証や、需要調査を根幹とする経営戦

略の見直し、日々移り変わる需要動向の変化などの調査は行ってこなかった。 

  よって今後は、経営指導員等の巡回訪問、窓口相談等で収集した小規模事業者の取

り扱う商品やサービスを対象に需要動向調査を実施し、収集した情報を定量及び定性

の両面から整理・分析した上で事業計画の策定における経営分析に活用する。 

特に地元資源（食材）を活用した飲食サービス業者、食品加工業者に対しては、よ

り地域資源に特化した独自アンケート調査を行うことで消費者の需要（生の声）を収

集する。当調査で得た情報は、事業計画策定における需要予測および地域資源を活用

した商品開発や販路開拓においての判断材料として事業者にフィードバックし、的確

な助言・指導を行う為の基礎資料として活用する。 

 

（１） 地元食材を使った食品加工業・製造業・小売業・飲食業の需要動向調査 

  当町では、地域資源であるジビエ（猪、鹿肉）に加え、近年ではキジ養殖組合の

キジ肉を使った料理やキジ肉の生産加工品、地元食材を使ったパン・菓子等がある。  

今後、こうした地域資源、地元食材を活用した商品の販路開拓の可能性を探る為

の需要動向調査として、消費者による直接評価や当商品に対する要望・意見を集約

するアンケート調査を町内の観光施設、宿泊施設、町内主要施設で実施する。 

加えて、町内で行われる年間イベント（グルメまつり、夏まつり、脱藩マラソン、 

文化祭等）開催時にもアンケート調査および商品評価ヒアリングを実施する 

   例えば、地域資源・地元食材を使った調査品目としては下記の商品が想定される。 

 

① ジビエ（猪、鹿肉）、キジ養殖組合（梼原町キジ生産組合）のキジ肉を活用した  

料理・生産加工食品 

 （内容）当町地域資源であるジビエ（猪、鹿肉）については、本年度よりジビエの商

品化を促進するための新たな取組として、猪、鹿を衛生的に解体しそのまま冷凍保

存できる「ジビエカー」が導入されたことで、町内小規模事業者によるジビエを活

用した新商品開発に向けた取り組みが進んでいる。又、キジ肉については「召しま

せ雲の上のキジグルメ」と題し、きじ生産組合や町内の飲食関連店舗で独自の商品

（レトルト食品やキジすき焼セット、特製きじスープ等の加工食品）を販売してき

（目標） 

支 援 内 容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画策定事業者数 ０件 ５先 ５先 ５先 ５先 ５先 

フォローアップ巡回回数 ０件 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 

創業計画策定事業者数 適宜 １先 １先 １先 １先 １先 

フォローアップ巡回回数 ― ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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た。これら地域資源を活用した商品を対象に需要動向調査を行う。 

 

支援対象 町内食品加工業、町内飲食業 

調査場所 道の駅ゆすはら、宿泊施設「雲の上ホテル」、各種町内イベント 

調査対象 町外客（来町者・観光層）、イベント来場客 

調査項目 ①味・食感 ②価格・分量 ③訴求方法 ④パッケージ ⑤改善要望 

調査方法 アンケート調査、試食ブース（実演販売）での商品評価ヒアリング 

支援効果 
消費者からの直接評価（味・食感、適正価格・デザイン・訴求効果）の収集と 

検証を通じた「町外客に訴えかける商品」としてのブラッシュアップ 

 

② 地元農産物を活用した加工食品 

  （内容）当町内の事業者は、大半が田畑、山林を所有しており、収穫した農産物を

加工した独自商品を「道の駅」や集落活動センター等の特産品コーナーで販売して

いる。これら農産物加工品を対象に需要動向調査を行うことで、消費者視点から見

た、味、食感、形状や分量、価格について調査する。 

 

  【加工品の例】 

・各種お茶の葉：番茶、よもぎ茶、桑の葉茶 

・農産物加工品：梅干し、ねり梅、ゆずジャム、キウイジャム 

・乾燥野菜：ぜんまい、干し大根、干しニンニク、乾しいたけ 

・その他加工品：韓国風本格キムチ、味噌、焼肉のタレ、ドレッシング 

 

支援対象 町内農産物製造小売業 

調査場所 道の駅ゆすはら、集落活動センター 

調査対象 町外客（来町者・観光層）、町内客 

調査項目 ①味・食感 ②価格・分量 ③訴求方法 ④パッケージ ⑤改善要望 

調査方法 アンケート調査、特産品コーナー（試食品等の提供）での商品評価ヒアリング 

支援効果 
消費者からの直接評価（味・食感、適正価格・訴求効果）の収集と検証を通じて

生産者と消費者の意識のギャップを把握し、商品のブラッシュアップを図る。 
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③  地元食材を活用した手作りパン、スイーツ 

  （内容）当町では、地元食材（ホウレンソウなどの葉物、桑の葉・実）を使用した

パン・スイーツ、独自製法による昔ならではの饅頭を製造販売している事業所が

あるが地元販売に特化している現状がある。こうした地元食材・独自製法による

商品の販路拡大の可能性を探る為、需要動向調査を実施する。 

 

支援対象 町内パン・菓子製造小売業 

調査場所 道の駅ゆすはら、集落活動センター、各種町内イベント 

調査対象 町外客（来町者・観光層）、町内客、イベント来場者 

調査項目 ①味・食感 ②価格・分量 ③訴求方法 ④パッケージ ⑤改善要望 

調査方法 アンケート調査、試食コーナー（試食品の提供）での商品評価ヒアリング 

支援効果 
消費者からの直接評価（味・食感、適正価格・デザイン・訴求効果）の収集と 

検証を通じ、「田舎ならではの独自商品」としてのブラッシュアップ 

 

（目標） 

巡回訪問、窓口訪問で収集した小規模事業者の取り扱う商品・サービスに対する需

要動向および顧客の消費動向、地域資源に特化した調査結果の分析と提供を通じて

地域内小規模事業者の販路開拓につながる根拠性の高い支援を実施する。 

また調査・分析した各データ管理については項目別に整理し、フォルダ内で一元

管理した上で、当商工会職員全員が必要に応じて閲覧・活用可能な体制を構築する。 

また、当調査データの活用によって、地域内小規模事業者が活かしきれていない

独自の地域資源を活用した商品やサービスに対するマーケットインの視点を醸成

し、小規模事業者に需要動向の重要性を認識させ、自社の商品力の把握および販路

開拓に繋がる事業計画の精度向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要動向調査
対象品目

項目 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度

地域需要動向調査の回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

アンケート標本数 ― 100 100 100 100 100

調査結果に基づく
需要動向の提供及び

個社支援対象者数

― 10社 10社 12社 12社 15社

地域需要動向調査の回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

アンケート標本数 ― 50 50 50 50 50

調査結果に基づく
需要動向の提供及び
個社支援対象者数

― 10社 10社 12社 12社 15社

地域需要動向調査の回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

アンケート標本数 ― 50 50 50 50 50

調査結果に基づく
需要動向の提供及び
個社支援対象者数

― 10社 10社 12社 12社 15社

① ジビエ（猪、鹿肉）、
　　キジ肉を活用した
　　料理・生産加工食品

② 地元農産物を

    活用した加工食品

③地元食材を活用した
　 手作りパン、スイーツ



１１ 

 

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】 

 

経営資源の乏しい小規模事業者が行う販路開拓は、個々の経営努力だけでは困難な場

合が多く、商工会の支援が不可欠である。関係機関との協力や関連施設の活用等を通じ

事業所の発信力の強化につながる取り組みを行う。立地条件から、町内・近隣での大規

模な商談会や展示会の開催は困難な状況であるので、小規模事業者に対し下記のような

支援を行う。 

地域性から情報源が乏しい中ではあるが、経済動向調査、需要動向調査、巡回訪問で

の聴き取りの分析結果も反映させながら、新商品となるモノを発見発掘して、その商品

の販路の開拓を図る。 

 

（事業内容） 

① 展示会・商談会等出店促進による新規需要開拓 

展示会、商談会等需要開拓に向けた情報提供を充実するとともに、個別に参加を勧

める小規模事業者に対しては、商談会等に参加することによって、商談能力の向上

と現状の需要についての気づき(パッケージ、味、量、価格等)を推し進めるととも

に、市場に投入する新製品の開発、改善等を共同して行い、売上増加につなげてい

くようにアドバイスを行う。 

 

② アンテナショップ出店による新規需要開拓 

全国連が運営する「むらからまちから館」高知県アンテナショップ「まるごと高知」

等の販路を紹介し、販路開拓支援を行う。 

具体的な支援内容としては、来店客に手に取ってもらえるよう、パッケージの見直

し・改良、商品キャッチコピーの作成または改良や、価格設定の見直し等について

支援を行う。 

 

③ IT を活用した新規需要開拓 

梼原町の素材や独自の製法で地域の特色を活かした既存及び新商品について、IT

を活用した新規需要開拓支援を行う。 

自前の HP を持っていない事業者に対しては、全国商工会連合会が運営する「ニッ

ポンセレクト」への出品の為の支援を実施する。 

具体的には、目を引くキャッチコピーのつけ方、購買欲をそそる写真の撮り方等、

ネット販売の基礎的な要素について支援を行う。 

自前の HP を持っている事業者に対しては、SEO 対策、レスポンシブデザインへの

対応、SNS と連携した情報発信手法等について支援を行う。 

 

④ ふるさと納税推進による新規需要開拓 

平成２７年度より梼原町が行っている「ふるさと納税制度」謝礼品の追加取扱商品

の発掘および商品内容の充実を出品者と共同して図るとともに、商工会のホームペ

ージを整備し、町のホームページと連携して地元特産品の周知ＰＲを強化 
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⑤ 高知銀行「ビジネスマッチングサービス」を利用した販路拡大 

 

本事業について連携を行う高知銀行梼原支店の「ビジネスマッチングサービス」の

活用を各事業者のニーズに沿って提案するとともに、銀行からも提案を行ってもら

い情報を共有しながら販路拡大につなげていき、結果をフォローする。 

 

（商談会・展示会等） 

主催者等 内  容 

高知会議所 

高知県商工会連合会 

トップバイヤーセミナー・個別相談会 

・商品についてトップバイヤーからフィードバック 

全国商工会連合会 

ニッポン全国物産展 

・毎年１回、全国規模で開催 

ニッポンセレクト.com 

・ＥＣサイト活用 

高知県 

産地視察型商談会 

首都圏で行われる「高知商談会」 

アンテナショップでの展示・販売 

株式会社ビジネスガイド グルメ＆ダイニングスタイルショ 

 

 

 

 

 

 

 

 上記セミナーや商談会、展示会に参加した事業者の中から、価格、生産体制、資金等

の課題のある事業所をピックアップし個別相談会を実施。高知県商工会連合会専門家派

遣事業を活用するとともに、日本政策金融公庫、地元金融機関と連携しながら課題の解

決に向け支援する。 

 

(期待される効果) 

①  販路拡大における小規模事業者の情報発信についての考え方やスキルの向上を図

ることができる。 

②  個社が商談会、展示会などに参加することにより、全国的な需要と商品によっての

顧客ニーズを明確化することにより、顧客に対応した新製品開発を推進することが

できる。 

③ 「ふるさと納税制度」の取扱商品の発掘および商工会のホームページを整備し、地

元特産品の周知ＰＲを図ることで地域全体の知名度を向上することができる。 

 

 

 各報道機関 

・高知新聞社 

・ＮＨＫ高知放送局 

・各民放放送３社 

・地域情報誌等 

梼原町商工会 

・各個店の支援 

・専門家派遣 

・セミナーの開催 

・展示会等情報提供他 

 

成 果 

・小規模事業者への関心 

・新製品の購買意欲 

・知名度の向上 

・地域経済活性化 他 

 

小規模事業者 

・企業のＰＲ 

・新事業展開 

・新商品開発 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み    

（１）地域経済活性化に関しての関係各所との協力・連携体制 

地域の主要団体である、梼原町、津野山農協、梼原町森林組合とともに４団体で定

期的に会合を実施しており、今後とも継続して実施参加していく。 

 

① トップレベルの会合である「産業の振興発展した社会を目指す会」に会長、およ

び可能な限り事務局が参加する。（年間３～４回実施） 

 

② 実務者レベルの会合である「二水会」（第２水曜日を指す）に事務局が参加する。

（原則月１回実施） 

 

上記①会合においては、梼原町が中心となり各団体のトップレベルで、町としての

地域活性化の方向性等を協議しており、②会合においては、個別の行事の打合せ、

反省会、各団体の現況・要望等の情報交換を行っており今後ともこれを継続する。

また町当局とは管轄である産業振興課との連携を緊密に行い、交流人口の増加につ

ながる事業の実施がスムーズに行える体制を整え維持する。 

 

 

（２）地域経済活性化のための事業 

 

平成２９年度については、ゆすはらグルメまつり実行委員会主催（梼原町商工会長

が実行委員長）で「ゆすはらグルメまつり」を９月２３日（土）２４日（日）の２

日間にわたって実施、平成２６年度より例年２万～３万人が食を堪能し、梼原町を

アピールすることが出来ている。平成３０年度以降も実施予定であり、商工会とし

（目 標） 

内 容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

商談会・展示会情報提供回数 随時 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 

商談会展示会個別情報提供 ― 30事業所 30事業所 30事業所 30事業所 30事業所 

商談会展示会参加支援事業者 

（成約件数） 
― 

３事業所 

（1 件） 

３事業所 

（1 件） 

３事業所 

（1 件） 

３事業所 

（1 件） 

３事業所 

（1 件） 

アンテナショップでの展示販売 

（売上高 単位：千円） 
― 

１事業所 

（200） 

２事業所 

（400） 

２事業所 

（600） 

３事業所 

（1,000） 

３事業所 

（1,000） 

インターネット活用事業者増加数 ― １事業所 １事業所 １事業所 １事業所 １事業所 

ふるさと納税返礼商品新規出品数 ― ２品 ２品 ２品 ２品 ２品 

高知銀行ビジネスマッチング成約

事業所数 
― １事業所 １事業所 １事業所 １事業所 １事業所 
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て梼原の食および梼原町のアピールのため積極的に関与していく。 

また、県の地域アクションプランの事業として、梼原産キジ肉（高麗キジ）の生産・

販売の拡大に向け、町内の飲食店（商工会会員事業所）が独自メニューを駆使し「雲

の上のキジグルメ」として、キジ料理が梼原の名物として定着するよう町の支援の

もと事業を実施している。商工会として参加事業所の状況を十分注視していく。 

 

（３）高幡広域観光推進本部 

高幡広域５市町（梼原町・須崎市・四万十町・中土佐町・津野町）一体となった

観光推進体制を確立し、積極的な観光客の誘致に取り組んでいる団体。梼原町とと

もに、商工会事務局が委員として関わっている。現在は、平成２８年４月から開催

している「２０１６奥四万十博」の成功に向け活動をしているが、商工会事務局と

して梼原町の交流人口の増加に向けた提案等を行っていく。 

 

（４）「梼原町商工振興協同組合」及びゆすはら観光交流案内所「まろうど館」の事業 

同組合では、梼原町より指定管理者として指定を受け、ホテル・レストラン・温

泉・プール・バイクライダー宿泊施設等および“まちの駅「ゆすはら」”（市場およ

びホテル）を運営管理している。また、学校給食および福祉施設の給食事業を受託

し、町内の事業者・生産者から仕入れた食材を中心にした食材の提供を行っており、

いずれも食材等の発注業務の町外への流出抑制、雇用の町内確保について一翼を担

っている。   

さらに平成２６年度より町から業務委託を受けて、ゆすはら観光交流案内所「ま

ろうど館」を運営しており、町内の観光案内、観光資源の掘り起こしなどに取り組

んでおり、将来的には観光協会の役割を果たすべく活動をしている。いずれの活動

も「梼原町の顔」として交流人口の増加につながるものであり、運営には積極的に

関与していく。また、平成２９年３月から開催される「志国高知 幕末維新博」につ

いても成功に向け行政と連携して取り組んで行く。 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

（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事項 

 

他の商工会、商工会議所、高知県商工会連合会、その他の支援機関及び専門家が出席

する会議に参加し、各地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等の情報交換を

図り、地域へフィードバックバックすることで、新たな施策や支援方法のヒント、改善

を図り、個々の職員および商工会全体としての支援能力の向上につなげていく。 

 

① 高知県商工会連合会には事業の状況を報告するとともに、経済産業省および県内

外の同事業を実施している商工会の動向等の情報収集を行い、各地域の小規模事

業者の支援事例を通じて支援ニーズの動向や支援ノウハウの蓄積を図る。（年２

回） 

② 広域連携を行う津野町商工会と地域の経済動向、小規模事業者の現状、支援内容

等の情報交換を行い、近隣地域の取り組み状況を把握するとともに、互いに意見



１５ 

 

を出し合い、相乗効果による支援力の向上につなげていく。（年４回） 

③ 地元金融機関と日本政策金融公庫高知支店との情報交換会を行い、県内および高

幡地域の経済状況や金融情勢について情報交換するとともに、経営の持続的発展

や創業支援に対する支援ノウハウを共有するとともに事業計画展開を実施する個

社に対しての融資制度についての普及を図る。（年２回） 

④ 高知県商工会連合会その他機関が実施する研修会には積極的に参加し、小規模事

業者の経営や支援制度に関する最新情報や、各地域の需要動向、支援ノウハウ、

課題等について情報交換を行い共有する。（随時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

① 全国商工会連合会、高知県商工会連合会、中小企業基盤整備機構等が主催する経

研修会、セミナー等には原則参加、またその他機関の主催の研修会、セミナー等

についても小規模事業所の支援力向上につながるものには積極的に参加し「企業

の持続的発展」を重視した支援能力の向上を図る。 

 

② 当商工会は、職員数 4 名と小規模であるため、経営指導員不在時でも、窓口での

相談が疎かにならないよう、研修会、セミナー参加後は書面による報告だけでな

く、伝達研修を実施して商工会職員間で研修内容の共有化を図る。 

 

③ マル経融資その他の具体案件があった場合には、事務局長、経営支援員も含めて

支援会議を開催し、情報と具体的なノウハウの共有を図る。 

 

④ 日常業務における OJT を通じて支援力の向上を図る。 

 

⑤ 中小企業診断士等の支援力向上につながる資格取得を奨励する。 

 

⑥ 広域連携をしている津野町商工会と経営指導における連携を図り、具体案件を通

じて相乗効果による指導能力の向上を図る。 

（目標とスケジュール） 

  現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

① 
県連への事業報告、経産省、

他商工会からの情報収集 
なし 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

② 津野町商工会との情報交換 なし 
年４回 

以上 

年４回 

以上 

年４回 

以上 

年４回 

以上 

年４回 

以上 

③ 
地元金融機関、日本政策金融

公庫高知支店との情報交換 
なし 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

年２回 

以上 

④ 
県連その他機関が実施する

研修会への参加 
なし 随時 随時 随時 随時 随時 
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⑦ 上記により個々の職員が習得した支援ノウハウ等については、上記の研修会、伝

達研修会、会議等における資料・会議内容等を整理して電子データにして共有フ

ォルダにファイルすることで、可視化して蓄積し、組織の知識体系として商工会

職員間で誰もが活用できるようにしておく。 

 

 

 
 

（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 

 

本事業の評価、見直しに関し、経営発達支援計画推進委員会を組織する。 

構成員は梼原町商工会役職員・高知県商工会連合会・梼原町産業振興課とし、本事

業実施における評価・見直しを実施する。同時に梼原町独自の小規模企業支援施策に

ついても意見交換し、総合的に町内小規模事業者の維持発展に寄与する体制を整え

る。 

  

① 評価・見直しの流れ 

 事務局レベルにおいて、毎月月初に「経営発達支援計画会議」を開催し、前

月実施結果の検証と、計画との差異分析、当月アクションプランの確認・修

正を実施 
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 半期毎に、「経営発達支援計画推進委員会」を開催し、成果の評価・見直し案

の提示を受ける。 

 毎年度事業終了後、三役会において、評価・見直しの方針を決定する、事業

の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける 

 事業の成果・評価・見直しの結果を当会ホームページで公表する 

 

② 事業実施の効果 

 事務局レベルの会議を毎月開催することで、早期のアクションプラン微修正

が可能となる。 

 委員会の開催により外部有識者の評価・見直しを受けることができる。 

 伴走型支援を実施する現場の意見を、梼原町行政施策に反映させることが可

能となる。 

 商工会ホームページで公表することにより、支援を必要とする小規模事業者

に支援窓口をＰＲすることができる。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28年 4月現在） 

（１）組織体制 

 主体：梼原町商工会  

    職員 4名（事務局長、経営指導員 1名、経営支援員 1名、一般職員 1名） 

         まろうど館（町からの受託事業）職員 4名 

（２）連絡先 

 住所：〒785-0610 高知県高岡郡梼原町梼原 1444-1 

 電話：0889-65-0489 FAX：0889-65-0603 

 e-ｍail：yususci@mb.inforyoma.or.jp 

  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://yusuhara-s.com/ 

 

（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） 

 H30年度 

(30 年 4 月

以降) 

H31年度 H32年度 H33 年度 H34年度 

必要な資金の額 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

 

人件費 

旅費・事務費 

経済動向調査事業費 

需要動向調査事業費 

需要開拓事業費 

会議費 

その他 

1,000 

500 

100 

300 

300 

200 

300 

1,000 

500 

100 

300 

300 

200 

300 

1,000 

500 

100 

300 

300 

200 

300 

1,000 

500 

100 

300 

300 

200 

300 

1,000 

500 

100 

300 

300 

200 

300 

（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 

①高知県「小規模事業経営支援事業費交付金」 

②梼原町「経改事業推進費」 

③会費収入 

④その他手数料収入 

（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 

①個別事業者への金融支援 

②ビジネスマッチングサービスの利用 

連携者及びその役割 

① ②高知銀行梼原支店 支店長 島﨑 正也 

高知県高岡郡梼原町梼原 1444-1梼原町総合庁舎 1階 電話 0889-65-0186 

①個別会員の承諾を前提として、商工会が作成した経営改善計画書等を金融機関に提示

することにより、スムーズに金融支援が受けられるようにする。 

②個別会員の承諾を前提として、サービス利用の効果が見込める場合には金融機関に情

報の提供をするとともに、個別会員に対して利用を勧める。 

（サービス例） 

1 販売・仕入強化  新たな販売先や仕入・外注先チャネルの紹介 

2 生産・技術等の業務提携  新製品・新技術開発等のパートナーの紹介 

3 事業多角化  FC展開企業、代理店構築等のパートナーの紹介 

連携体制図等 

 

 

個別会員 

梼原町商工会 

高知銀行梼原支店 

紹介受入先 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ 

①金融支援（融資） 

②ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ引

き合わせ・面談 

紹介、情報提供 

金融相談他 

金融機関の紹介 


