
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 須崎商工会議所 （法人番号 9490005003676） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

小規模事業者にとっての最大の経営課題である「営業力」・「販路開拓」

において、他の支援機関との連携や支援能力の向上により、質の高い事

業計画書の策定・実施等に向けて伴走型支援を行い、優良なビジネスモ

デルを輩出していく。 

また、地域の中核的な経済団体として、流動人口の拡大や、元気のあ

る事業者の排出により、地域経済の活性化に貢献する。 

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【指針③】   

地域内の経済動向を調査・分析し、小規模事業者の実態を把握すると

ともに支援を要する業種等、地域における課題を抽出する。調査結果を

基に経営状況分析、事業計画策定および需要開拓支援につなげていく。

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員による個別相談において、地域内の小規模事業者にヒアリ

ングを行い、経営状況・経営課題等を確認し合い事業者と共有する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

補助金の採択だけが目的の案件とは切り離し、伴走型支援をすべく事

業者を選定し、経営発達につながる事業計画の策定支援を行っていく。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定された事業計画を実施において、他の支援機関との連携や専門家

を活用して、伴走型支援を行っていく。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

個社支援を行う事業者の提供する商品または役務を調査対象とする。

売れている品目も重要な調査ではあるが、売れる理由や売れる店に着目

した顧客の需要動向調査を行い、需要開拓につながる支援を行う。 

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】 

良い商品や役務ができても、市場で認識されない限り事業者の経営発

達には繋がらない。最大の課題である需要開拓を、他の支援機関との連

携や、専門家を活用して伴走型の支援を行っていく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．移住者および地元若者の定住化を目指した創業支援 

２．地域イベント企画・支援 

３．うつぼによる地域産業支援 

連絡先 

須崎商工会議所 中小企業相談所 

〒785-0012 高知県須崎市西糺町 4-18 

TEL 0889-42-2575 ／ FAX 0889-43-2696 

e-mail susaki@cciweb.or.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）須崎市の現状 

 

高知県須崎市は、県都高知市の西方 37 ㎞ 

高知県のほぼ中央部に位置し、 

東西 25 ㎞、南北 13 ㎞、総面積 135.44 ㎢ 

南は土佐湾に面している。 

 

市の西部を流れる新荘川は、１９７９年に

日本で最後に二ホンカワウソが確認された

清流で、このカワウソをモチーフに誕生した

マスコットキャラクター「しんじょう君」が、

ゆるキャラグランプリ２０１４、２０１５と

連続４位の成績をおさめた。 

 

このキャラクターによる効果は、関連グッズの売上に大きく貢献し、また、ふ

るさと納税への寄付にも効果が出ている。 

 

産業では、農業分野は、ミョウガ・キュウリ・シシトウ等が挙げられるが、中

でもミョウガの販売高は全国一で、主要産地として市場評価も高い。 

 

水産分野は、タイ・カンパチ養殖や、カツオ等の鮮魚類、イワシ・アジ等の干

物類、そして近年ではウツボで地域を盛り上げている。 

 

商業分野では、Ｂ級グルメで売り出した鍋焼きラーメンが県内外からも注目さ

れており、2013 年に期間限定で横浜ラーメン博物館へ出店、Ｂ１グランプリへは

プロジェクトチームが５年連続出場中で、市内約 30 店舗の提供店の内、人気店は

休日に市外客中心の行列が並ぶ。 

 
須崎市の業種構成 

建 設 製 造 卸・小売 宿泊・飲食 サービス その他 合 計 

105 87 401 205 343 92 1,233

8.5% 7.1% 32.5% 16.6% 27.8% 7.5% 100.0%

（2012 年経済センサス） 

 

 

しかしながら、当市は少子高齢化・人口減少に歯止めがかからない状況であり、

平成３７年には２万人を割ることが予測されている。 

人口が減り、市場規模が縮小することで事業者が減り、雇用の場が縮小するこ

とで流出が増加し、更に人口が減る。この負の連鎖を断ち切ることは容易ではな

いが、これを克服しない限り経済再生は期待できない。 
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須崎市の人口推移 

 H23 年 3 月 H24 年 3 月 H25 年 3 月 H26 年 3 月 H27 年 3 月 

人口 
男性 12,122 人 11,925 人 11,650 人 11,337 人 11,213 人

女性 12,716 人 12,516 人 12,311 人 12,092 人 11,899 人

総計 24,838 人 24,441 人 23,961 人 23,429 人 23,112 人

世帯数 11,201 世帯 11,183 世帯 11,033 世帯 10,809 世帯 10,859 世帯

 

須崎市としても、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を掲げ、結婚・出生・子

育てへの支援策や体制の整備に注力している。また、Ｉターン・Ｕターンを支援

するＮＰＯの活動も成果を生みつつあるが、「焼け石に水」の状況であり、当面の

目標は減少率をなだらかにする事としている。 

 

 

 

 

 

（２）須崎商工会議所の現状 

 

昭和３０年６月発足。 

会頭 以下 役員２６名、議員４０名。 

事務局長 以下 中小企業相談所職員６名

（経営指導員３名・補助員１名・記帳専任

職員２名）で経営改善普及事業に取り組み、総務課職員１７名（期間職員等含む）

で一般業務および市民文化会館、駅前案内所、ＪＯＢカードサポートセンター、

観光協会等を運営している。 

 

 
会員事業所の脱退・加入の推移 

年 度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

脱 退 数 ２０ １９ １９ １２ ５ 

加 入 数 ２１ １９ ９ ６ １４ 

増   減 －１ ±０ －１０ －６ ＋９ 

 

 

2014 年より、アグリフード EXPO へ２月の大阪、８月の東京開催へ商工会議所と

してブース出展し、事業者に同行して販路開拓の支援を行っており、一定の効果

が現れている。 

 

経営セミナー（集合型）においては、主催を青年部とした単独開催および、助

成金を出した共催、消費税関係の補助事業で開催し、事業計画の作成を行う。 

 

経営（創業）相談については、電話や来所の事業者を経営指導員が担当し、個々

で経営支援を行っている。 

 

商工業者数 １，５７０

うち小規模事業者数 １，３８４

会 員 数 ８１１

組 織 率 ５８．６％
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（３）経営発達支援事業の目標 

 

中小企業白書にも記述のあるとおり、小規模事業者にとっての最大の経営課題

は「営業力」・「販路開拓」である。 

新規顧客へのアプローチが、選定すべきターゲットの市場の特性を踏まえ、効

果的な経営戦術がとられている必要がある。 

そのための、ＰＤＣＡサイクル機能を持つ事業計画書が策定されていることが

理想であり、この計画書を自ら策定できる事業者を、一人でも多く増やしていく

事が商工会議所の役割である。 

 

事業経営を、持続かつ発達させて行く為には、目標値および現状の認識が必須

であるが、事業者が どこに向かっているのか 今はどこなのか 次にどうすれば

良いのか を自らで評価できる仕組みを構築し、逆境に強い、質の高い経営者を

生み出し続けていく事が最大のミッションである。 

 

人口減少の「負の連鎖」の一つでもある、事業者の減少問題に取り組むのも大

きな役割である。 

創業支援においては、創業者が来るのを待つ から、創業者を生み出す 仕組み

の構築を、人口減少の歯止め策の一つとして確立させることも目標とする。 

 

 

この経営発達支援事業の長期的な目標は、以下のような情景を捉えている。 

地域の人口減少が緩やかになり（２万人を割ることなく横ばい状態に近

い）、予測されていた人口をやや上回っている。県外に出ていた子供が、地元

へ帰ってきたという話もよく耳にするようになった。 

後継者のない小規模事業者の廃業はあるものの、既存事業者には元気があ

り、県外からの移住者のお店も増えてきた。 

１０年前と比して若い事業経営者が目立つようになり、街に活気を感じる。

 

この長期的な目標に達するために、地域の中核的な組織として、他の支援機関

や、関連組織との連携も踏まえ、当所の経営発達支援事業を進めていく。 

 

 

 

 

（４）課題および目標達成に向けての方針 

 

まずもって、経営指導員が中心となる事が前提であり、支援能力の向上ととも

に、支援情報の共有を密に行っていく事を基本方針とする。 

 

販路開拓においての課題は、商談会等への支援先が３～４社と限定的な点であ

る。出展業種の条件もあるが、他の展示・商談会への出展や、参加事業者の掘り

起こしを強化し、当年度の支援先を２倍の８社を目標値とする。 
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また、県内の商工会議所および商工会経営指導員等との連携が必要である。事

業者からの需要相談がある場合は照会をするが、いずれも待つ体制であり、今後

は営業的にネットワークを活用し、新規取引先の拡充を支援する。 

 

創業者支援においての課題は、制度資金のみ利用したい創業者への対応である。

事業計画を必要と考えない創業者に無理強いすることは困難で、結果的に事業が

長続きしないケースも出る。 

しかしながら、創業案件の分母を増やすことも、人口減少の対策の観点から見

ると重要な事であり、須崎市との連携で起業を誘発する事業を計画する。 

 

支援を行うにおいて、「どのような経営者に」「どのような支援」を行うかが、

個々の個人プレーであることが、事業者側の視点から見れば、大きな課題だとい

える。 

事業者の能力セグメントを行い、支援方法を考えることを、個人レベルではな

く、指導員で共有する仕組みを構築する。 

 

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２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日） 

 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
【指針①】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、 従

業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析  

【指針②】経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、

当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

【指針③】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の

経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

【指針④】マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、

ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業   

  

 

 

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】   

 

地域内の経済動向を調査・分析し、小規模事業者の実態を把握するとともに支

援が必要な業種等、地域における課題を抽出する。これらの調査結果を基に経営

状況分析、事業計画策定および新たな需要開拓支援につなげていく。 
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●事業内容 

① 地域の経済動向および景況感調査 
全国・四国地区・須崎市の経済動向について、業種別各業界の情報（売上高・

採算・仕入単価・従業員・業況・資金繰り）を月１回収集するとともに、得ら

れた分析結果を、計画策定に活用できるよう整理し、必要な事業者へ提供する

とともに、ホームページで公表する。 

 

② 須崎市の景況感調査 
青年部会員（約 35 名）で、３ヶ月に１回収集している業種別景況感調査（景

気・経営状況・融資・問題点・経営課題）を分析・整理し、必要な事業者へ提

供、計画策定に活用する。 

 

③ プレミアム商品券の利用実績 
プレミアム商品券が利用された店舗（H27.7～H27.12）の実績を項目別（店

舗規模・業種・加盟割合等）に集計し、市場のニーズや動向について分析した

結果を必要な事業者に提供し、計画策定に活用する。 

 

●目 標 

調査で得た結果を集計・分析するにあたり、指導員会議を開催し、計画策定

への活用方法と、その提供方法について検討する。なお、会議は月 1回定期的

に開催し、検討結果を毎月の職員会議で共有する。 

 

① 建設・製造・卸売・小売・サービス業の業界に精通する事業者を抽出、また、
商店街に属した事業者を対象に、経営指導員・補助員・記帳専任職員の６名で、

毎月１回（中旬）景況感調査を実施し、段階的に対象者を増やし精度を向上さ

せる。 
年 度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

調査対象

事業所数 

５業種 
２５ 

（各５社） 

３０ 

（各６社） 

３５ 

（各７社） 

４０ 

（各８社） 

４５ 

（各９社） 

商店街 
５ 

(初年度は代表のみ)
１０ １５ ２０ ２５ 

 

 

② 青年部会員を対象とした年４回の調査を、段階的に回数を増やし、情報の精度
を上げる。 
年 度 現 行 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

年間調査回数 ４回 ６回 １２回 １２回 １２回 １２回 

 

 

③ 期限内に使うと決めている予算が、「何に」「どこで」使用されたかの結果を元
に、市場ニーズを分析し、各事業者の選定すべき市場の検討材料として、最大

限に活用する。 

須崎市民の実情（最新結果）であるため、初年度で２０事業者に対して情報提

供とターゲットの選定に役立てる。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】   

 

小規模事業者の成長発展・持続的発展のため、企業ドック を行う。 

３名の経営指導員による個別巡回訪問や、窓口相談において、地域内の小規模

事業者にヒアリングを行い、経営状況・経営課題等を確認し合い事業者と共有す

る。 

 

●支援に対する考え方 

伴走型支援を行うに際して、※1事業者セグメントを行い、より経営意欲の高い

事業者に優先的な資源投入を行い、効果を生み出せる仕組みを構築する。 

ポイントは、 

1) 事業経営に危機感（または、今よりさらに向上したい）を持ち 
2) 他者の考えを取り入れる事ができ（商工会議所を活用したい） 
3) 自らが行動する事を自覚している事業者 

 
※1 事業者のセグメンテーション 

 

Level.５ 
事業経営に危機感を持ち、情報収集や学習を行い、自らで目標を設定し行

動する。 

Level.４ 

事業経営に危機感を持ち、情報収集や学習を行い、行動しているが効果に

結びつかず、方法を模索している。 

進んで学習しようとする。 

Level.３ 

事業経営に危機感を持ち、何とかしなければならないと思っているが、何

をすれば良いのか分からず、誰かの知恵を借りたい。 

学習もやむを得ない。自分で行動する必要を感じている。 

Level.２ 

事業経営に危機感を持っている。または、言葉では発しているが危機感が

感じられない。何とかしなければと思っているが、面倒くさい事は極力避

けたい。他者への依存度が強い。 

Level.１ 

事業経営に特に危機感を感じていない。 

何か良い方法があれば、行動してもよいと思っている。 

物事が思うようにならないのは、他者や外部に要因がある。 

 

金融の相談において、財務内容が芳しくない事業者の場合、事業廃止の円滑化

を促すことも経営指導員の重要な役割であり、その見極めとして、事業者の経営

意欲を評価するために活用できる。 

 

●分析の方法と活用（企業ドックとその活用） 

① 財務諸表による分析とその活用 
過去の決算書等により、売上高の推移、粗利益率の変化、経費や利益等を洗

い出す。数値の集計根拠や、財務への関与度合い（関心度）、考え方等が見え

てくるため、事業者のセグメンテーションに活用できる。 

 

② 環境分析とその活用（level.3 以上） 
ＳＷＯＴ・３Ｃ・ＡＢＣ分析等で、客観的な視点で支援しながら、内・外部

環境の洗い出しを行い、ターゲティングや経営資源・能力、提供価値等を明確

にしたマーケティングを行う。 

これを財務分析とリンクさせ、目標値や成功要因・経営課題を明確にするこ

とで広報戦略に繋げ、事業計画の策定に活用する。 

 

高 
 

経 

営 

意 
欲 

 

低 
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③ セルフアセスメントによる分析とその活用（level.3 以上）→H29 年度より実施
日本経営品質賞委員会の、「アセスメント基準」を参考にした※2 当所独自

の簡易版アセスメント項目を、平成２８年度で作成し、自らが評価する仕組み

をつくり、平成２９年度より実施する。 

 

これにより、事業者自らが自社のレベルを確認することが出来るだけではな

く、次のレベルに上がるための課題抽出も可能であり、目的を共有してポイン

トを絞った支援が可能になる。 

また、同時に事業者の プロセス思考・戦略思考・対話能力・価値前提 等

を分析することが出来るため、個社に応じた支援の方法が選択でき、質の高い

事業計画策定に繋げる事ができる。 

 
※2 簡易版アセスメント項目 

 

【基本理念の４要素】 

顧客本位・・・・顧客価値の創造、顧客の価値評価がすべてに優先する 
独自能力・・・・他組織とは異なる見方、考え方、方法による価値実現 
社員重視・・・・組織内の全ての人がオーナーシップを持って創造性を発揮する 
社会との調和・・社会に貢献し、社会から信頼される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
どの組織にも共通して当てはめられる枠組みを用いて、経営全体をアセスメントする。 
「組織プロフィール」と「８つのカテゴリー」で構成されるフレームワークを、当所独自のアセ

スメント項目を作成し、事業者が自ら評価できる仕組みをつくる。 

 

 

●目 標 値 

企業ドックの実施は、３名の経営指導員で行う。 

これまでに、マル経融資の利用や税務の相談者、各種セミナー受講者や創業者

等のリストより、セグメント Level.3 以上の事業者を選定し、事業計画の必要性

を理解していただき事業計画の策定に繋げる。 

 

ただし、（①財務諸表による分析）のみについては、セグメントに関係なくニー

ズに応じて、各指導員が毎年３件ずつ実施することを目標とする。 

これにより、経営意識（危機感）の向上、意識改革、指導員との信頼関係向上

組織プロフィール 方法／展開のカテゴリー 結果のカテゴリー

1．組織が目指す 

 「理想的な姿」 

2．現状認識と環境変化 

(1)提供価値 

(2)顧客認識 

(3)競争認識 

(4)経営資源認識 

3．変革認識 

4．組織情報 

1．.リーダーシップと社会的責任 

2．戦略の策定と展開のプロセス

3．情報マネジメント 

4．組織と個人の能力向上 

5．顧客・市場理解のプロセス 

6．価値創造プロセス 

7.1 リーダーシップと戦略

プロセスの結果 

7.2 組織内活動の結果 

7.3 顧客・市場への価値

提供  活動の結果 

顧客満足 

7.4 総合結果 社員満足 

財務の結

8．振り返りと学習のプロセス 
振り返りによって 

明らかになった課題
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につながる事が期待できる。 

 

＊初年度の目標値： ７件（3件×2名、1件×1名） 

＊２年目の目標値：１０件（各指導員が１件ずつ増やす） 

＊３年目  〃 ：１１件（4件×2名、3件×1名） 

＊４年目  〃 ：１２件（4件×3名） 

＊５年目  〃 ：１２件（4件×3名） 

 【合  計】 ：５２件 

※経営指導員３名の内１名は新人。分析は単発ではなく重点的な継続支援につながる

事を考慮した件数。 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】   

 

これまで、事業計画策定を支援してきた案件は、補助金の申請や、創業時の融

資申込みを目的とした事例がほとんどで、策定後の実施・検証・改善においては

支援が手薄い現状であった。 

これは、計画書を本来の目的で策定したのではなく、第三者に提出することが

目的であったため、事業者自身も策定後の支援を求めていない案件が多かったこ

ともある。 

そこで、今後の取り組みとしては、これまでの補助金目的の案件とは切り離し、

伴走型支援をすべく事業者を選定し、経営発達につながる事業計画の策定支援を

行っていく。 

 

●支援に対する考え方と対象者 

前述（２．経営状況の分析に関すること）のとおり、効果を生み出す事業計画

を策定するためには、経営意欲が高い事業者または、何らかの要因で意識が向上

する必要があり、事業者セグメント Level.3 以上の事業者を選定し、互いの信頼

関係構築に努める。 

個別支援の際には、事業者の考えを最重視しつつ、提案や、コーチング手法を

取り入れて、事業者が自分で作った事業計画だと強く認識していただく。 

 

●目 標 値 

経営状況の分析で、目標値とした事業者全員に対して、事業計画の策定支援を

行う事を目標とする。 

これは、そもそも分析の目的が、経営を発達させる事と捉えている経営意識の

高い事業者が対象であるため。 

 

＊初年度： ７件 

＊２年目：１０件 

＊３年目：１１件 

＊４年目：１２件 

＊５年目：１２件   合 計：５２件 
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●支援の方法 

分析結果（市場・中心顧客・競合・経営資源・独自能力・提供価値 etc.）を用

いて事業計画を策定していく。 

策定にあたっては、専門家や高知商工会議所の活用を取り混ぜ、セミナーや個

別支援により完成に導く。 

個別支援での作成方法については、※3可視化方式にて、当所独自の事業計画書

フォーマット（Word）へヒアリング内容を入力していく。 

また、事業計画書に並行した、※4事業計画実施プロセスシートを作成し、計画

実施中の進捗状況・内容検証等に活用する。 

 
※3 可視化方式 

相談を受ける際、卓上スクリーンにプロジェクターで投射し、ヒアリング内容をリ

アルタイムで入力していく方式。 

内容や表現方法がその場で確認・共有できるため、意思の疎通がしやすい。 

 

※4 事業計画実施プロセスシート（当所独自様式） 

事業計画の長期目的から逆算した中期目標・マイルストーン・作業等を時系列に

当てはめ、いつ何をどうするのかを表した資料。 

高レベル向けに、外部環境・内部環境を並行して記載し、後の検証の際、計画と

現状のギャップを認識し、考え方の向上につなげる。 

 

① 専門家によるセミナーおよび個別相談の開催（集合型） 
事業計画を策定するうえでの考え方や、プロセス、ポイントなどについて学

習し、実際に自分で作ってみる実践型のセミナーを、初年度より年１回開催す

る。ここで作成した未完成の計画書を、個別相談にてブラッシュアップしてい

く。 

専門家は、ミラサポ専門家派遣事業の活用や、当所の事業として、また、高

知商工会議所が開催する同等のセミナー等へ参加を促す。 

 

② 高知商工会議所「広域指導事業」の活用（個別型） 
高知商工会議所に配置されている※5専門経営指導員を活用し、可視化方式

にて個別で事業計画策定に導く。 

 
※5 専門経営指導員 

高知商工会議所は、中小企業支援知識・経験値の高い経営指導員を、専門経営指導員に任

命している。現在３名の専門経営指導員（中小企業診断士）が配置されており、県下５商工

会議所に対して、迅速かつ柔軟に派遣を行い、経営課題の解決を行っている。 

 

③ 経営指導員による個別伴走型支援（個別型・高意識） 
当所独自のセルフアセスメントを通じて、質の高い事業計画を策定する。 

基本理念の４要素（前述 ※2）を基にして、※6９つの重視する考え方を学

習する必要があるため、かなりの時間的資源を要する。 

したがって、ある程度の時期で事業計画を策定し、学習を進めながら計画を

修正していく方法を取り入れる。 

 
※6 ９つの重視する考え方 

1)コンセプト 2)変革 3)価値前提 4)プロセス 5)創発 6)対話 7)戦略思考 

8)ブランド 9)イノベーション 
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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】   

 

策定された事業計画を実施するにあたり、全事業者に対して経営指導員が伴走

型支援を行っていく。 

 

●実施支援の目標 

事業者が策定した計画が、予定通り実施されることは無論、数値計画のギャッ

プが予想される。このギャップがなぜ生じたのか（良くも悪くも）を重視し、顧

客の価値から導いた成功要因を伸ばし、問題点を改善し、ＰＤＣＡサイクルを意

識させた支援を行っていく。 

 

顧客価値志向の事業者として「顧客の価値なくして自社への利益は生じない」

（顧客が価値を得た結果、自社へ利益がもたらされる）を公式とし、先発者とし

て今後の事業者への成功事例、支援のコラボレーターとして活躍する事業者を輩

出し続ける事を目標とする。 

 

●支援内容 

① 支援・頻度 
事業者への支援は、経営意欲や案件により異なるが、計画当初は 1週～３週

1回のペースで電話連絡を行い、実訪や来所により「事業計画実施プロセスシ

ート」を突き合わせて進捗状況や、実施予定の確認を行う。 

その後は、計画のマイルストーンを目安として同様のチェックや、必要に応

じて計画修正を行う。基本的に、最低でも１ヶ月に１回は必ず連絡を取り合う

事とする。 

 

② 特別支援（高意識） 
セルフアセスメントを用いて支援する事業者においては、高知市に籍を置く

「ＮＰＯ公共経営研究会」の協力も得ながら、月１～２回のペースで定期的に

学習を続けていく。 

これは、グループ学習方式で実施し、同時に経営指導員の意識向上や、スキ

ルアップにもつながる。 

 

③ 金融支援 
事業計画において、資金の融通が必要な案件については、日本政策金融公庫

やメインバンク等と事前に連携を取りながら、計画の時期に融資を実行させ

る。 

 

④ 再計画支援 
実施している計画に、不備または大幅な計画変更が生じる場合は、再度、事

業計画策定支援に取り組むが、必要に応じて、専門家や高知商工会議所の広域

指導事業を活用する。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】   

 

個社支援を行う事業者の提供する商品または役務を調査対象とする。 

世の中で、「どういうものが売れているのか」という調査については、内閣府の

消費動向調査や、高知県の県民消費動向調査報告書等で調査結果を入手する。 

また、プレミアム商品券の利用実績から、地域消費者の心理的需要動向を読み

取り加味して分析する。 

 

「何が売れているのか」も重要な調査ではあるが、「なぜ売れているのか」、「な

ぜその店を利用するのか」に着目した顧客の需要動向調査を行う。 

調査は、業態・規模により異なるが、平均２０件入手・年１回以上を目標値と

して、実施を促す。 

得られた全事業者分の情報は、当所でデータベース化・分析し、新規顧客の獲

得や新たな需要開拓につながることを目標とした支援を行っていく。 

 

●市場の考え方・捉え方 

市場や顧客をセグメントする際、例えば「３０代女性」などと分類することが

あるが、この捉え方は精度不足と考えている。 

同じ年代・性別の人が、似通った生活スタイルで、同じような消費動向である

かと言えば決してそうではない。 

したがって、年代別の捉え方ではなく、年収（生活予算）・家族構成・決定権・

居宅（持 or 借）・趣味・志向・動機といった、買い手の生活スタイルやニーズに

着目したセグメントが効果的である。 

 

これらを踏まえて、ターゲティングを行う際に、自社の顧客として「これだけ

は逃したくない」（中心顧客）要素を持つ顧客像を設定し、※7 顧客価値創造をベ

ースとした支援を行っていく。 

 

※7 顧客価値創造 
顧客の価値評価がすべてに優先する顧客本位の考え方で、ニーズは無論のこと、さらなる

顧客の価値を考え続ける事で、競合他社との差別化を図る。 

 

 

●調査方法 

調査については、その目的を明確にする。 

① その商品または役務がなぜニーズがあるのか？それを欲する知覚的理由。 
② 商品の購入または役務の提供を受ける先の選定理由。 
それぞれの調査について、自社の顧客から簡易なアンケート調査にて情報を得

る。方法・対象者・質問は個社により異なるが、来店時や顧客リストから抽出し

た先への郵送等により入手する。 

この調査は、事業計画を支援する全事業者に対して実施し、当所へも集計結果

を蓄積し、分析したものを支援事業者にフィードバックする。 

 

目的を明確にしたアンケート調査からは、①は、顧客が求めている価値が商品
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や役務そのものではない知覚的・情緒的な理由を分析し、代替の価値を検討する

情報源として活用でき、②は、顧客が判断する対価に見合う価値を得る時に、そ

れに付随して得ようとする価値を分析する事ができ、競合他社との差別化に活用

する。 

 

※アンケートの質問例 

① その商品を購入する理由を、次の中から優先順に選んでお答えください。 
② その商品を購入する店舗を決める際、決め手となる要素を次の中から優先す
る順に選んでお答えください。 

 

 

 

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】    

 

良い商品や役務ができても、市場で認識されない限り事業者の経営発達には繋

がらない。この最大の課題である需要開拓を、事業者の業態や意識レベルに応じ

て伴走型の支援を行っていく。 

支援の対象は、事業者セグメントによる Level.3 以上を優先するが、Level.1

または 2であれば、上位レベルに向けるべく支援を怠らない。 

 

●考え方 

新たな販路を開拓し、それを継続する事ができる条件として、顧客本位の経営

がベースになる。 

需要の創造や掘り起こしを行うには、消費者が喜ぶ姿やシチュエーションを考

えることから始まる。これを曖昧にしてしまえば、結局は「自社が売りたいもの

を買ってもらう」考え方の経営になってしまう。 

分かっていても、つい忘れがちなこの考え方を常に意識した支援を行う。 

 

●販路開拓事業 

① 販路開拓セミナーの開催 
販路開拓をテーマとした、２日間コースの集合型セミナーを、全ての業態の

事業者を対象として開催する。このセミナーは専門家を活用して、自社をＰＲ

する商談シートの作成まで持ち込む。 

 

このセミナーでは、自社の商品や役務を、市場（ターゲット）に対して、い

かに「簡潔に」「興味がある情報を」「分かりやすく」説明することができるか

を鍛錬する。 

 

事業効果として、商談会等での自社商品や役務を提案するスキル向上や、効

果のある広告宣伝技術の習得が期待できる。 

受講者は２０社を目標として、平成２８年度から平成３０年度で、年１回・

合計３回開催する。 

 

② 商談会等への出展 
県外への販路開拓事業として、商談会への出展を毎年４回以上実施する。出
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展の方法は、須崎商工会議所としてまとめてブースを確保し（出展者名：須崎

商工会議所）、当所で出展者を１０社程度募集する。対象事業者は、主に食品

関係の製造業・小売業・卸売業が予想される。 

事業者が各個社で出展する場合と比べ、初めての商談相手に対して、信用や

保証の観点で、不安感を削減できるものと考えている。 

 
出展予定の商談会 

展示商談会名 バイヤー数／出展規模 主催者 

アグリフードＥＸＰＯ大阪 

東京 

16,000 人／300 小間 

14,000 人／750 小間 
日本政策金融公庫 

シーフードショー大阪 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｼｰﾌｰﾄﾞｼｮｰ 

15,000 人／230 小間 

31,000 人／13,000 小間 
大日本水産会 

 

出展に際しては、商談シートの作成等の事前準備から、同行して出展商談等

の補助、需要開拓から販路拡大に至るまで総合的な支援を行っていく。 

商談件数・受注件数・取引額・２回以上の継続取引等の情報を継続して収集

し、出展の効果を検証していく。 

事業効果の目標を、「受注に繋がった件数」とし、最低１件以上・平均３件

（出展毎）と設定し、受注に繋がらない事業者とは、検証と改善に取り組む。

 

③ 広報セミナーの開催 
小規模事業者が、「お金をかけずに自社や商品をＰＲする方法」として、広

報やパブリシティの活用は重要である。 

２日間コースの集合型研修を、平成２８年度より平成３２年度まで、年１回

実施し、新聞やテレビ、雑誌等の、メディアが取り上げたくなるプレスリリー

ス文の書き方を学習する。 

販路開拓セミナーと連動させ、自社商品を、メディアに向けて分かりやすく

提案する技法の習得を目指す。 

 

平成３０年度には、これまで参加いただいた事業所の商品を一同に集め、須

崎商工会議所として商品発表会をプレスリリースし、市内事業者の広報支援を

実施し、販路拡大に繋げていく。 

 

④ ふるさとチョイスへの登録 
須崎市へのふるさと納税の寄付件数・金額が平成２７年に激増した。このお

礼の品へ登録している事業者への注文についても、日々頻繁に行われ、この事

業を活用して新規顧客（直取引）の獲得や需要開拓に繋げていく。 

 
須崎市へのふるさと納税寄付 

年度 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 

寄付件数 １３件 １４件 ３５件 ３８，６９０件

寄付金額 377,000 円 425,000 円 2,007,000 円 ※5億5,500万円

前年比 22.7％ 112.7％ 472.2％ 2,765.3％ 

※２０１５年は、４月～１２月の情報。 

 

新規顧客の獲得や需要開拓に繋げるために、ふるさとチョイスでは入手でき
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ない魅力を伝える方法や、口コミで需要の掘り起こしに繋がる仕組みを、事業

者と計画する。 

 

⑤ その他の事業 
高知県産業振興センターとの連携 

ネットショップ成功者らで組織された、産業振興センターに事務局を置く

「ｅ－商人養成塾」との連携で、新たにネット販売を考えている事業者や、

ネット販売での売上低迷に悩む事業者を対象に支援を行う。 

単なる、成功事例のマネではなく、売上急増の要因を理論的に分析し、自

社に合った売り方を見出すことが目的。 

 

高知県地産外商課との連携 

県が主催する「中四国バイヤー招聘商談会」、「高知県アンテナショップ」、

「高知県内量販店等テストマーケティング」事業との連携で、市外・県外へ

の需要の創造を目的として、市場ニーズの捉え方に重点を置いた支援を行

う。 

 

高知商工会議所との連携 

高知商工会議所が不定期で開催する「トップバイヤー招聘セミナー・商談

会」、「ビジネスフェア中四国」、「日本百貨店しょくひんかん高知県ブース」

等への参加を促し、高知商工会議所の経営指導員と連携した支援を行い、新

たな販路を見つけ出す。 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組    

 

須崎市は、市の目指すべき将来像について、須崎市産業振興計画「すさきがす

きさ産業振興計画」の目的に、以下のように記載している。 

 
人口減少に歯止めがかからないなか、地域社会の発展のためには、地域の特性に応じた産業振興

施策を展開し、本市の魅力を高め定住人口の維持、交流人口の増加を目指さなければなりません。

このような状況を背景として、本市が目指す産業振興の姿を明らかにし、地域活性化による持続

可能な須崎市に向けたまちづくりを進めることを目的とした「すさきがすきさ産業振興計画」を

策定するものです。 

 

このように、須崎市は産業振興計画において、現在の地域経済を維持・持続し

ていくためには、定住人口の維持と交流人口の増加を最重要課題と位置づけ、様々

な施策を実行している。 

 須崎商工会議所では、地域総合経済団体として地域の多様な機関・関係者間

で協議する場を設け、須崎市の掲げる方向性を共有したうえで、以下に重点を置

き、連携を図りながら地域活性化に取り組んでいく。 

 

① 移住者および地元若者の定住化を目指した創業支援 
現在、須崎商工会議所では、年間１０件程度の創業相談を受けているが、来

所された人を対応するに留まっている。 
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また、須崎市から移住促進事業の委託を受けている、移住促進センター「暮

すさき」の活動により、移住者の数は徐々に増えてきているが、就労の問題で

定住できない人が多いのが現状である。 

 
須崎市への移住者数の推移 

年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 合計 

人数 ２０ １４ ２１ ３８ ９３ 

割合 21.5％ 15.1％ 22.6％ 40.9％ 100.0％ 

 

 

須崎市との共有課題である、定住人口を維持するためには、移住者の創業支

援や仕事の確保、地元の若者の市外流出を防ぐ為の、創業支援に注力する事が

必要である。 

具体的には、都市部で開催される移住促進説明会に、「暮すさき」と連携し

て創業相談窓口担当として参加し、移住先で創業希望の方々に、様々な情報や

ノウハウを提供する。 

移住された後は、事業が順調に維持できるよう、さらにきめ細かなサポート

で伴走型の支援を行う。 

 
※移住者へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、創業支援は人口の少ない須崎市の場合、創業意思を持った人のみに対

応していても数が育たないため、地元若者の創業意思を醸成する取り組みが必

要である。 

そのための施策として、地元の中学生、高校生、専門学校生、社会人等に対

して、創業の意思を醸成させるセミナーを企画実施する。 

セミナーでは、商売だけではなく、地域を良くするための「ビジネスプラン」

の作成や、発表により、実現可能なプランとなるよう支援する。 

この活動を、継続的に実施していくことで、次世代の経営者や地域を担う人

材の育成につなげていく。 

自分たちが、「この地域で何ができるか」、「何をすべきか」を本気で考える

場を設けることで、「市外・県外企業への就職」だけではなく、「地元で創業す

る」という選択肢もあると考えてもらうことを第一目的として実施したい。 

 

 

 

 

 

須崎市情報 

移住者情報 

就職情報 

空き店舗情報 

空き家情報 

創業に関する様々な支援策 

移住希望者（創業意思） 

移
住 

促
進 

 

須崎 

商工会議所

 

移住促進 

センター 

｢暮すさき｣ 
連携 
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② 地域イベントの企画・支援 
須崎市の、課題のひとつである「交流人口の増加」を目指し、当所・行政・

住民が三位一体となった各種イベントを開催し、地域活性化を図っていく。 

 

具体的には、須崎市元気創造課や須崎市観光協会等と連携した各種イベント

を開催し、広く住民の参加を促すことで、住民の地元愛の醸成や、当所活動の

理解促進を図り、当所・行政・住民におけるつながりを醸成していく。 

また、市外からの誘引に注力し交流人口の増加を目指す。 

 

全てのイベントは、須崎市元気創造課および須崎市観光協会と意見調整を図

りながら実施し、当所が主管するイベントについては、実行委員会（行政、地

域住民の代表、事業者、観光関連団体等で構成）を起ち上げ、地域住民とのコ

ンセンサスを図ったうえで、実施内容、実施時期、実施規模（予算・人員）等

を定めていく。 

併せて、当所が主導して、各イベントのＰＤＣＡサイクルを回し、須崎市全

体としてレベルアップできるよう支援していく。 

 

また、平成２８年４月から１年間、高知県中西部の５市町（須崎市・中土佐

町・四万十町・津野町・梼原町）で共同開催する観光キャンペーン「奥四万十

博 2016」がスタートする。 

高知県をあげてＰＲするため、平成２８年度は多くの観光客が須崎市を訪れ

ることが想定される。 

 

この機会を活かして、須崎の良さをＰＲし、またリピートしていただけるイ

ベントを企画する。 

１０月に開催予定の「※8 須崎バル（仮称）」では、市外からのお客様が、

老若男女を問わず日中から夜間まで、須崎の食を楽しめるイベントとして企画

している 

 
※8 須崎バル（仮称） 

バルとは、ちょい飲みで、町のお店を何軒もハシゴするイベント。 

須崎市の場合、飲み屋が点在して集積していないので、町全体のバルにして、喫茶店やラ

ーメン屋、パン屋など様々な飲食店を巻き込んだイベントを企画している。 

 
須崎市の主なイベント（平成２８年） 

開催月 イベント名称 当所主管 

２月 須崎うつぼ祭り ○ 

３月 
夜桜キャンドルナイト  

桜まつり（野だて） ○ 

８月 須崎まつり（花火大会） ○ 

９月 新子まつり  

１０月 須崎バル（仮称） ○ 

１１月 
お魚まつり ○ 

吾桑ふるさと感謝祭  

１２月 須崎 X'mas イルミネーションイベント ○ 
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③ うつぼによる地域産業支援 
平成２５年、将来の須崎市に危機感を抱いた、須崎商工会議所青年部や須崎

青年会議所のメンバーが中心となり、「須崎うつぼ学会」を立ち上げた。 

目的は、地域資源である「うつぼ」を活用した町おこしを実施し、交流人口

の増加と、地域の飲食業および食品加工業の活性化を図ることである。 

  

現在まで、飲食店のうつぼ料理調査・うつぼの蒲焼試作販売・須崎うつぼマ

ップ作成・龍馬パスポート（高知県の観光スタンプブック）へ市内飲食店の登

録、イベント（須崎うつぼ祭り）開催等を行ってきた。 

これらの活動を通じて、少しずつ須崎のうつぼ料理が県内外に浸透しつつあ

るが、平成２８年度より、うつぼ加工食品の、本格的な商品開発および全国展

開の実施を予定している。 

 

当所としては、商品開発・マーケティング・販路開拓等について、事業を支

援した後、３年後を目処に、現在の任意団体から企業組合として法人化し、独

立運営できるよう支援していきたい。 

 
須崎うつぼマップ 
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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   

 

他の商工会議所等や支援機関等との間で、支援ノウハウや考え方等について情

報・意見交換を行い、経営指導員のスキルアップに繋げ、事業者への質の高い支

援を行う事を目標とする。 

 

●他の商工会議所との連携 

年間、５～６回の研修事業へ、県下６商工会議所の経営指導員が参加する。中

でも意識の高い経営指導員と、受講に対しての意見交換や、事例の情報交換で意

識の共有を図り、相互の事業者支援能力の向上に繋げる。 

これらにおいては、会議後の懇親会を利用することが非常に効果的で、積極的

に交流を深めることも重要と捉えている。 

 

県下６商工会議所で、平成２８年１月新たに組織された「経営発達支援計画広

域連携協議会」において、既に支援計画が承認された３商工会議所を軸に、経営

指導員間のノウハウや、意識共有を行い、支援能力の向上を図る。 

この協議会は、平成２８年度より本格稼働の予定。 

 

●他の商工会との連携 

商工会においては、職員協議会、マル経協議会、税務署管内の会議等で、年間

５回程度の交流があり、同様に意識の高い経営指導員間で、ノウハウの共有や交

流を深める。 

交流により、管内事業者間の取引先紹介等において、スムーズなマッチングが

行え、事業者の新規取引に貢献できる。 

 

●他の支援機関および専門家との連携 

日本政策金融公庫高知支店・高知県信用保証協会との懇談会を、各年１回以上

開催し、金融や財務部門を中心としたノウハウや情報交換を行い、支援ポイント

の習得やスキル向上に努める。 

 

商工中金高知支店と連携し、半年に１回情報交換会を開催し、須崎市内事業者

の商品情報や取引先ニーズを共有し、全国の商工中金顧客企業とのマッチングを

行う。マッチング情報を市内事業者へフィードバックし、経営支援の一助とする。

 

当所会員事業所の司法書士と適時（来所または実訪）連携を取り、トラブル対

処におけるノウハウや、回避策等についての支援力向上を図る。 

 

当所顧問税理士と随時（週１回来所）連携を取り、税法や財務部門におけるス

キルアップを行う。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること   

 

従来からの、「経営の相談は経営指導員だけが行う」という組織文化を脱却し、

「組織全体で事業者を支援していく」という意識改革を行い、個々の職員の支援

能力向上と、ノウハウや事業者情報を共有する仕組みづくりを行う。 

 

●取り組みを行う考え方 

当所内部の都合を考慮すると、業務を完全に分けて対処することが合理的だと

考えられ、また県の要綱にも沿った体制で、永年、組織文化を継承してきた。 

しかしながら、我々に与えられた最優先される「事業の持続的発展」というキ

ーワードから考慮すると、事業者にとっては、デメリットとなる身勝手な組織体

制とも言える。 

地域社会から、「あって良かった」「無くては困る」組織として存続していく為

には、事業者本位の組織体制であることが必須とされる。 

 

●支援能力向上の仕組み・利益の確保に資する支援ノウハウの習得 

① 小規模２法の研修事業を開催 
小規模基本法および支援法改正に伴う経営発達支援計画の意義について、

「経営発達支援計画広域連携協議会」にて、補助員・記帳専任職員等、役職別

の研修会を開催し、県下６商工会議所職員の意識共有を図る。 

 

② 商工会議所研修事業の位置づけ 
高知県商工会議所連合会が主催する、経営支援をテーマとした「商工会議所

研修事業」が、年間約５回（約２０時間）開催されているが、経営指導員のみ

が参加し、税務関係の研修会には、補助員・記帳専任職員も参加していた。 

平成２８年度より、この「商工会議所研修事業」を、一般職員を含む全職員

が対象と位置づけし、毎回人員調整を行い積極的に参加する。 

 

③ 商工会等職員協議会への加入 
経営指導員・補助員・記帳専任職員のみが加入していた「商工会等職員協議

会」へ、事務局長および一般職員も加入し、部門別研修会等へ積極的に出席す

る。他の商工会等の、同部門職員間での交流により、情報交換や意識改革に繋

げることが期待できる。 

 

④ 講師として研修事業を開催 
経営指導員は、中小企業大学校が主催する専門研修へ年１回以上参加し、他

の研修事業での知識も合わせ、支援能力の向上を図る。 

さらに、事業者を対象とした研修事業を、経営指導員が講師として年１回以

上開催し、能力向上に努める。 

この事業は、経営指導員の能力向上のみならず、個人に集積しがちな知識を

共有させることにも貢献する。 

 

⑤ セルフアセッサー養成 
経営指導員を対象に、経営品質協議会が認定を行う「セルフアセッサー」と

して養成する。認定後も２年に１度の認定更新研修を受講し、スキルのブラッ
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シュアップを行う。 

 

⑥ 経営支援業務への同行 
従来は、個々の経営指導員が単独で行っていた日常の経営支援業務へ、若手

経営指導員や指導員以外の職員が同行・同席し、事後ミーティングを行うこと

を標準化させる。 

職員の支援ノウハウ習得は無論、経営指導員においても、違う視点や客観的

な意見を吸収することで、支援能力向上の効果が期待できる。 

 

●組織内で共有する体制・仕組みの構築 

① 職員会議の改善 
毎月初めに開催している、各職員の職務予定等を共有する目的であった職員

会議を大幅に改善する。 

経営支援をテーマとして、事例等の報告・相談・意見交換を行う、約１時間

の月例会議を開催し、組織内での共有を図る。 

 

② 学習報告書の義務化 
従来は、市外での研修事業へ参加（出張）した場合、復命書を提出していた

が、市内での研修や主催事業では何も提出していない。 

今後の取り組みとして、経営支援のテーマに限っては「学習報告書」の提出

を義務化する。 

これは、研修の内容に特化するのではなく、受講者が感じた事や、事例と関

連させた事等、ノウハウの共有を意識した内容で作成し、全職員に回覧する。

 

③ グループウェアの導入 
日本商工会議所青年部が活用している、「エンジェルタッチプロ」を導入し、

情報の共有や支援ノウハウの蓄積に活用する。 

月額約 300 円で、以下の活用を予定している。 

 

1) 組織の事業予定の共有および職員の確認状況の把握 
2) 個者の業務予定の共有（および他の職員の確認状況の把握） 
3) 研修事業等の周知および出欠確認 
4) 学習報告書等の回覧および確認状況の把握 
5) その他 

 

 

※ これらの取り組み事項を、曖昧にしないため文書化し、職務規定として組織

全体で共有する。 
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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 

 

本経営発達支援計画を実施するにあたり、事業の妥当性・適正性等を検証する

ため、※9「経営発達支援委員会」を発足し、事業を総合的に評価する。これは、

当所の実施する経営発達支援計画の効果的なＰＤＣＡサイクルの構築を目的と

し、※10 評価結果は公表し、不特定多数者が閲覧可能にする。 

 

 

① 当所経営指導員３名で四半期毎に、事業の進捗・成果等について評価を実施

し、常議員会へ報告する。 

 

② 経営発達支援委員会を年１回（年度末）実施。事業成果の評価を行い、改善

事項を明らかにする。 

 

③ 経営指導員３名で事業計画の見直し・修正を行い、評価結果とともに常議員

会へ報告し、修正案の承認を受ける。 

 

④ 修正した事業計画を実施する。 

 

 
※9 経営発達支援委員会 

須崎市長・高知県地域支援員・NPO 公共経営研究会・外部中小企業診断士、および当所専務

理事・事務局長・経営指導員で組織し、経営発達支援計画を評価し、改善事項を明確にする

組織。 
 
※10 評価結果は公表 

公表方法は、当所ホームページにて計画期間中公表する。 

http://www.cciweb.or.jp/susaki/ 
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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 

（Ｈ２８年２月現在）

（１）組織体制 

 
① 実施体制 

事業名 事業内容 責任者 担当者 

個社支援 

１． 地域の経済動向調査 

２． 経営状況の分析 

３． 事業計画策定支援 

４． 事業計画策定後の実施支援 

５． 需要動向調査 

６． 新たな需要の開拓に寄与する事業 

事務局長 

中小企業相談所 

経営指導員 ３名 

補助員   １名 

記帳専任職員２名 

地域支援 地域経済の活性化に資する取り組み 事務局長 

中小企業相談所 

経営指導員 ３名 

補助員   １名 

記帳専任職員２名 

総務課 

一般職員  ２名 

支援力向上 

１． 他の支援機関との連携を通じた支援

ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

２． 経営指導員等の資質向上等に関する

こと 
事務局長 

中小企業相談所 

経営指導員 ３名 

補助員   １名 

記帳専任職員２名 

総務課 

一般職員  ２名 

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 

中小企業相談所 

経営指導員 ３名 

 

② 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

須崎商工会議所 中小企業相談所 

〒785-0012 高知県須崎市西糺町４番１８号 

TEL 0889-42-2575 ／ FAX 0889-43-2696 

E-mail susaki@cciweb.or.jp 

 

須崎商工会議所 中小企業相談所 

総務課 
事務局長

経営指導員  ３名 
補助員    １名 
記帳専任職員 ２名 

一般職員   ２名 

会 頭 
副会頭 
専務理事（常勤） 
常議員 
議 員 
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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） 

 ２８年度
(28 年 4 月以降)

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

必要な資金の額 7,650 7,750 7,400 7,400 7,400

 

経営状況の分析 

・専門家謝金 

 

事業計画策定 

・専門家謝金 

・機器購入費 

 

事業計画実施支援 

 

需要の開拓 

・専門家謝金 

・商談会支援 

・アンテナショップ 

 ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援 

 

地域経済の活性化事業 

 

他の支援機関との連携 

 

経営指導員等の資質向上 

・セルフアセッサー養成 

・中小企業大学校研修 

・商工会議所研修事業 

・その他 

 

事業の評価見直し 

 

200

500

50

50

500

2,000

200

3,000

100

400

300

200

100

50

200

500

50

50

500

2,000

200

3,000

100

500

300

200

100

50

 

200 

 

 

500 

 

 

50 

 

 

500 

2,000 

200 

 

 

3,000 

 

100 

 

 

200 

300 

200 

100 

 

50 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

50 

 

 

500 

2,000 

200 

 

 

3,000 

 

100 

 

 

200 

300 

200 

100 

 

50 

200

500

50

500

2,000

200

3,000

100

200

300

200

100

50

（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 

 

自己財源（会費・各種手数料収入）および 国・県・市補助金 

 

（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 

○他の支援機関が有している情報やノウハウを共有し、支援力の向上を図る。 

○事業計画の策定や、資金調達において事前に連携し円滑な計画実施を図る。 

○創業者を創出し、人口減少対策の一要因に寄与すべく連携を強化する。 

○需要開拓に資する取り組みについて、事業者の持続的発展に向け、密な連携を図る。

連携者及びその役割 

○高知県よろず支援拠点 コーディネーター 小松 宗二 

高知県高知市布師田 3992-2 高知県中小企業会館 5 階（TEL 088-846-0175） 

○高知県中小企業団体中央会 連携推進部課長 松井 大治 

高知県高知市布師田 3992-2（TEL 088-845-8870） 

 

（役割）事業計画策定支援において密な連携を図る 

 

○特定非営利活動法人公共経営研究会 理事長 藤田 光一 

高知県高知市福井町 1428-25（TEL 088-871-1678） 

 

（役割）当所独自のアセスメント項目の策定において支援を受ける 

 

○㈱日本政策金融公庫高知支店 支店長 近藤 通哉 

高知県高知市堺町 2-26 高知中央ビジネススクエア（TEL 088-822-3191） 

○商工中金高知支店 支店長 小山 直人 

高知市本町 4-2-46（TEL 088-822-4481） 

○高知県信用保証協会 常務理事 藤崎 壽久 

高知県高知市上町 3-13-14（TEL 088-821-2610） 

○株式会社四国銀行 須崎支店長 濱田 正 

高知県須崎市西古市町 3-7（TEL 0889-42-2300） 

○株式会社高知銀行 須崎支店長 北添 建男 

高知県須崎市青木町 1-19（TEL 0889-42-2415） 

○高知信用金庫 須崎支店長 近添 久美子 

高知県須崎市東古市町 5-10（TEL 0889-42-2450） 

 

（役割）事業計画の策定や資金の調達において連携を図る 

 

○須崎市長 楠瀬 耕作 

高知県須崎市山手町 1-7（TEL 0889-42-2311） 

○特定非営利活動法人暮すさき 事務局長 大﨑 緑 

高知県須崎市桐間南 1（TEL 050-8808-6388） 
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（役割）創業者を生み出す事業での勉強会や移住者の受け入れで連携を図る 

 

○高知県知事 尾崎 正直 

高知県高知市丸ノ内 1-2-20（TEL 088-823-1111） 

 

（役割）販路開拓事業において県主催の商談会等への出展で連携を図る 

 

○公益財団法人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（TEL 088-845-6600） 

 

（役割）販路開拓事業においてネットでの販売力を強化するための支援を連携 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企 

業 

ド
ッ
ク 

 
 

須崎商工会議所 

小規模事業者 

高知県 
産業振興センター 

メインバンク 
四国銀行 
高知銀行 
高知信用金庫 

日本政策金融公庫 
信用保証協会 
商工中金 

 

相 

談 

連 携 

連 

携 

連 携 

融資実行   相 
談 

須崎市 
暮すさき 

創業者の卵 

連 携 

伴
走
型
支
援 

需要開拓 

よろず支援拠点 
公共経営研究会 

相 談 

支 援 

掘り起し･学習
連 

携 


