
経営発達支援計画の概要 

実施者名 三原村商工会（法人番号 ８４９０００５００２５７１） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

 小規模事業者の強みを活かし、需要や市場動向を見据えた計画的な経営を促進

し、各支援機関等と連携しながら、計画の立案から実行まで小規模事業者に寄り

添った伴走型の経営支援を実践し、事業の持続的な発展を図る。 

 併せて、後継者や移住者に対し、創業や事業承継を支援し、ビジネスモデルの

構築による地域の活力向上を図る。また、地域の総合的経済団体として、買い物

弱者対策、観光需要と連結したビジネスモデルの構築、交流人口拡大に資する事

業を実施し、商工業者の持続的発展と地域経済の底上げを実現する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向等調査に関すること 

産業動向や人口動向など地域の経済動向を収集・整理、提供することにより、

小規模事業者の環境分析等に有効に活用し、その精度を高めることによって、

より実現可能な事業計画策定・実施を支援します。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の実態把握のため、経営指導員等の巡回訪問を強化し、小規模事

業者の有する経営資源や経営状況等の把握・分析により、経営指導や事業計画

策定支援を計画的に実施します。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

補助金等施策の活用、経営セミナー（創業も含む）や個別面談の実施を事業計

画策定のきっかけ作りとし、各種経営分析結果も取り入れながら、事業者の経

営環境・方針に合致した事業計画の策定を伴走型で支援します。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の実現において必要不可欠な経営計画策定後の実施支援として、定期

的な巡回訪問や専門家や他の支援機関との連携により、資金調達支援や施策活

用などのフォローアップを行います。 

５．需要動向の調査に関すること 

商圏・競合分析、市場動向・規模分析等によって、事業計画策定から実施にお

いて精度の向上を図り、より実現可能な事業計画を支援する。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 メディアを活用した広報ＰＲにより販路開拓を支援する。また、商談会等の需

要開拓に向けた情報提供を積極的に行います。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

１．どぶろく、みはら米等の農産物・農産加工品、および農家食堂・民宿等の観

光資源の定着による地域ブランドの確立を支援します。 

２．買い物拠点店舗「みはらのじまんや」における店舗の魅力創り支援や店舗

を活用した地場産品の販路開拓支援により新たな商業活性化策を立案します。 

３．関係団体と連携したイベント事業による交流人口の拡大と外貨獲得の仕組み

づくり提案します。 

４．移住・定住者への新規創業支援や既存小規模事業者からの事業承継・譲渡に

よる事業所の存続の形を提案・支援します。 

連絡先 

住所：高知県幡多郡三原村来栖野３４６番地 

ＴＥＬ：０８８０－４６－２４３７ 

ＦＡＸ：０８８０－４６－２９４２ 

担当者：経営指導員 川村 和志 
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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）三原村の現状と課題 

【現状】 

三原村は高知市から西南に約130kmの県の西南部に 

位置する。国道も通っていない当村は、明治22年 

村制を施行し、現在まで120年以上合併していない。 

標高120ｍの高原台地の地形は、総面積の87.5％ 

を森林が占める。朝晩の寒暖差が大きく米や茶 

作りが盛んで、特に米は「みはら米」としてブ 

ランド化されており、県下では屈指の米どころ 

として知られている。 

三原村の人口推移に目を向けると、昭和25年 

のピーク時には3,655人いた人口も、現在で 

は、1,657人（平成28年7月末）にまで減少している。 

年齢別の構成においては、65歳以上の老齢人口は700人を超え、高齢化率も42.5％に達している。加

えて、15歳未満の人口は150人強と人口の1割にも満たない少子化の進行が顕在化している。こうした

環境変化は地域の産業にも影響を与えてきた。村内総生産額は、統計のある平成17年～平成19年は40

億円台を維持していたが、近年は30億円台の後半を低迷している。産業大分類別にみると、第三次産

業が一貫して27億円台を維持しているのに対して、第二次産業がかつての10億円超から近年はその半

分程度に落ち込んでいる（図２）。 
  

                     
                          （図１）人口推移表 
                            （三原村創生総合戦略より） 
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   産業分類別村内総生産 

                                (三原村創生総合戦略より) 
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【課題】 

 三原村における産業別の状況は以下のとおりである。 

工業関係では、建設業は社会資本整備関連の請負工事などの恩恵もあり、景況は良好に推移しており、

地域の雇用の支えとなっている。しかし公共工事の先行きの不透明さもあり、人材不足が否めず、若

い優秀な人材の確保が業界全体の課題となっている。 

 製造業においては、雇用の受け皿であった縫製工場や電子部品組立工場など誘致をした企業の廃業

や撤退により、村内就業率が低下。域内の商業者への影響も大きく、産業振興により新たな雇用の受

け皿の創出が課題となっている。  

 商業関係においては、上記製造業の衰退による影響に加えて、消費の村外への流出が年々増してい

ることや経営者の高齢化、後継者不足等により競争力を失ったこと等で衰退の一途をたどっている。

一方、観光産業に目を向けると、三原村は、高知県西南地域の足摺・四万十川観光の“へそ”に位

置しているものの、村内には目立った観光施設等がないため、交流人口はほとんどなく、観光に伴う

経済的な恩恵も皆無に等しかった。 

しかし、平成 16 年度に『濁酒特区』の認定を受け、特産品のみはら米を使った“どぶろく”製造

が始まった事を機に、これらを目当てとする入込客数は増加傾向に転じている。また、地域資源であ

る豊かな植生を活かした公園整備事業においては、絶滅危惧種を始め多様な植物が観察出来ると評判

が広がり、年間を通じて多くの来場者が訪れている。今後は交流人口と観光関連事業者との効果的な

マッチングによる外貨の獲得が課題となっている。 

農林業では村農業公社において、水稲に変わる有望作物の栽培として取組んでいる柚子産地化事業

は、農業所得の向上や雇用の場の創出を目的に取組んでおり、現在 36.3ha まで栽培面積が増えてい

る。村森林組合においては、森林資源の効率的な活用により、生産性の向上へと取り組んでおり、両

事業が新たな域内の産業として、雇用の場の創出となる事を見込んでおり、人材の確保・育成も含め、

これら地域資源のブランディングが課題である。 

 
（２）三原村商工会の現状と課題 

【現状】 

当商工会は職員2 名（経営指導員1 名，経営支援員1 名）、会員数59の県下で最も小規模な商工会

である。会員59社の業種構成は、建設業14社、製造業14社、卸・小売業14社、飲食・宿泊5社、サー

ビス7社、金融・保険業3社、その他2社である。村内の商工業者総数は97社であり、組織率は60.8％

という状況である。これまで当商工会は、地域資源を活用した特産品開発・販路開拓支援、経営資源

を有する農林業者の起業支援など商工業者に限定しない支援に取組んできた。また、村の課題解決に

対応した買い物拠点整備事業などのソーシャルビジネスの運用などにも取組み、一定の成果を上げて

きた。 

しかしながら、小規模事業者への事業計画の策定やマーケティング戦略など経営の本質に迫る支援

が脆弱であり、小規模事業者の利益に効果的に繋がる事業への軌道修正が課題である。 

また、小規模事業者等への経営支援を進めるうえで必要な職員のスキル向上対策については、高知

県商工会連合会、国、県が実施する研修会等へ積極的に参加しているが、専門家派遣を始めとする、

他の支援機関等との連携が限定的であり、小規模事業者のニーズに対応出来ていないケースもあり、

課題を解決するための支援の方策を確立させていくことが課題である。 

 
三原村商工会の商工業者数並びに会員数の推移 

 平成17年度 平成27年度 比較増減 

商工業者数 103 97 ▲6 

小規模事業者数 100 92 ▲8 

業種別事業者数 103 97 ▲6 

建設業 26 18 ▲8 

製造業 17 17 0 
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運輸業 3 3 0 

卸・小売業 28 25 ▲3 

飲食・宿泊業 7 8 1 

医療・福祉 0 2 2 

サービス業 20 21 1 

金融・保険業 2 3 1 

会員数 64 59 ▲5 

組織率 62.1% 60.8% ▲1.3% 

 
【課題 （三原村商工会の商工業者数等の推移より）】 

 

１．建設業は左官や大工などの個人事業所の廃業による減少が主であり、経営資源の小さな小規模事

業者の事業の持続に対する支援。 

２．卸・小売業においては、飲食料品小売店が5社減少しており、買い物弱者の増加や更なる消費の

流出に歯止めをかけるための支援。 

３．農業資源を活かした食品加工製造業者は増加しており、農林業者等の創業支援を促す事。 

４．建設業など一部の業種を除いて殆どの事業所で後継者がいない、もしくは業況から事業を継がせ

れないなどの理由で、自身の代で廃業を考える経営者が多く、事業承継や第二創業支援などにより、

小規模事業者の減少に歯止めをかけること。 

５．地域資源を活用した観光関連事業へのサービス・飲食業者の参画が薄く、効果的な事業とするた

めにも関連事業者との連携を強化・密にすること。 

６．経営計画の策定や支援後のフォローアップを経営支援の重点課題とし、それを実行していくため

の支援職員の資質向上をはかること。 

 
(３) 経営発達支援事業の目標と方針 

 域内の小規模事業者の持続的な発展のために、本会は(２)で示した事業者の課題解決に向け、行政

機関、地域の金融機関、その他の支援機関と連携しながら、小規模事業者個々の課題に応じた提案型

の支援を継続的に実施することで、小規模事業者の経営をサポートし、売上や利益の確保に繋げ、持

続可能な経営基盤の再構築を図ることを中長期的な支援目標とする。 

 

目標① 小規模事業者の黒字化をサポート 

 三原村管内の事業者の黒字経営のサポートのため、経営計画策定支援ニーズの掘り起こしと策定支

援により、小規模事業者数減少への歯止めをかける。経営計画策定事業者数の目標数値は、5年間で

15業者を目指す。 

 

目標②地域経済の活性化 

 観光関連事業を推進することで、地域イベントや観光スポットのブラッシュアップにる、交流人口

の増加を図り、小規模事業者(製造・飲食・宿泊業)の事業への参画を促す事で、観光産業の活性化と

関連する小規模事業者の売上高増加に繋げ、事業の持続化を図る。売上高増加事業者数の数値目標は、

5年間で10業者を目指す。 

  

【方針】 

 本会では「地域密着型のフットワークの良い商工会」と言う基本理念のもと、時代の変化に俊敏に
対応した企業支援を使命とし、相談体制の充実、巡回訪問の強化により、経営発達に繋げる努力を行

う小規模事業者の意識を改革し、5年間の計画期間で経営力の向上と言う目標を実現するため下記指

針を策定する。 
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<小規模事業者の支援策> 

 小規模事業者が厳しい時代を生き抜くためには、これまでの経営姿勢ではなく、経営理念や事業計

画策定を重視した経営への変革が求められている。そのため事業計画策定の重要性を理解してもら

い、事業の持続的発展のためのアクションプランの策定と目標に向けた具体的なアクション及びフォ

ローアップを行い、小規模事業者の経営力の向上とビジネスモデルの構築について伴走型支援に努め

る。 

 

①5年間で15社を目標として経営計画策定による経営を推進する。  

・経営計画策定のためのセミナーや研修会を開催して、管内の小規模事業者の意識の改革を  促し、

事業計画策定事業者の掘り起こしを行う。 

・小規模事業者の経営環境、経営状況を分析したうえで、適切な需要を見据えた事業計画を策定し、

多角化など利益の確保に資する提案など、持続可能な経営の支援を行う。 

  

②高齢化等による廃業が増加する事が予想されることを踏まえ、事業を継続するための小規模事業者

の強みを分析し、それを活かす事業計画の策定を支援しながら、円滑な事業承継支援を行う。 

 

③創業希望者のための創業支援や多角化等による第二創業支援を関係機関と連携しながら実施し、5

年間で5社の開業支援を目標として、管内の小規模事業者減少への歯止めを図る。 

 

<地域経済の活性化策> 

①どぶろく、みはら米等の農産物・農産加工品および、農家民宿等の観光資源の定着による地域ブラ

ンド確立の支援 

 当村を代表する産品である「どぶろく」「みはら米」「トマト」「ゆず」等について、三原村、生

産者、小規模事業者と連携して、その認知度や付加価値を向上させるための、販売支援や販路開拓支

援に積極的に取り組む。また、農家食堂・民宿等を中心とし、地域の食や風習などの情報発信を支援

することで、地域ブランドの創出を目指す。これにより、創業や第二創業も含めた小規模事業者の売

上高の増加による持続的な経営を支援する。 

 

②買い物拠点店舗「みはらのじまんや」の運営支援による地域課題への対策や店舗を活用した地場産

品等の需要調査などにより新たな販路開拓を支援する。 

高齢者等買い物弱者対策として創業支援をした「みはらのじまんや」は、管内で唯一の生鮮食料品

が購入できる店舗として、地域内の一定のニーズを満たし必要とされる店舗となっている。村の人口

減や高齢化により今後、一層顕在化してくると予想される買い物難民対策について行政機関との連携

し、地域の課題解決に取り組みながら、一定の売上高、利益の確保により、村内では貴重な雇用の場

である店舗の維持・拡大に向けて支援を継続する。 

また、地域の産品を販売するコーナーを設置しており、その機能の充実に向けた情報発信等の支援

を行うことで、交流人口に対して、小規模事業者の取り扱う商品の新たな需要開拓に繋げ、持続的な

店舗運営と小規模事業者の売上高の増加を支援する。 

 

③関係機関と連携した各種イベント事業による交流人口の拡大と外貨獲得の仕組みづくり 

 当会が主体となって、平成17年から取り組んでいる「どぶろく祭り」は年1回の開催で人口の3倍を

超える5千人を集客するイベントである。また、村の地域資源である多様な植生を活かした公園整備

事業は、来園者が年間7千人にまで増加していることから、交流人口の拡大による域内の小規模事業

者の売上増加を図るため、村内の各種団体と連携しながら、小規模事業者が主体的に事業に参画し、

外貨獲得の仕組みづくりを支援する。 

上記①～③の取り組みにより、5年間で10社の売上高増加を目指す。 
 

<商工会の経営支援体制の強化> 

①経営指導員、経営支援員の個々のコミュニケーション能力や計画策定能力などの資質向上を図る。
 

②他の支援機関と有機的に連携した支援体制を確立する。 
 

③事業の評価と見直しのための仕組みを整備する。 



- 5 - 
 

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】 

 

 四国内を含めた三原村管内の景気動向について調査・分析を行うことで、地域の経済動向を把握す

る。手段については、経営指導員の巡回・窓口相談により小規模事業者へのヒアリングで管内の経済

動向に関する情報を収集後、シンクタンクの公表する経済動向に関する情報と合わせて、実態・動向・

ニーズとして整理し、小規模事業者の事業計画の策定など、具体的な提案を行うための基礎資料とし

て活用する。 

 

(現状と課題) 

 事業計画策定に不可欠な地域の経済動向は、これまでは必要に応じて経営指導員が情報収集してい

たが、単発的なものであったため、有効活用には至っていない。今後、小規模事業者の事業計画策定

のために、管内の経済動向調査を定期的に行い適切に分析し、小規模事業者に提供するための支援体

制を確立することが課題である。 

 

（事業内容） 

(1)定期景況調査 

 三原村管内の8事業所(建設1社、製造2社、小売2社、飲食・宿泊1社、サービス業2社)を対象に定期

景況調査を4半期ごとに行い、地域経済の実態把握と動向を分析する。巡回訪問時に下記調査項目に

ついて調査を行う。収集した情報は整理・分析を行い、専門業者委託し、三原村商工会ホームページ

に公表し、小規模事業者へタイムリーな情報提供に活用する。 

  ①売上高の増減 

  ②利益の増減 

  ③客数と客単価の増減 

  ④資金繰り 

  ⑤雇用状況 

  ⑥今後の見通し 

  

(2)シンクタンク等の情報活用 

  シンクタンク等が公表する各種の統計資料より①四国内の経済動向（四国経済産業局 地域経済に

関する調査等)、②高知県内の経済動向（日本政策金融公庫 全国中小企業動向調査等）③高知県西

部地域の経済動向（地域の金融機関や近隣の商工会・商工会議所の保有するデータ等）に関する情報

を収集・分析し、管内小規模事業者の動向と対比することで、経営課題の抽出の検討資料として活用

する。また、ホームページ上で情報を提供する。 
 
【目 標】 

内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 

(1)村内の小規模

事業者景況調査 
0件 32件 32件 32件 32件 32件 

(2)統計資料によ

る地域経済の情報

収集・分析 
0回 4回 4回 4回 4回 4回 

(2)ホームページ

への情報掲載 
0回 4回 4回 4回 4回 4回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  
 多様化する経済環境の中で、小規模事業者が売上や利益を伸ばすためには、自らの強み弱みを客観

的に把握し、それを基に最適な事業計画を策定していく必要がある。そのため、経営指導員等の巡回・

窓口相談や各種セミナーの開催を通じて、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・分析に努める。分析により抽出された情報は適切な事業計画

策定の資料として活用する。 

 また、より高度で専門的な課題については、高知県商工会連合会およびよろず支援拠点と連携し専

門家の派遣等により、課題解決を図ることで、小規模事業者の持続的な発展に導くことを目的とする。

 

<現状と課題> 

 現状では財務分析（損益分岐点、指標分析等）は補助金の申請や融資希望者に対して経営分析を行

っているだけで、具体的な経営計画策定に至るケースは稀で、効果的なものとなっていない。 

 小規模事業者の持続的な発展をサポートするには、それぞれの事業者の環境に応じた適切な事業計

画を策定するための経営分析が重要であることを理解してもらうことが課題である。また、巡回訪問

等の中で経営分析への関心を持ってもらい、事業者の潜在支援ニーズの掘り起こしに繋げることも課

題である。 

 

（事業内容） 
（１）管内の小規模事業者を対象に、職員の巡回訪問、窓口相談および各種セミナーの開催等のなか

で、小規模事業者に経営分析の重要性等について周知し、支援ニーズの掘り起こしを行う。 

 
（２）ニーズの掘り起こしにより支援を希望する小規模事業者には、財務分析と定性分析により、財

務状況や経営の強み・弱み・機会・脅威の把握に努め、データ化し、実現性の高い事業計画の策定支

援のために活用する。 

 定性分析では、事業者の経営姿勢、人的資源、顧客、マーケティング、競合関係などの内部要因を

洗い出すためＳＷＯＴ分析を活用して、企業の強み弱みを把握するとともに、経済、社会、政治、技

術進歩、産業構造など外部要因の変化についても分析・整理し小規模事業者の経営資源や経営能力を

客観的に把握する。 

 財務分析では、小規模事業者の財務諸表のデータを用いて、「収益性」「生産性」「安全性」「成

長性」項目の分析を行い、経営状況を客観的に判断する資料として事業者に提供することで経営改善

に繋がる効果的な支援へと結びつける。 

 

（３）経営指導員単独では困難な事案については、上述の専門家等の支援を受けて、有効な情報提供

や分析を行う。 

 
経営分析項目 

分析項目 内容 

■企業状況 ①事業規模、店舗・工場の面積、席数など 

②後継者の有無 

③主力商品（売れ筋）は何か 

④ここ数年の売上傾向 

■顧客の需要、市場の動向 ①主力商品の売上変化、利益率、売上高に占める割合  

②販売先と仕入先  

③業界の傾向、課題  

④自社の商圏規模、占有率  

⑤競合先とその状況  
■自社および商品等の強み ①主力商品の他社商品との違い  

②人材力  

③店舗や生産設備  
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■財務分析  

 

①収益性 

②生産性 

③安全性 

④成長性 

 

目標とスケジュール 

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

(1)巡回による調査件数 0 30 30 30 30 30 

(1)セミナー開催回数 0 1 1 2 2 2 

(1)セミナー参加者数 0 10 10 15 15 15 

(2)経営分析企業数 1 3 4 4 5 5 

(3)専門家派遣回数 1 3 3 4 4 4 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 小規模事業者の持続的発展のため、事業計画を策定するにあたっては、「1.地域の経済動向調査」

で得たデータの結果や「2. 経営状況の分析に関すること」で収集した経営状況データを踏まえて、

経営課題を抽出し、事業計画の策定を支援する。高度な事案については、県連合会、よろず支援拠点

等の専門家と連携しながら、指導・助言を行うことで、より実効性の高い事業計画の策定を支援し、

小規模事業者の持続的発展を支援する。 

事業計画策定支援ニーズの掘り起こしについては、「2. 経営状況の分析に関すること」で経営発達

に繋げる努力を行う小規模事業者に対して、巡回訪問や経営計画策定セミナー、補助金申請等によっ

て掘り起こし、事業計画策定のサポートを支援しながら伴走型支援の中で事業計画策定の有効性を示

していく。 

 

<現状と課題> 

 現状では、補助金等の申請や金融斡旋時において事業計画の策定支援を行っているが、対応力の弱
さや専門家の活用が出来ていないなど、小規模事業者が自主的に経営発達を目指すための、事業計画

策定支援にいたるケースは少なく、その必要性に対する周知が不足している。 

 今後は、経営分析を実施した事業所に対しては必須で事業計画策定に取り組むことを促し、策定し

た事業計画に対して継続的に支援することで、小規模事業者に事業計画策定の有効性を示していくこ

とが課題である。 
 

（本事業で取組む内容） 
 

(1)事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしに取り組み、5年間で15社の事業計画策定に繋げ

る。 

①巡回・窓口相談時に経営計画策定の必要性・重要性の啓蒙を行いながら、事業計画策定を目指す

小規模事業者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り、事業計画策定を目指す小規模業者の掘り起しを行う。 

③金融相談や持続化補助金等の各種助成金の提案等を通じて、事業計画策定を目指す小規模業者の

掘り起しを行う。 

④後継者等に対し、事業継承等の際における事業計画の重要性を説明し、掘り起こしを行う。 
⑤記帳継続指導事業所や税務指導先事業所に対して事業計画の策定支援先の掘り起こしを行う。 
 

(2)事業計画の策定に際しては、個々の小規模事業者の状況により、事業計画の方向性（経営改善計

画、経営革新計画、事業承継計画、農商工連携など）も異なるため、各種調査・収集したデータの
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結果を踏まえたうえで、最適な事業計画を当該事業者と一緒になって指導助言する伴走型の支援に

注力する。 
 

(3)創業・第2創業の希望者に対しては、近隣商工会議所や高知県商工会連合会が主催する創業塾等へ

の参加勧奨やセミナーの開催により必要な知識の習得を図るための情報支援を行う。さらに地域経

済の動向調査や需要動向調査の情報を提供し、必要に応じて専門家派遣を活用しながら創業計画等

の策定支援を行い、5年間で5件の新規開業事業所の創業に寄与する。 
 

(4)事業承継希望者に対しては高知県事業承継・人材確保センターとの連携により適切な事業承継計

画を作成することにより円滑な事業承継を目指す。事業承継の実行においては必要に応じて専門家

と連携しながら伴走型の支援を行う。 
 

(5)商工会の支援だけでは事業計画の策定が行えない場合は、高知県商工会連合会・地域金融機関等・

専門家あるいは広域連携商工会などとも連携して策定支援・実施支援を行っていく。また、事業計

画において金融支援の必要性が伴う場合は、日本政策金融公庫の取り扱う「小規模事業者経営発達

支援融資制度」の活用を推進し、資金面でもバランスのとれた計画策定の支援を行う。 
 

（目標とスケジュール） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

(1)巡回訪問等におけ

る経営計画策定等に取

り組む企業の発掘 

随時 随時 随時 随時 随時 随時 

(1)事業計画策定セミ

ナー等開催回数 
0 1 1 1 1 1 

(1)事業計画策定セミ

ナー参加事業者数 
0 5 6 7 8 9 

事業計画策定事業者数

(既存事業者) 
1 2 3 3 3 4 

事業計画策定事業者数

（創業） 
0 1 1 1 1 1 

   
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

事業計画策定後の小規模事業者等に対しては、定期的かつ積極的なフォローアップを実施して、進

捗状況のチェックを行い、成果の検証、新たな課題の抽出など、必要な指導・助言を行う。 

また、専門家派遣制度の活用など、必要に応じ外部専門家、各種団体とも連携し、多面的な個別支

援を組み込み、小規模事業者の課題解決のための伴走型支援を実施する。 

 

<現状と課題> 

現状は、小規模事業者に対して補助事業の申請時や融資斡旋に必要な事業計画書の策定は行なって

きたが、事業計画の策定後の支援については、進捗状況管理ができておらず、部分的で受動的な取組

みに留まっている。 

 
（事業内容） 

(1)事業計画策定後は、計画を策定したすべての事業者に対して、定期的（四半期に1度）かつ必要に

応じて巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、未実施・未達成項目があった場合は、その原

因を分析し計画の見直しについて指導・助言を行い、速やかな事業計画の軌道修正による確実な計

画実行に向けてのフォローアップを行う。 

 また、創業者に対しては、軌道に乗るまでは１カ月に１回、それ以降は必要に応じて巡回訪問し、
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進捗状況の確認を行うとともに、計画の実施に必要な指導・助言を行うなどフォローアップを行う。

 
(2)フォローアップの過程において、より専門的な課題や問題が発生した場合は、高知県商工会連合

会やよろず支援拠点の専門家派遣制度を活用し、適切な支援を実施する。 

 

(3)事業計画の実施において、小規模事業者の売上高増加や収益改善に繋がる設備・運転資金の融資

が必要な場合は、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発展支援融資制度」や「小規模事業者経

営改善資金」を活用し資金面での支援を行なう。 

 

(4) 事業計画の実施において活用できる補助金施策については、事業計画の内容に応じて支援を行

い、各種助成制度に要件が合致する場合は、制度説明と共に申請書の作成支援等を行なう。  

 

(5)事業計画の実施過程において、景気の動向、経済情勢等の環境要因による変化があった場合は、

事業計画の軌道修正を行い、ＰＤＣＡサイクルを回し計画を実行することによって、地区内小規模

事業者等の持続的な発展を支援する。 

 

（目標とスケジュール） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

(1)フォロー企業数 

(創業も含む) 
1 3 4 4 4 5 

(2)専門家派遣制度の

活用 
2 3 3 4 4 4 

(3)金融制度の活用 1 2 2 2 2 3 

(4)補助事業の活用 0 2 2 2 2 3 

 
５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

経営指導員等の巡回・窓口相談等で、小規模事業者の販売する商品やサービスの需要動向に関する

情報を収集・整理して把握する。加えて民間企業や行政等が公表する需要動向調査データを収集・整

理・分析。このほか、観光関連商品については、アンケート調査の実施により消費者の需要動向を収

集・整理する。これらの調査・分析で得た情報は、事業計画策定時の需要の予測、設備投資、商品開

発、販路拡大等における基礎資料として活用する。 

 

<現状と課題> 

 需要動向についての情報提供は、民間機関等の調査情報に頼ることがほとんどで、個々の事業者に

おける需要動向の把握、需要動向に対する事業者の意識調査はできていないのが現状である。今後、

小規模事業者がマーケットインの視点から需要や販路の開拓、商品開発に取り組めるように、調査・

整理・分析した需要動向は、ホームページ等で情報提供していくことが課題である。 

 

（事業内容） 

（１）巡回訪問での小規模事業者の提供する商品やサービスの需要状況の把握及び、行政や民間機関

等が公表する需要動向調査データの収集・分析 

職員の巡回訪問時に、小規模事業者の「販売する商品」「提供するサービス」「保有する技術やノ

ウハウ」をヒアリングし、把握する。次に、その商品・サービスに対する需要動向については、下記

の行政、民間機関等が実施する調査情報を収集する。収集したデータと小規模事業者からヒアリング

した情報を合わせて分析を行い、新たな需要に繋がるマーケティング資料として活用する。 

①商圏分析 

市場情報評価ナビ（MieNa）を活用し市区町村別のマーケット分析や人口状況等の商圏評価データを

収集し、販売促進に有効活用する。 
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②市場動向分析 

「日経テレコン」を活用し、POS データから加工・小売商品の価格及び業種・商品別の需要動向デ

ータを収集し、商品販売・開発の方針決定等に活用する。 

 

③市場規模ならびに消費動向調査分析 

総務省の家計調査により業種ごとの市場規模を、また、「県民消費動向調査」により、買い物行動

や消費者意識に係るデータを収集し、事業戦略の策定やターゲット選定時に活用する。 

 

上記の分析において、より高度で専門的な課題については、高知県商工会連合会およびよろず支援拠

点と連携し専門家の派遣等により具体的で効果的な情報分析を行う。 

 

（２）特産加工品（どぶろくやトマト加工品）の需要動向調査の実施 

「どぶろく」と「トマト加工品」は、当村の主要な地場産品として注目を集めている現状から、更な

る需要の開拓に向け、消費者の客観的な評価等を収集するためアンケート調査を実施する。 

  特産加工品のアンケート調査は「土産物活用」や「若年層の需要を開拓」するため実施する。アン

ケートは、5,000人規模の来場者があり、当村で最も多くの観光客が訪れる「どぶろく農林文化祭」

への来場者100人に対して、①価格②デザイン③サイズ(量)④購入方法等の項目を調査する。 

 また、域外では、県内最大の市場である高知市で開催され、10万人の来場者が訪れる「ふるさとま

つり」にて、前述のアンケート調査を来場者150人に対し実施し、消費者ニーズの収集を行う。アン

ケートで得られたニーズに関する情報は、整理・分析し特産品開発業者、観光関連事業者に対し提供、

今後の商品・サービスの開発及びブラッシュアップに活用する。 

（目標とスケジュール） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

(1)需要動向調査数 0 4 4 4 4 4 

アンケート調査 未実施 2回 2 回 2 回 2 回 2 回 

アンケート回収 未実施 250 250 250 250 250 

 

 
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】 

 

新たな需要開拓支援においては事業計画を策定し、需要開拓に取り組む事業者に対して、商談能力、

情報発信力を高めるためのセミナー等への参加を促す。そして、習得した知識を活かすため、商談会・

展示会・ネット販売等への参加に繋げる。参加により得られた経験、ノウハウは検証を行うことで、

次に生かす取組みとして反映させるよう、ＰＤＣＡによる伴走型支援を行うことで成果に結びつけ

る。 

 

<現状と課題> 

 これまでは、新たな需要の開拓に関する事業（主に展示会等への参加）には参加するための機会だ

けにとどまり、参加者も販売して終わり、あるいはバイヤーに名刺を渡して終わりという程度で、

商談交渉まで進展しないケースが多かった。 

 小規模事業者は、販路開拓面が一番弱いところであり、商談術の向上支援も含め、計画策定支援だ

けでなく、商談後までをも含めた持続的な支援により、需要開拓の成果に結びつけていくことが課

題である。 

 

（本事業で取組む内容） 

 
(1)新たな需要開拓（商品・サービスの提供方法の改良や開発）への動機付け 
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巡回訪問の中で、商品やサービスの新たな需要開拓を検討している小規模事業者に対して、需要動

向の変化や他社での商品・サービスの提供方法等の取り組み事例を紹介することや地域ブランドの

構築、自社のＰＲ手法、商談能力等の能力向上を目的としたセミナーを開催することにより、小規

模事業者の新たな需要開拓取り組みへの動機付けを行なう。 
 

(2)ＩＴを活用した需要拡大支援 

 ネット通販などインターネットを活用した販路開拓を促すため、通販サイトの構築・運営、ＳＮ

Ｓ活用等の情報提供を行う。また、高知県商工会連合会等が行う研修会や専門家派遣事業を活用し、

サイトの構築・運営などのスキルの向上支援を行う。加えて、下記のサイトを利用して、情報発信、

ＢtoＢ、ＢtoＣによる需要拡大へ取組み、ＩＴ活用による売上高増加や自社H.P.のアクセス数増加

支援を行う。 

<支援例> 

・検索サイト対策 

・商品撮影、掲載方法 

・フェイスブック、ブログ活用対策 

 

<活用予定サイト> 

・三原村商工会ＨＰ(再構築) 

・全国商工会連合会の「ニッポンセレクト.com」 

・全国商工会連合会の商工会 100 万会員ネットワーク 

・ふるさと納税サイト 
 

(3)マスコミとの連携強化 

  マスメディア（新聞・雑誌・テレビ等）に新商品やイベントなどの情報を提供し、小規模事業者

の広報活動支援を行う。具体的には、高知県内では50％を超えるシェアを誇る高知新聞への記事掲

載による広報を推進する。当村の管轄である、同社の宿毛支局とは、従来より友好関係にあり、更

なる連携・情報交換を密にしていくことでタイムリーな広報活動に繋げていく。 
 

(4)商談会・展示会等の需要開拓機会に関する情報提供およびフォローアップの実施 

  新市場参入、販路開拓に取り組む小規模事業者に対して、対象事業者の取扱い商品や商品特性に

合わせた、商談会や展示会、物産展等の情報提供を行う。また、それに向けてのPOPの作成や商品の

陳列など効果的なディスプレイの作り方や商品提案書の作成、商談後のアプローチ方法など、商談

を具体的に進めていく方法について、出店、商談会当日の同行などの支援を行う。 

 展示会等への参加後、小規模事業者へのヒアリングと会場における反応について精査し、定性・

定量の面から出店の効果を、場合によっては専門家派遣を活用しながら検証し、次回への取り組み

に繋げていくためのフォローアップ支援を行う。 
 

（目標とスケジュール） 

項 目 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

(1)セミナー・研修会開

催(ＩＴ活用を含む) 
0 1回 2回 2回 2回 2回 

参加事業者数 0人 6人 7人 8人 9人 10人 

(2)ＩＴ活用による売上

高増、PV増加事業所数 
0 2 3 4 5 5 

(3)マスコミ情報掲載数 2 3 4 4 4 4 

(4)商談会等への参加

事業所数 
3 4 5 5 5 5 
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(4)商談成立目標件数 0 1 2 3 3 4 

  
商談会・展示会等 

展示会名 内容 会期 期待効果 

スーパーマーケットトレード

ショー(東京) 
ＢｔｏＢ、食品・店舗設備等 2月中旬 

小売り・外食産業の垣

根を超えたイノベーシ

ョンの創出 

アグリフードＥＸＰＯ(大阪) 国産農産物及び加工品 2月下旬 
ブランド力の向上と販

路開拓 

グルメ＆ダイニングスタイル

ショー（東京） 

ＢｔｏＢ、食と生活雑貨の融合

をコンセプト 
9月 

優良バイヤーとの商談

による販路開拓 

首都圏アンテナショップ「まる

ごと高知」物販催事（東京） 

高知県産品の試食販売および観

光ＰＲ 
通年 

地場産品のＰＲ・販路

開拓 

ものづくり総合技術展(高知) 
ものづくり技術・製品等の展示

会 
10月 

県内の優れた技術製品

の商談等の場の提供 

  商談会・展示会等については上記のものを主に事業者の取り扱う商品等に応じて適切な商談会等へ
出店する。 

 
連携する機関等 

高知県地産地消・外商課 

高知県地産外商公社 

販路開拓事業の情報提供 

バイヤーとの交渉の円滑化 

高知県ブランドを前面した

ＰＲ 

独自の商談会等参画による

販路開拓 

商談実現可能性の向上 

高知県商工会連合会 

高知商工会議所 

トップバイヤーセミナー 

個別商談会 

商品についてトップバイヤ

ーからのフィードバック 

全国商工会連合会 ニッポン全国物産展 

ニッポンセレクト.com 

全国規模での商品ＰＲ 

ＥＣサイト活用 

 

Ⅱ. 地域活性化に関する事 

 

 地域の活性化に資する取組みは、これまで、特産品の開発と販路開拓、買い物弱者対策のための買

い物拠点店舗の運営、地域団体等と連携協力したイベント実施などに取組んできた。これにより各事

業の目的について、一定の成果を上げる事ができたと考える。  

しかし、新たな課題も生じてきており、事業の伸び悩みも感じられる。今後は、その対策を地域団

体等と更に連携を深めて取組んでいくことが極めて必要である。地域の課題を解決に導く方向性を地

域団体等で共有し事業展開を図っていく。 

  

（本事業で取組む内容） 

1．地域特産品等の認知度向上と新たな地域資源の掘り起こしによる商品開発や販路開拓支援 

商品開発者の「良い商品を開発すれば売れる」との思いから、これまでは販路先を見据えた商品

開発やマーケティングを行えていなかった。 

今後は、当村が誇るブランド米「みはら米」やそれを加工した「どぶろく」、「トマト」「ユズ」

などの農産物の販売戦略を明確に示していくことで、効果的な広報が可能となり、地域ブランドと

しての認知度向上を図る。 

また、村や各種団体等と連携を強化し新たな資源の掘り起こしに努め、ターゲットとする層のニ

ーズに沿った商品開発に取組み地域の活性化に繋げる（農商工連携、6次産業化）。 
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2．地域イベントの拡充による交流人口の拡大と外貨の獲得による観光関連事業者の創出を目指す 

当村では行政・地域各種団体が一体となり各種イベントを開催し、地域のにぎわい創出を図って

いる。特に、村の特産品である「どぶろく」をメインとし、平成17年度から始めたどぶろく祭りは、

住民の３倍近い来場者で賑わう一大イベントであり、地域の知名度向上に加え農産物や特産品、食

文化の宣伝の場として、地域の活性化に貢献している。 

また、平成20年度に観光スポットの創出のため、村の希少な植生が年間を通じて観賞できる公園

整備事業に取組み、近隣の観光地とは差別化した活動として認知が拡がり、年間を通じて7,000人を

越える来園者が訪れている。 

今後も地域団体との連携の中でこれらの事業を継続し、更なる交流人口の拡大や地場産品等のマ

ーケティングの場として活用したり、あるいは、農家民宿等の交流施設と連携し、外貨獲得の仕組

みを構築するなど、管内の観光関連事業者の需要開拓に繋げていく。 

 

３．買い物弱者対策に係る買い物拠点整備事業のブラッシュアップ 

  高齢化や人口減少等を背景とした、地元商店の衰退により徒歩圏内で生鮮三品をはじめとする生

活必需品を買うことが出来る店舗が無くなった事を機に取組んだ、買い物支援の拠点となる店舗運

営事業は、地域住民のニーズに合致し、当村に無くてはならない店舗となった。 

一方で、高齢化率の上昇に伴い、今後、さらに細かなサービスへのニーズが増えると予測する。

域内の需要開拓のためにもこのニーズを機会として取り込み、村唯一の食料品店としての強みを伸

ばし、持続的な経営を支援する。 

また、地域イベントの定着により交流人口も増加しており、地場産品の購入場としての需要拡大

も見込まれる。地域の観光関連事業者の販売する商品のテストマーケティングの場として、あるい

は観光客への地域観光情報の発信の場として定着させることで、新たな消費需要の開拓に繋がり、

安定した運営ができるよう支援する。 

 

 

 

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取り組み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  
 商工会単独では収集できない情報、ノウハウ、事案等について、他の支援機関や外部専門家と連携
し、支援体制の構築および支援ノウハウ等の情報交換を行うことは、小規模事業者の経営の持続的発

展に向けての支援を円滑に推進していくため、かつ、職員の支援能力向上のために重要であり、他の

支援機関と情報交換を実施する。 

 

<現状と課題> 

 これまでは、高知県西南地域の３つの商工会議所と４つの商工会で構成する幡多地区商工会等職員

協議会（下図参照）において、公的金融機関や近隣商工会等との情報交換は行ってきたが、経営発達

支援事計画で必要となる事業計画策定支援のノウハウ等の情報交換は充分に行えていない。 
また、当会は経営指導員1人地区の商工会であり、小規模事業者の経営支援へのニーズは複雑かつ高

度化するなか、その対応にもより多くの支援情報が必要であると実感している。小規模事業者の支援

ニーズを満たすためにも他の支援機関との連携強化が課題である。 
 
(本事業で取組む内容) 

（１）近隣商工会等との協力連携 

 幡多地区商工会等職員協議会で開催される研修会を積極的に活用して、各地域の小規模事業者への

支援事例の紹介等を通じ、支援の現状や支援ノウハウ等についての情報を共有することで、事業計画

策定などを含めた支援能力の向上に取組む。 

 また、複数体制での支援や情報共有による、小規模事業者への効果的な支援体制を構築するために、

平成29年度より広域連携を開始し、支援ニーズへの適切な対応に取り組む。 
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（２）その他の支援機関や専門家等との連携 

 小規模事業者の支援ニーズに的確に応えられるよう、商工会単独で対応できない事案は、他の支援

機関である高知県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、よろず拠点と連携して、中小企業経営診断

士や税理士等の専門家等の派遣により、小規模事業者の事業計画の策定、需要動向調査、需要開拓の

支援に関するノウハウについて情報を補完し、事業者への精度の高い情報提供や指導・助言に活用す

る。 

 

（３）地域内の金融機関との連携・情報交換 

 地区内の金融機関と商工会との情報交換会を開催して、小規模事業者に対する支援ニーズの動向や

支援ノウハウについて意見交換を行い、支援力向上に努める。 

 

（４）政府系金融機関等との情報交換 

 日本政策金融公庫高知支店、高知県信用保証協会幡多支所との会議を開催し、県内および管内の経

済状況や資金需要および金融政策、市場動向などについて情報交換を行い、事業者の事業計画策定や

経営改善に向けての支援能力向上及び経営発達支援事業の効果的な推進に繋がるノウハウの共有を

図る。 

 

（幡多地区商工会等職員協議会構成表） 

商工会議所地区 土佐清水商工会議所 

中村商工会議所 

宿毛商工会議所 

商工会地区 黒潮町商工会 

四万十市西土佐商工会 

大月町商工会 

三原村商工会 

 
【目標】 

内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 

(1)幡多地区商

工会等職員協

議会での研修

会・勉強会 

2 2 3 3 3 3 

(1)広域連携に

よる支援会議 
0 3 4 4 4 4 

(3)域内金融

機関との意見

交換会 

0 1 1 2 2 2 

(4)政府系金

融機関との意

見交換会 

0 2 2 2 2 2 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 経営発達支援計画を円滑に実施するために商工会職員としては、小規模事業者への経営支援におい

て総合的な支援知識・能力が求められており、それを身に着けるための自己研鑚が必要である。個々

の職員のレベルに合わせた目標を設定し、OFF-JTとOJTに取り組みながら資質向上に努めると共に組

織内での支援情報の共有体制も構築しながら、全体の底上げを目指す。 
 

<現状と課題> 

 当会は経営指導員1人地区の小規模な商工会であり、小規模事業者への経営支援能力はもちろんの
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こと、行政や各種団体等との連携のためのコーディネート能力や地域振興に対する提案能力も求めら

れているが、そのすべてへ十分な対応が出来ていないのが現状である。 

今後、経営発達支援計画を実施していくにあたり、小規模事業者に対する支援が多様化していくこと

から、少ない人数ながらも効率的な支援体制を構築する必要が高まっていると考える。職種の垣根を

超え、自ら小規模事業者への支援スキルの向上を目指す意識を芽生えさせ、自主的な研修会への参加

を計画的に行い、職員個々のスキルアップへと繋げていくことが課題である。 
 

（事業内容） 

（１）各種セミナー・研修会への積極的な参加による資質の向上 

①高知県、高知県商工会連合会等が開催する研修会等へ積極的に参加することで、小規模事業者支

援の基本的、専門的な知識を習得し支援能力の向上を図る。 

②中小基盤整備機構の運営する中小企業大学校での専門研修へ参加し、小規模事業者支援に対する

専門的な経営支援手法の習得を図り、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

③高知県商工会等職員協議会等が主催する経営支援事例発表大会への参加より、同じ境遇の経営指

導員が取り組む経営支援手法を学ぶことで、支援知識の高揚と小規模事業者への支援能力の向上

を図る。 
 

（２）組織としての支援力強化 

①経営指導員等Web 研修による資質の向上 

小規模事業者の高度化、多様化するニーズに対応するため、全国商工会連合会が行う経営指導員

等Ｗｅｂ研修を全職員が受講し、基礎知識等の向上を図る。 

②支援現場への同行 

経営指導員以外の職員（経営支援員）に対し、機会をみて指導員巡回訪問に同行させ小規模事業

者に対する指導・助言内容、情報収集方法を学ばせ、小規模事業者に対しての支援能力の向上を

図る。 
 

（３）支援ノウハウの共有 

①広域連携での支援ノウハウの共有における資質の向上 

広域連携商工会との支援会議を開催することで、支援知識やスキルを共有する機会を創出し、経

営指導員等の資質の向上を図る。 

②個々の職員が習得した支援ノウハウや情報等については、月１回のミーティングにおいて伝達し、

共有化する事で組織のノウハウとして蓄積し、経営指導員不在時における小規模事業者への円滑

な対応が可能となる体制を構築する。 

③事業者ごとに、経営発達支援計画シート(企業概要、問題点抽出、戦略像、アクションプラン、支

援実施内容)を作成し、可視化するとともに、支援ノウハウ、支援実績(分析結果等)のファイル

を作成することにより当事業の効果的な支援ノウハウ等を組織内で共有することを目指す。 
Ⅳ．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 

 

 経営発達支援計画に記載の事業を円滑かつ効果的に実行するために、毎年度、各事業の成果、評価
および見直しを図るためのＰＤＣＡサイクルを構築し、外部有識者の見識をとりいれながら、事業の

実施状況及び成果について検証、改善を行ない、確実な目標達成を目指す。 

 

（事業内容） 

（１）当商工会経営指導員と経営支援員による事業推進委員会設置し、四半期ごとに事業の進捗管理

を行う。各事業における目標と現状を比較して、乖離がある場合は、改善計画案を作成し、商工会

長の承認のもと事業評価委員会に提示する。 
 

（２）小規模事業者、支援機関、三原村商工会に加えて、高知県商工会連合会の内部有識者、中小企

業診断士等の専門家、三原村産業建設課の外部有識者により構成する事業評価委員会を設置し、年

1回、各事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行う。 
 

（３）事業評価委員会より提示を受けた改善点をふまえ、事業推進委員会において改善計画案を策定

する。策定した改善計画案は、三原村商工会の理事会において提案する。承認されれば、次年度の
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事業計画等に反映する。また、総会にて報告する。 
 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を、事業の実施状況を含め、三原村商工会の会報や、ホーム

ページ（http://www.kochi-shokokai.jp/mihara/）で計画期間中公表する。 

 

【事業の評価、検証及び見直しをするための仕組みをいかに示す】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 
経営発達支援計画作成 
【三原村商工会】 

Ｃ 
外部有識者等による第三者

視点での評価 
 【事業評価委員会】 
 ・事業の達成度、評価 
 ・改善点の提示

Ｄ 
経営発達支援計画の実行

【三原村商工会】 

Ａ 
【事業推進委員会】 
・改善計画の作成 
・次期計画への反映 

Ａ 
理事会に提案・承認 
総会に報告 

Ｃ 
事務局内部による 
進捗管理 

【事業推進委員会】 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（２８年１０月現在）

（１）組織体制 

本事業の実施体制 

事業統括責任者：商工会長 

事業遂行責任者：経営指導員 

事業遂行者：経営指導員・経営支援員・会員・青年部員・女性部員 

商工会員数（５８名） 青年部員数（１１名） 女性部員数（１７名） 

会長（１名） 副会長（２名） 監事（２名） 理事（８名） 

経営指導員数（１名）経営支援員数（１名）  

 

（２）連絡先 

高知県幡多郡三原村来栖野３４６ 

ＴＥＬ ０８８０－４６－２４３７  

ＦＡＸ ０８８０－４６―２９４２ 

ホームページアドレス http://www.kochi-shokokai.jp/mihara/ 

Ｅ－mail: mihara@kochi-shokokai.jp 
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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 １，９００ １，９００ １，９００ ２，０００ ２，０００

 

経営発達支援事業 
①講習会研修会開

催費(講師等謝金

等) 

②調査研究費 

(市場調査・分析) 

③販路開拓事業費

(商談会等出展事業

他) 

地域活性化対策費

(各種催事・試作品

開発等) 

資質向上事業費（職

員資質向上） 

 

３００

３００

５００

５００

３００

３００

３００

５００

５００

３００

３００

３００

５００

５００

３００

 

４００ 

 

 

３００ 

 

５００ 

 

５００ 

 

 

３００ 

 

４００

３００

５００

５００

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 

会費・手数料・受益者負担・国補助金・県補助金・村補助金 

 

 

（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 

連携する内容 

（１）経営分析・需要動向調査 

・情報交換 

・専門家による経営分析並びに需要動向調査の手法と助言 

（２）事業計画の策定・実施支援 

・情報交換 

・事業計画策定の手法と助言 

・事業計画策定後のフォローアップと事業者への助言 

・国・県などの公的支援策の申請についての助言 

（３）事業承継・創業・第二創業（経営革新）支援 

・情報交換 

・創業セミナーの講師 

・専門家による創業計画策定の手法と助言 

・経営革新計画の策定と助言 

・事業承継計画の策定と支援 

（４）小規模事業者販路開拓支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・ネット活用のセミナー講師 

・ビジネスマッチング（商談会・展示会等）の機会の提供 

（５）支援能力の向上 

・支援ノウハウの情報交換 

・経営指導員等の計画策定能力の向上 

 

連携者及びその役割 

Ⅰ．連携者リスト 

名称 住所 連携する内容 

中小機構 四国本部  

高山 千佳歳 
高松市サンポート2-1 高松シ

ンボルタワータワー棟7階 
・専門家派遣による経営分析

と助言 

・実現可能な事業計画の策定

と助言 

・事業計画策定後のフォロー

と助言 

・市場調査・経済動向等の情

報支援 

・販路開拓・商品開発支援（商

品企画からテストマーケティ

ング等のビジネスマッチン

グ） 

・支援情報の交換(経営指導員

等の支援能力の向上) 

 

(公財)高知県産業振興セン

ター 理事長 谷脇 明 

高知県高知市布師田3992‐2 

高知県よろず支援拠点 高知市布師田3992-2 (公

財)高知県産業振興センタ

ー5階 
高知県事業承継・人材確保セ

ンター センター 

杉本 雅敏 

高知県高知市本町2-2-29 

高知県中小企業団体中央会 

会長 町田 貴 

高知市布師田3992-2 

高知県中小企業会館４階 
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㈱日本政策金融公庫高知支

店 支店長 小原 励ニ 

 

高知県高知市堺町2-26  

高知中央ビジネススクエア 

資金調達支援 

・小規模事業者に対する資金

繰りの円滑化に繋げる 

・定期的に地域の金融需要動

向の情報交換を行い、小規模

事業者の需要動向を把握し、

金融斡旋の円滑化に繋げる 

・支援情報の交換 

(経営指導員等の支援能力の

向上) 

高知県信用保証協会 

幡多支所  

支所長  浜崎 東平 

高知県四万十市中村一条通

3-1-21 

幡多信用金庫 平田支店 

支店長 市川 剛 

 

高知県宿毛市平田町戸内1749 

四国銀行 宿毛支店 

支店長 小松 清 

高知県宿毛市駅前町1-1202 

(一社)幡多広域観光協議会 

小松 昭二 

高知県四万十市右山383-15 ・地域の観光振興に対する情

報交換・施策支援等 

三原村  

村長 田野 正利 

高知県幡多郡三原村来栖野346 ・産業振興に関する情報交換

・販路開拓や専門家派遣に関

する支援事業 

・地域振興事業の共同開催 

高知県  

知事 尾﨑 正直 

 

高知県高知市丸ノ内1-2 ・産業振興に関する各種施策

・地域企画支援員との連携に

よる地域活性化と産業創出 

 

全国商工会連合会 

会長 石澤 義文 

東京都千代田区有楽町1-7-1 

有楽町電気ビル北館19 階 

・情報提供(国等の施策の情報

収集) 

・展示会・商談会斡旋 

(販路開拓・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ機

会) 

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 ・情報提供(国等の施策の情報

収集) 

・展示会・商談会斡旋 

(販路開拓・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ機

会) 

・各種事業での連携(消費税転

嫁対策事業他) 

土佐清水商工会議所 

会頭 廣田 勝 

 

高知県土佐清水市寿町11番16

号 

支援情報の交換 

(経営指導員等の支援能力の

向上) 

中村商工会議所 

会頭 福田 充 

 

高知県四万十市中村小姓町46 

宿毛商工会議所 

会頭 立田 雅弘 

 

高知県宿毛市中央2-2-18 

黒潮町商工会 

会長 小島 正明 

 

高知県幡多郡黒潮町入野1936

‐1 
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四万十市西土佐商工会 

会長 浜田 敦夫 

 

高知県四万十市西土佐江川崎

2642‐1 

大月町商工会 

会長 長山 誠久 

 

高知県幡多郡大月町弘見2087

番地1 

高知はた農協 三原支所 

支所長 山口 良博 

高知県幡多郡三原村来栖野346 ・交流人口拡大による地域活

性化のための各種イベント事

業の共同開催 

・特産品開発・販路開拓に関

する情報交換等（地域資源の

発掘等による産業振興） 

・地域問題等の解決に向けて

の情報共有 

(公財)三原村農業公社 

理事長 藤本 節雄 

高知県幡多郡三原村宮ノ川

1271-152 

三原村森林組合 
組合長 大塚 昭 

高知県幡多郡三原村来栖野346 

三原村拠点ビジネス推進協

議会 
会長 沢良木 基希 

高知県幡多郡三原村来栖野346 

四万十かいどう推進協議会 

三原支部 
会長 矢野 啓介 

高知県幡多郡三原村来栖野346 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三原村商工会 
経営指導員 1名 
経営支援員 1名 

小 

規 

模 

事 

業 

者 
【行政】 
高知県 
三原村 

【関係団体】 
高知はた農協 

三原支所 
三原村森林組合 
三原村拠点ビジネ

ス推進協議会 
四万十かいどう推

進協議会三原支部 
（公財）三原村農

業公社 

【関係連携先】 
全国商工会連合会 
高知県商工会連合

会 
幡多地区商工会等 

【外部連携先】 
中小企業基盤整備機構四国本部 
高知県よろず支援拠点 
高知県人材育成・事業承継センタ

ー 
高知県中小企業団体中央会 
高知県産業振興センター 

【金融機関】 
㈱日本政策金融公庫 高知支店 
幡多信用金庫 平田支店 
四国銀行 宿毛支店 
高知県信用保証協会 幡多支所 

【マスコミ】 
高知新聞社 
県内テレビ局 他 


