
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
南国市商工会（法人番号 7490005004701） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

① 商業分野に関し、小回りの利く高齢者サービス等の強みをもった小規
模事業者を育成・創業支援し、事業所数減少に歯止めをかける。 

② 工業分野に関し、ものづくりに関する各種補助金等施策を活用し、生
産力・製品開発力強化や新分野進出を図っていく。 

③ 地域活性化に関し、中心市街地活性化協議会を通じ、賑わいや雇用創
出にむけた取組を実施。また「ごめんケンカシャモのブランド化」を

通じ、食を通じた観光振興に結び付け、地域を活性化する。 

事業内容 

① 地域の経済動向調査の実施 
地域の小規模事業者の実態をふまえ、実情に応じた持続発展的な経営

計画を小規模事業者自らが立案できることを目標とし、経済動向調査

を実施（整理）し、活用・提供する。 

 

② 経営分析・事業計画の策定・実行支援の実施 
経営指導員の巡回・確定申告窓口相談、小規模事業者経営発達支援融

資制度等の斡旋を通じて、支援ニーズの発掘を行う。従来のように単

発的・短期的な課題解決に留まらず、各事業所の売上高・利益に結び

付く経営分析を専門家と連携し継続的に実施し、地域の実情とクロス

した持続発展的な事業計画策定・実行支援を行う。 

 

③ 創業・第二創業支援の実施 
創業支援に際し、経営の安定・維持発展に結実するように伴走型で経

営のモニタリングと支援を実施、経営安定までの早期淘汰を防止して

いく。また後継者等による第二創業を支援、事業継承が出来る経営基

盤を整備し、事業者の減少に歯止めをかける。 

 

④ 小規模事業者販路開拓支援の実施 
地域小規模事業者の販売する商品、提供する役務について、新たな販

売先発掘に結び付けるため需要動向や展示会等の情報をより広く収

集、提供する。また開発商品に関するプレスリリース支援を実施する

ことで、認知度の向上に努める。 

 

⑤ 地域経済活性化事業の実施 
中心市街地活性化協議会を通じ、中心市街地の核となる利用策（企業

誘致を含む）を検討し、地域活性化を図る。また高知県産業振興計画、

地域アクションプランに基づき、「ごめんケンカシャモ」を活用した、

地域活性化策を検討する。 

連絡先 高知県南国市大埇甲 1623-5 南国市商工会 TEL088-864-3073 
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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商業分野に関する支援目標 

 

 南国市の商業においては、近年特に小売業事業者数の減少が目立ち、その要因は大型

店の進出等の環境変化が大きいと考えられる。人口の減少・高齢化、需要の減退が今後

予想される中、小回りの利く高齢者サービス等、独自の強みをもった小規模事業者を育

成・創業支援することで、事業所数減少に歯止めをかける。 

 

 平成 24 年経済センサスによると南国市の商業（小売業・卸売業）の事業者数は 429

店で、平成 9 年の 771 店をピークに 342 店減少。特に小売業に関しては、平成 24 年度

の事業者数は 334 店であり、ピーク時昭和 57 年の 694 店より 360 店が減少。とりわけ

平成 19 年から平成 24 年の 5年間で 169 店が激減しており、深刻な問題となっている。

 

図表 1 南国市小売業・卸売業の事業者数推移 

                               （単位：店） 

 
                    経済センサスおよび商業統計調査より 

 

また年間販売額の推移は次表の通りである。小売業における平成24年の販売額は45,037

百万円、ピーク時の平成 9年、53,964 百万円より 8,927 百万円減少している。その一方、

1 店舗あたりの売上高を算出すると、平成 24 年は約 135 百万円であり、平成 9 年の約

80 百万円と比較し大幅に増加、小規模事業者が淘汰され、大型店化が進んでいることが

伺われる。 

169店の激減 
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図表 2 南国市小売業・卸売業の年間販売額推移 

                            （単位：百万円） 

 
経済センサスおよび商業統計調査より 

 
一方南国市の人口は平成 22 年度国勢調査では 49,472 人で、65 歳以上の高齢者が人

口に占める割合を示す高齢化率は 25.5%、平成 17年度の同調査 50,758人、23.2%と比
較し、人口減少と高齢化が進んでいる。年齢別の人口構成等を勘案すると、今後も人口

減少・高齢化は進み、市場全体の需要増加は困難であると考えられる。この様な中、南

国市商工会では、高齢者向けサービス等、進展が見込まれるニッチ分野の動向・事例を

調査し、小規模事業者の強みが発揮できる機会を提案・創造。小規模事業者の創業、後

継者等による第二創業に結び付け、その減少に歯止めをかける。 
 
 
 
②工業分野に関する支援目標 

 高知県産業振興計画の製造品出荷額等目標額（平成 32 年 6,000 億円以上）から勘案

し、南国市内における平成 32 年目標額 1,020 億円を目指す。そのため、ものづくりに

関する各種補助金等施策を活用し、生産力・製品開発力強化や新分野進出を図っていく。

 

 平成 25 年工業統計（従業員 4 人以上の事業所）速報値によると、南国市における製

造品出荷額等の値は 938.4 億円。リーマンショックを要因とする減少から、徐々に回復

をみせている状況である。（図表 3） 

高知県産業振興計画においては「ものづくりからの雇用拡大と地域の賑わい」をある

べき姿とし、平成 32 年製造品出荷額等の目標値を 6,000 億円以上と定めている。当市

の占める出荷額等割合から勘案し、当市目標値を 1,020 億円と定め、ものづくりに関す

る各種補助金等施策を活用し、生産力・開発力強化や第二創業、雇用の創出を図ってい
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く。特に南国市において事業所比率の高い、各種機械製造業、食料品製造業に重点をお

き目標を達成させる。 

 

図表３ 南国市製造品出荷額等の推移 

 
工業統計 平成 25 年速報値（従業員 4人以上の事業所）より 

 

③地域経済活性化に対する支援目標 

 南国市地域経済活性化の方策を検討すべく中心市街地活性化協議会を通じ、関係機関

と連携、賑わいや雇用創出にむけた取組を実施していく。同時に高知県産業振興計画、

地域アクションプラン「ごめんケンカシャモのブランド化」に基づき、企業組合ごめん

シャモ研究会および取扱い飲食業者を支援、食を通じた観光振興に結び付け、地域経済

を活性化する。 
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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 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 

 

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】 
   
現状においては、小規模事業者の事業計画策定支援等の際、断片的に地域経済動向

情報を収集しており、またその情報を広く提供していない。 
経営発達支援事業においては、地域の経済動向の変化に対し、的確な支援を実施す

るための事項を網羅した資料を作成するとともに、小規模事業者自らが中長期的な経

営の方向性を導き出せる資料として、広く情報提供を実施する。 
 

調査分析項目 内容 

南国市内人口調査 人口推移・世帯数推移・高齢化率推移を過去 5年間の時系列

で示すとともに、四半期毎に人口・世帯数・高齢化率をタイ

ムリーに把握、総合的な経済指標として活用・提供する。 

＜情報収集手段＞ 

南国市行政区別人口集計表・年齢別統計表より収集・加工 

観光市場調査 南国市内の主要施設（西島園芸団地・高知県立歴史民俗資料

館・パシフィックゴルフクラブ）および南国インターの利用

者数を調査、5年間の時系列で示し、入込客数等を把握する

資料として活用・提供する。 

＜情報収集手段＞ 

県外観光客入込・動態調査（高知県観光振興部観光政策課）

より収集・加工 

中心市街地空き店舗調

査 

南国市中小企業振興条例「空き店舗活用事業」（補助金）を

活用した創業者や移転者を発掘できるように、調査を実施し

活用・提供する。 

＜情報収集手段＞ 

毎年１回、南国市後免町・駅前町・朝日町に関する現況店舗

数・空き店舗数を巡回にて実地調査を行う 

中心市街地通行量調査 空き店舗活用者等が事業計画策定に活かせるように、中心商

店街の通行量を調査し活用・提供する。 

＜情報収集手段＞ 

毎年１回平日（9：00～17：00）、南国市後免町内において、

歩行者・自転車・バイク・車の通行量を現地調査する 
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工業統計 南国市内の製造品出荷額等調査において、産業分類中分類別

の需要動向の過去 5年間の推移をつかみ活用、提供する。ま

た現金給与総額および従業者 1 人あたりの現金給与総額を

算出し、5年間推移を把握、賃金推移の基礎資料として活用、

提供する。 

＜情報収集手段＞ 

工業統計 市区町村別 産業分類別統計表より収集・加工 

南国市内景況調査 南国市内の景況調査を四半期毎に実施、地域経済動向を把握

し、的確な指導に活用するとともに、広く情報提供を実施す

る。 

＜情報収集手段＞ 

景況調査表を作成のうえ南国市内の小規模事業者を巡回訪

問し、ヒアリング調査を実施する 

土佐打刃物製造業者の

後継者育成調査 

南国市伝統産業である土佐打刃物製造業者については、巡回

により後継者育成意向調査を実施、「南国市伝統産業後継者

育成技術指導事業」を通じた事業承継に活用する。 

＜情報収集手段＞ 

アンケート調査表を作成のうえ、南国市内土佐打刃物製造業

者を巡回訪問、ヒアリング調査を実施する 

事業承継調査 事業承継に係るアンケート調査を実施、後継者の有無や、承

継タイミング等を調査・分析し課題を設定、スムーズな事業

承継に結びつかせる。 

＜情報収集手段＞ 

アンケート調査を作成のうえ、郵送調査法にて実施する。 

 

 

＜調査・分析結果の提供手法＞  

◎景況調査レポートを作成し、当会窓口・巡回時に配布するとともに、南国市役所、市

内金融機関窓口にて配布、また当会ＨＰでも公開し、小規模事業者の経営改善に役立

てる。また南国市内人口調査（四半期版）をＨＰに同時掲載する。 

 

◎南国市商工会地域経済動向レポート（年度版）を作成し、当会窓口・巡回時に配布す

るとともに、南国市役所、市内金融機関窓口にて配布、また当会ＨＰでも公開し、小

規模事業者の経営方針立案に役立てる。 

 「南国市内人口調査・観光市場調査・中心市街地空き店舗調査・中心市街地通行量調

査・工業統計」 

 

◎土佐打刃物製造業者の後継者育成調査については、結果を対象事業所等に配布すると

ともに、各事業所の後継者育成ニーズを把握し、支援に活かす。 

 

◎事業承継調査報告書を作成し、ＨＰにて公開する（統計的に処理される事項のみ） 

 また各事業所の事業承継ニーズを把握し、支援に活かす。 
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＜目標＞ 

 実施目標 提供目標 

南国市内人口調査 年 1回 南国市商工会地域経済動向レポート掲載

での配布 500 事業者 

市内関係機関配布 7件×20部 ＨＰ公開

観光市場調査 年 1回 南国市商工会地域経済動向レポート掲載

での配布 500 事業者 

市内関係機関配布 7件×20部 ＨＰ公開

中心市街地空き店舗調査 年 1回 南国市商工会地域経済動向レポート掲載

での配布 500 事業者・ＨＰ公開 

市内関係機関配布 7件×20部 ＨＰ公開

中心市街地通行量調査 年 1回 南国市商工会地域経済動向レポート掲載

での配布 500 事業者・ＨＰ公開 

市内関係機関配布 7件×20部 ＨＰ公開

工業統計 年 1回 南国市商工会地域経済動向レポート掲載

での配布 500 事業者 

市内関係機関配布 7件×20部 ＨＰ公開

南国市内景況調査 年４回  

３０事業所 

景況調査レポートの配布 30 事業所 

市内関係機関配布 7件×20部 ＨＰ公開

土佐打刃物製造業者の後継

者育成調査 

年１回 

12 事業所 

市内打刃物製造業者 12 事業所 

市内関係機関配布 7 件 

高知県事業承継・人材確保センター配布 

事業承継調査 年１回 

100 事業所 

市内関係機関配布 7 件 

高知県事業承継・人材確保センター配布 

ＨＰ公開 

※市内関係機関 

 南国市商工観光課・四国銀行南国支店・四国銀行南国南支店・四国銀行香長支店 

 高知銀行後免支店・高知銀行南国支店・高知銀行十市支店 

  

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  

 現状の経営状況分析は、金融支援等の必要性に応じ、都度断片的に実施しているに留

まっている。経営発達支援事業においては、小規模事業者の実態をより広く把握するた

め支援ニーズ（分析対象事業所）を発掘するとともに、売上高・利益高の向上に直結す

る経営計画を立案できることを目標に、専門家との連携を交え課題設定型の経営分析を

実施する。 

 

 分析結果は各小規模事業者に提供・共有することで、経済動向・需要動向の変化に対

し、潜在的な強みや、活かしきれていない経営資源を用いたビジネスプラン再構築に活
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用する。また従来の支援では、経営計画・目標を修正していくことはあったが、経営状

況分析結果を常時共有し、経営資源を見直していく取組が不足していた。経営発達支援

事業では伴走型支援の一環として、分析結果を持続的に共有・見直しをしていくことで、

新たな需要開拓にタイムリーにつながる支援へと活用していく。 

 

①分析対象者の発掘 

 経営指導員の巡回・確定申告窓口相談、各種セミナーの開催、小規模事業者経営発達

支援融資の斡旋等を通じて、支援ニーズ（分析対象者）の発掘を行い経営分析を実施

する。 

 

 ・確定申告時における経営分析 

  青色申告かつ消費税課税事業者のうち、経営改善意欲のある経営者を抽出、従来の

税理士による相談と連携し、経営指導員が各企業の状況をヒアリング・分析し、経

営課題を継続的に抽出する。抽出した課題を各小規模事業者に提供共有し、課題解

決にむけた経営計画策定へとつなげることで、経理・税務相談のみで終わっていた

事業所の新たな需要開拓につなげ、売上高・利益高を向上させる。 

 

 ・中小企業施策利用者の経営分析 

  小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス補助金等、中小企業施策

の活用に前向きな事業所を発掘。活用先の経営状況分析を継続的に実施し、経営課

題を抽出する。抽出した課題を各小規模事業者に提供共有し、各種施策活用後の経

営計画策定につなげることで、実施した施策の効果を高め新たな需要を開拓、売上

高・利益高を向上させる。 

 

 ・創業 5年以内小規模事業者の経営分析 

  小規模事業者が減少傾向にあるなか、創業者は地域の宝である。早期廃業の防止や

成長期・安定期にスムーズに移行させることを目的に、継続的に経営分析を実施し

課題を抽出する。抽出した課題を各小規模事業者に提供共有し、創業当初の事業計

画を見直し・修正していくことで、ＰＤＣＡサイクルを回していける経営者を育成、

持続的に売上高・利益高を向上させる。 

 

 ・各種融資制度利用者の経営分析 

  伴走型経営支援とセットになった新たな融資制度「小規模事業者経営発達支援融資

制度」をはじめ、各種融資制度をＰＲ、支援ニーズ発掘に努め、継続的に経営分析

を実施し課題を抽出する。斡旋先発掘については一日公庫の開催も活用する。抽出

した課題を各小規模事業者に提供共有し、課題解決にむけた経営計画策定へとつな

げることで、一時的な資金繰り緩和等の支援ではなく、新たな需要を開拓し、持続

的に売上高・利益高の向上につながる支援を実施する。 

 

 ・通常相談時（窓口・巡回）における経営分析 

  これまで相談に応じ主に必要時、断片的に経営分析を実施していたが、小規模事業

者の持続発展につなげるべく継続的に経営分析を実施し、課題抽出につなげる。抽
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出した課題を各小規模事業者に提供共有し、継続的に事業計画を見直し・修正して

いくことで、ＰＤＣＡサイクルを回していける経営者を育成、新たな需要を開拓し、

持続的に売上高・利益高を向上させる。 

  

 ・第二創業者の発掘と経営分析 

  上記を通じ発掘してきた経営分析対象者のうち、第二創業（新分野進出）に取組む

事業者を発掘。経営資源を活かした新分野進出に係る課題を抽出する。抽出した課

題を各小規模事業者に提供共有し、スムーズなビジネスモデル構築・第二創業につ

なげる。 

  

②分析項目と分析手法 

 従来実施していた分析手法では表面的な問題点の発掘や、一般論的な経営課題の抽出

に留まり、小規模事業者の持続発展につながっていないのが現状である。経営発達支

援事業においては、小規模事業者の実情や、地域経済・需要動向をふまえた経営分析

を中小企業診断士等の専門家と連携して実施する。 

 

 ・財務分析   

従来型の机上における財務分析に加え、現場確認による決算書との乖離や経理方法

の確認をふまえ、ミスリードをおこさない分析を実施する。また従来比較対象とし

ていたＴＫＣ等のデータに加え、周辺地域同業者との比較で、地域の実情を加味し

た問題抽出にあたる。比較データ収集においては、高知県商工会連合会・近隣商工

会との連携協力を仰ぐ。 

 

 ・経営環境分析 

  ＳＷＯＴ分析を基本とするが、従来型の分析手法では表面的な「強み」「弱み」を

羅列するとともに、外部環境においても人口減少等、日本全体の構造的な問題をあ

げることが多く、表面的・一般論的な課題抽出に留まっていた。経営発達支援計画

においては、「強み」「弱み」を生んでいる真因についてもさぐるとともに、地域実

情に重点を置いたＳＷＯＴ分析を実施し、売上高や利益に直結する課題を抽出す

る。 

 

 ・商品、製品、サービス分析 

  従来型のＡＢＣ分析等では、各事業所の売れ筋・死筋商品把握による、陳列方法の

改善実施等、場当たり的な課題抽出に留まっていた。経営発達支援事業においては

中小企業診断士等の専門家と連携し、重点商品（製品・サービス）の訴求ポイント・

販売ターゲット・販促手法等を明確にする分析に重点をおき、持続的に売上高・利

益高に直結する課題を抽出する。 

 

 ・キーパーソン分析 

  従来の経営改善計画実施過程においては「社員の壁（反発・非協力）」にあたる場

面も多かった。経営発達支援計画においては、経営者とともに経営改善計画を推進

するキーパーソンを事前に発掘し、社員巻き込み型の経営改善体制を構築する。 
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③目標（経営分析を実施する小規模事業者数） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

確定申告時における分析 - 3 3 4 4 4 
中小企業施策利用者の分析 - 8 8 8 8 8 
創業 5年以内小規模事業者の分析 - 3 3 4 4 4 
各種融資制度利用者の分析 - 3 4 4 4 4 
通常相談時における分析 - 3 4 5 5 5 
第二創業者の分析 - 1 3 4 4 4 

合  計 5 21 25 29 29 29 

 ※上記目標のうち、現状は平成 26 年度実績 特にカテゴリー分けしておらず合計を

記載している 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 「２．経営状況の分析に関すること」で発掘した支援ニーズ先の経営分析に基づき、

売上高や利益に直結する持続発展的な事業計画策定支援を行う。従来型の１担当者

による偏った支援、また支援ニーズに都度対応していく場当たり的な支援から脱却

し、以下の手順で経営計画策定支援を実施し、小規模事業者の長期的な課題解決と

持続発展へとつなげる。 

  

 ①通常支援の実施体制（上記２．で経営分析を行った小規模事業者） 

 イ．経営分析結果に基づき、各小規模事業者の経営実態に応じた支援課題（テーマ）

を設定 

 ロ．支援課題（テーマ）に応じた支援チームの編成 

   「経営指導員 2名+経営支援員 1名+外部アドバイザー（必要に応じ）」 

 ハ．3～5ヶ年間の事業計画策定支援と小規模事業者・スタッフとの共有 

   実施した経営分析の、事業計画への落とし込み 

   各小規模事業者のあるべき姿、目指す姿の設定支援 

   成長（競争）戦略・機能別戦略の策定支援 

   年度毎の計数計画策定支援 

   アクションプランの設定 

   課題解決にむけた、ものづくり・販路開拓に関する各種施策の積極活用 

 

 ＜事業実施の効果＞ 

 ・複数の担当者および外部アドバイザーの活用で、多面的な経営計画の策定が可能と

なる。 

 ・複数の担当者および外部アドバイザーの活用で、支援スキルの共有が可能となる。

 

 ②創業・第二創業支援の実施体制 

 南国市の小規模事業者数の減少に対応すべく、創業支援を重点的に実施する。従
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来の創業支援は、創業計画の策定と資金調達、初期の経理・税務指導等が主であっ

たが、経営の安定・維持発展に結実するように伴走型で経営のモニタリングと支援

を実施、経営安定までの早期淘汰を防止していく。また後継者等による第二創業を

支援、事業継承が出来る経営基盤を整備し、事業者の減少に歯止めをかける。 

  

イ．創業・第二創業予定者の発掘 

 ・南国市商工観光課、金融機関と連携し、商工会における創業・第二創業相談窓口の

ＰＲを実施する。（相談窓口チラシを作成） 

 ・上記連携により創業塾・経営革新塾（高知県商工会連合会等が主催）を南国市内に

広くＰＲ、創業・第二創業予定者を発掘する。 

 ・南国市中小企業振興条例の「空き店舗活用事業」について、不動産業者と情報共有、

空き店舗を活用した創業予定者を発掘する。 

   

 ロ．支援の方策 

 ＜創業＞ 

 ・創業予定者を発掘した際は、まずは開業計画の作成支援を実施、また金融機関と連

携し、創業補助金・創業融資の活用も勘案していく。 

 ・高知県商工会連合会主催の創業塾に、創業予定者とともに経営指導員が伴走型で参

画し、事業計画の策定・資金調達等の課題を共に解決していく。 

 ・南国市商工観光課、不動産業者と情報共有、空き店舗を活用する事業者に対し事業

計画策定を支援、空き店舗活用補助金（改装費・家賃）の活用を検討する。 

 ・高知県中小企業団体等と連携し、食品製造業者の創業や組合化を支援する。商品化

に関しては南国市中小企業振興条例の「地域特産品商品開発事業」も活用する。 

 

 ＜第二創業＞ 

 ・第二創業予定者を発掘した際は、経営革新計画の作成を伴走型で実施、また経営革

新計画承認の活用も勘案していく。 

 ・ものづくりに関する各種補助金施策等を活用し、新分野進出等を支援。 

・税理士等の専門家派遣制度を利用したスムーズな事業承継計画策定支援を実施。 

 

 ＜事業実施の効果＞ 

 ・開業率を向上させ、小規模事業者減少に歯止めをかける。 

 ・開業後の早期撤退を防止し、小規模事業者減少に歯止めをかける。 

 ・第二創業で経営基盤を安定させ、事業承継が出来得る土台をつくり、小規模事業者

減少に歯止めをかける。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

  従来は、主に小規模事業者の相談に基づき、問題発生対処型の経営支援を断片的に

実施していた。経営発達支援事業においては、定期的に小規模事業者との接点をも

ち、問題点の早期発見や、課題設定・解決型の経営支援に移行し、マネジメントサ

イクルを回していく仕組みを構築、持続発展に結び付ける。 
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 イ．ガントチャート作成によるスケジューリング支援 

   経営計画策定時に設定したアクションプランに基づきガントチャートを作成、ス

ケジュールや担当者を可視化し、経営者・社員・当会支援担当者・連携先支援担

当者と共有する 

 

 ロ．経営計画の実行及びマネジメント支援 

   作成されたガントチャートに基づき、計画達成状況をチェック、都度修正しつつ

必要に応じ創発的な計画を盛り込んでいく。 

   計画達成状況チェック頻度は最低 3ヵ月毎とするが、各事業所のアクションプラ

ンスケジュールに応じ、チェックサイクルを短縮する。 

  

 ＜事業実施の効果＞ 

 ・戦略に基づくアクションプランをガントチャート化することで、計画達成状況が把

握でき、マネジメントサイクルを回すことができる。 

 ・アクションプランのスケジュールや担当者を可視化・共有化することで、共通の目

標をもち、支援者も含めた一体感が醸成される。 

・伴走型支援の実施により、経常利益額等が向上する小規模事業者数が増加する。 

  

 ＜事業実施目標（事業計画策定支援・策定後の実施支援共通）＞ 

  
支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

巡回訪問件数 413 580 640 700 700 700 

事業計画策定・実施支援件数 5 20 22 25 25 25 

事業計画策定企業中の経常利

益額アップ企業数 
- 10 12 15 16 17 

  ※現状は平成 26 年度実績より 

 
 支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

創業・第二創業計画書策定件数 3 5 8 10 10 10 

空き店舗活用者数 0 1 1 1 1 1 

 ※現状は平成 26 年度実績より 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   

  現状においては、小規模事業者がプロダクトアウト型で開発した商品やサービスに

ついて、事後的に販路開拓等の支援を行う場面が多く、支援が効果的とは言えない。

経営発達支援事業においては、地域小規模事業者の販売する商品等に関する需要動

向を事前に調査・提供していくことで、効果的な新商品開発・ブラッシュアップに努

め、新たな販売先と販売方法の発掘に結び付ける。また地域小規模事業者の強みを広

く深く把握している商工会の責務として、それらの強みとマッチングできる需要を開
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拓・提案すべく、従来以上の目的意識と目標を設定して事業に取組む。 

事業実施の流れとしては、小規模事業者の販売する商品等に関し、成長している需

要がどこにあるのか調査と情報提供を実施し、それらの需要に対する具体的なアプロ

ーチに関するノウハウ、細分化されたニーズの一例を、成功事例や専門家支援によっ

て提供する。 

 

①調査分析項目と内容 
調査分析項目 内容 

介護認定者数調査 南国市内の介護認定者数を四半期毎に調査、全体数や介護度

毎の人数を小規模事業者に提供することで、求められている

ニーズを把握し、需要開拓につなげる。 

買物弱者調査 南国市内の中山間地域を対象とし、買物アンケート調査を実

施、高齢者等の買物に係る課題やニーズを調査、宅配ニーズ

や不足している商品・サービス、困りごとを把握し、小規模

事業者の需要開拓に活用・提供する。 

ふるさと納税動向調査 南国市へのふるさと納税制度に基づく寄付状況を四半期毎

に収集し、食品や打ち刃物等の製造業者に特産品需要動向の

一部として提供し、新商品・新販路開拓につなげる。 

観光市場調査 県外観光客一人あたり消費額を項目別（宿泊費・飲食費・土

産代・その他）に調査、5年間の時系列で示す。観光客の需

要動向を把握する資料としてホテル・飲食店等に提供する。

事例調査① 地域の小規模事業者が活用できそうな、高齢者向けサービス

事業等の事例を調査・整理・提供し、新たな需要開拓の参考

に活かす。 

事例調査② ものづくり補助金成果事例・地域資源活用事例等から、地域

小規模事業者の参考となる事例を収集し、新たな需要開拓の

参考に活用する。特に南国市において事業所数の多い機械製

造業・食料品製造業に重点を置き情報を収集する。 

県内上場企業動向調査 南国市内の特に製造業においては、県内大手企業からの受注

に左右されることが多い。このため県内上場企業の有価証券

報告書を取得、今後の方向性等や需要動向を分析し、関係す

る企業への的確な指導に活用する。 

業界誌調査 業界専門誌「商業界」・「食品商業」・「飲食店経営」・「日経レ

ストラン」により需要動向やトレンドを調査し、的確な指導

や情報提供に活用する。 

バイヤー商談会におけ

る需要調査 

各小規模事業者が開発する商品に関し、バイヤー相談会で、

商品内容・包装・内容量・価格等に関しヒアリング調査を実

施し、売れる商品としてブラッシュアップを図る。 

専門家派遣を通じた需

要調査 

各小規模事業者が開発する商品に関し、専門家を通じた市場

（売場）へのアプローチにより、商品内容・包装・内容量・

価格等に関し調査を実施、売れる商品としてブラッシュアッ
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プを図る。 

 

②情報提供方法 

・「介護認定者数調査」「ふるさと納税動向調査」についてＨＰで公開する 

・南国市商工会地域経済動向レポート（年度版）に「介護認定者数調査」「ふるさと納

税調査」「観光市場調査」を同時掲載する。 

・買物弱者調査報告書を作成しＨＰで公開する（統計的に処理される項目のみ） 

・その他、各調査事項に関連する事業者に対し個別に情報提供を実施し、新たな販路開

拓等につなげていく。 

 

③目標 
調査分析項目 調査実施目標 調査結果提供目標 

介護認定者数調査 年 4回 南国市商工会地域経済動向レポート掲

載での配布 500 事業者（年 1回） 

市内関係機関配布 7件×20 部（年 1回）

ＨＰ公開 

市内介護事業を営む商工業者 23 件に提

供（年 4回） 

買物弱者調査 年 1回 200 名 ＨＰ公開 

市内食料品小売業者等 200 件に提供 

ふるさと納税動向調査 年 4回 南国市商工会地域経済動向レポート掲

載での配布 500 事業者（年 1回） 

市内関係機関配布 7件×20 部（年 1回）

ＨＰ公開 

打刃物・食料品製造業等 15 件以上に提

供（年 4回） 

観光市場調査 年 1回 南国市商工会地域経済動向レポート掲

載での配布 500 事業者（年 1回） 

市内関係機関配布 7件×20 部（年 1回）

ＨＰ公開 

事例調査① 5 事例抽出 小売・サービス業者等  

年間 10 件以上に提供 

事例調査② 5 事例抽出 製造業者等 年間 10 件以上に提供 

県内上場企業動向調査 市内取引先の多い

3企業を調査 

製造業者等 年間 10 件以上に提供 

業界誌調査 年 6回 小売・サービス業者等  

年間 10 件以上に提供 

バイヤー商談会における需要調査 年 1回 2 事業所 年 1回 2 事業所 

専門家派遣を通じた需要調査 年間 3事業所 年間 3事業所 

 
 上記情報提供等を通じた、新商品・新役務開発、新販路・新事業への取組み開始事業者数 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 
0 5 7 8 9 10 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

 小規模事業者にとって新たな需要の開拓は、共通かつ最も重要な課題の一つである

が、従来の経営支援においては一部の事業者に対し、全国商工会連合会等が主催する展

示会等の情報提供に留まっていた。経営発達支援計画においては、より広く情報収集と

情報提供をするとともに、出展事業者の事前準備と出展後のフォローアップを専門家と

連携し実施、単なるＰＲやニーズ収集に終わらず、実際の需要開拓につながるように、

きめ細やかな支援を実施する。 

  

①情報の収集と整理 

 全国商工会連合会・高知県商工会連合会・高知県産業振興センター・高知県中小企業

団体中央会・日本政策金融公庫・市内金融機関等から展示会計画等の情報を収集し、年

間計画の一覧表としてホームページ等で情報を提供する。また作成した一覧表について

は、市内金融機関、南国市商工観光課にフィードバックし、より広く情報提供を実施、

出展等見込先を発掘する。 

 

＜現在収集できている展示会等の一例＞ 

・日経トレンディートップバイヤー個別商談会（高知県商工会連合会の主催する全国レ

ベルのバイヤー商談会）⇒食料品製造業者が主な支援対象 

・全国物産展（全国商工会連合会主催）⇒食料品製造業者が主な支援対象 

・高知県ものづくり総合技術展 ⇒各種機械製造業者が主な支援対象 

・ＫＯＣＨＩ防災危機管理展 ⇒各種機械製造業者が主な支援対象 

・関西機械要素技術展 ⇒各種機械製造業者が主な支援対象 

・スーパーマーケットトレードショー ⇒食料品製造業者が主な支援対象 

・ニッポンセレクト．ｃｏｍ（全国商工会連合会が主催する特産品販売サイト） 

 ⇒食料品製造業者・打ち刃物製造業者が主な支援対象 

・むらからまちから館（全国商工会連合会が運営するアンテナショップ） 

 ⇒食料品製造業者が主な支援対象 

・まるごと高知（高知県地産外商公社が運営するアンテナショップ） 

 ⇒食料品製造業者が主な支援対象 

 

 現状では主に国内をターゲットとした展示会の情報収集に留まっているが、インバウ

ンド需要・海外販路開拓に係る展示会等の情報も広く収集し、情報提供する。 

 

②事前準備支援 

 展示会やＥＣサイト出展の事前準備として、中小企業診断士等の専門家と連携し、商

品・製品ＰＲシートを事前に作成、出展効果（見込み客の増加）を高める。また展示方

法・試食方法・実演や動画でのＰＲ手法等の事前準備についても支援を実施する。 

 

③伴走型参加支援 

 参加可能な展示会・商談会に伴走型で参加し、製品ＰＲ支援や製品改良点、販売方法
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等をともに探っていく。 

 

④出展後のフォロー 

 展示会出展による見込み客を顧客に変えるため、中小企業診断士等の専門家と連携し

クロージングまでの戦略を構築する。また得られたニーズや問合せを分析し、商品改良

や新商品にも活用していく。 

 

⑤その他の仕掛け 

 地域資源等を活用した新商品等について、プレスリリース支援を実施し、商品や事業

者の認知度を向上させ需要の開拓につなげる。 

 

⑥目標 
 現状 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 
展示会出展支援事業者数 1 3 4 5 5 5 

ＥＣサイト出展支援事業者数 2 2 2 2 2 2 

プレスリリース実施支援事業者数 0 2 2 3 3 3 

対象事業者の取引先の増加数 0 4 6 8 9 10 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

 商工会東隣駐車場および南の耕作放棄地の活用策を検討している南国市中心市街地

活性化推進協議会において、中心市街地の核となる利用策（企業誘致を含む）を検討し、

地域活性化を図る。また高知県産業振興計画、地域アクションプランに基づき、「ごめ

んケンカシャモ」を活用した、地域経済活性化策を検討する。 

 

① 南国市中心市街地活性化推進協議会 
 ・南国市、南国市観光協会、高知県計画推進課、商工会等で組織する、南国市中心市

街地活性化推進協議会において中心市街地活性化の方向性を検討する。 

・商工会東隣駐車場、南の耕作放棄地の土地利用に関しては観光スポットおよび高齢

者雇用につながる企業誘致の見込みもあり、本協議会で有効な活性化策の検討を重

ねる。 

 

②「ごめんケンカシャモ」を活用した地域経済活性化 

 ごめんケンカシャモは南国市の新しい地域資源・特産品として、知名度をあげてき

ている。「龍馬が好んで食べていたシャモ鍋を現在によみがえらせる」ことをコンセ

プトに考案・生産されている地域資源であり、歴史的なストーリーと、味の良さで

人気を博している。シャモを生産販売する企業組合ごめんシャモ研究会と、南国市

内でシャモ料理を取り扱う 19 店舗の飲食店「シャモ鍋社中」が地域活性化のプレイ

ヤーであり、その活動や料理は数々の受賞歴が示すように、地域活性の起爆剤とし

て期待されている。 
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＜受賞歴＞ 

平成 22 年 第 6 回彩の国鍋合戦（埼玉県和光市商工会主催）でシャモ鍋が優勝 

平成 25 年 第 4 回土佐の食 1グランプリ（岡豊山さくらまつり実行委員会主催）で 

シャモすきやきが優勝 

 平成 25 年 たからいちグランプリ 2013（日本青年会議所主催）で企業組合ごめんシ

ャモ研究会が最優秀グランプリ 

 平成 25 年 第 1 回地場もん国民大賞（地場もん国民大賞実行委員会主催）でシャモ

すきやきが銀賞 

 平成 25 年 がんばる中小企業・小規模事業者 300 社（経済産業省）に、企業組合ご

めんシャモ研究会が選定 

 

 この優れた地域資源を活かし、地域活性化に結び付けるべく、下記の計画を実行する。

 

・企業組合ごめんシャモ研究会、高知県計画推進課、南国市、南国市観光協会と連携

し、シャモを活用した地域経済活性化策を検討。企業組合ごめんシャモ研究会で開

催されている定例会に月 1 回程度参画、同組合と関連飲食店の個別支援も加え、食

を通じた観光等の活性につなげる。 

・「ごめんケンカシャモ」のブランド化、消費拡大に結びつくイベントを検討する 

・全国連等が実施する物産展やカタログギフト等にシャモ料理の出展支援を実施。 

・県、市の協力を仰ぎ、プレスリリースの実施。 

 

③事業実施の効果 

・南国市中心市街地活性化協議会を通じ、南国市市活性化のマスタープランを検討す

ることができる。 

・遊休土地利用（企業誘致）により観光振興・雇用の確保につながる。 

・「ごめんケンカシャモ」の活用で、飲食店等の持続発展や新規創業につながる。 

・「ごめんケンカシャモ」の活用で、食を通じた地域の観光振興につながる。 

 

 

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 

 高知県商工会連合会・香南市商工会・香美市商工会と合同で、新たに「経営革新等

支援機関会議」および「小規模事業者持続発達会議」を開催する。 

 

①経営革新等支援機関会議の開催 

・高知県商工会連合会・香南市商工会・香美市商工会・南国市商工会と合同で、年 1

回「経営革新等支援機関会議」を開催。経営革新等支援機関として実施した、各種

施策に関連する事業計画作成・実行支援について情報交換・ノウハウの共有を図る。

 

②小規模事業者持続発達会議の開催 
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・高知県商工会連合会・香南市商工会・香美市商工会・南国市商工会と合同で、年 1

回小規模事業者持続発達会議を開催。経営発達支援計画の内容や、持続化補助金に

関連する事業計画作成・実行支援について情報交換・ノウハウの共有を図る。 

 

③事業の効果 

・近隣商工会との支援情報交換により、地域経済や地域産業の内容を勘案した、現場

での応用に転換し易いノウハウの蓄積が可能。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者支援ノウハウの向上、売上・利益確保につながる研修に、経営指導員

が参加。参加者は年 1 回、中部ブロック職員協議会において伝達研修を実施、また

小規模事業者への情報提供を実施する。 

 

 ①研修への参加 

 ・高知県商工会連合会が主催する研修に加え、中小機構、中小企業大学校、南国市地

域雇用創出推進協議会等が主催する研修に年 1回以上参加、小規模事業者の売上や

利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

 

 ②研修内容の伝達 

 ・研修に参加した経営指導員は、年 1回中部ブロック職員協議会において講師となり

受講内容の伝達研修を実施、情報の共有化を図る。 

 ・研修に参加した経営指導員は、小規模事業者に対し、年 1件以上受講内容を経営に

活かす提案書を作成し事業者に提供、受講内容を現場に落し込む加工能力を醸成。

  

 ③事業実施の効果 

 ・商工会職員間で研修内容の共有化を図るとともに、講師となることで自らの理解度

を深められる。 

 ・研修内容に基づき提案書を作成し事業者に提供することで、現場への加工能力を醸

成するとともに、小規模事業者の持続発展に活用することができる。 

 

 

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 

  本事業の遂行に関し、経営発達支援計画運営委員会を組織。構成員は南国市商工会

役職員・高知県商工会連合会・南国市商工観光課・中小企業診断士協会高知県支部

とし、本事業実施における評価・見直しを実施する。同時に南国市中小企業振興条

例の改正・拡充についても意見交換し、総合的に南国市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、毎月初「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、「経営発達支援計画運営委員会」を開催し、成果の評価・見直し案の提

示を受ける。その際、南国市中小企業振興条例に関する改正・拡充についても意見

交換を実施する。 

 ・事業終了後、商工会正副会長会において、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・見直しの結果を南国市商工会ホームページで期間中公表する 

  （http://www.kochi-shokokai.jp/nankoku/） 

 

  

 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、南国市中小企業振興条例に反映させることが

できる。 

 ・商工会ＨＰ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Ｐ

Ｒ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２月現在）

（１）組織体制   

 

 南国市商工会経営発達支援計画運営委員会 

 ・会長 1 名 

 ・副会長 2名 

 ・理事 5名程度で委員会を組織 

 （他外部委員 高知県商工会連合会・南国市商工観光課・ 

中小企業診断士協会高知県支部） 

 

南国市商工会職員全 9名 

 ・事務局長 1名   事業全体の統括 

 ・経営指導員 3名  本事業推進の主体・巡回支援の実施 

 ・経営支援員 4名  本事業推進の補助・基礎的な経営改善支援・支援シーズ発掘・

           各種調査補佐 

 ・記帳指導員 1名  本事業推進の補助・基礎的な記帳指導・支援シーズ発掘・ 

各種調査補佐 

 

 

（２）連絡先 

   〒783-0004 高知県南国市大埇甲 1623 番地 5 

   ＴＥＬ 088-864-3073 

   Ｅ－mail   nankoku@kochi-shokokai.jp 

    URL  http://www.kochi-shokokai.jp/nankoku/ 
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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) 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 

個社支援事業 

地域支援事業 

調査研究事業 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000

2,000

1,000

2,000

2,000

1,000

2,000 

2,000 

1,000 

2,000

2,000

1,000

（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 

南国市商工会：自己財源（会費・手数料等） 

補助金：国・高知県・南国市・高知県商工会連合会委託事業 

 

 

（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 

小規模事業者の経営発達に係る、各種調査、事業計画策定から実行までの包括的支援 

連携者及びその役割 

◎南国市商工会 会長：浜田英城 南国市大埇甲 1623-5  TEL088-864-3073 

→事業計画策定実行等、伴走型支援による小規模事業者の持続発展 

◎高知県商工会連合会 会長：浜田敦夫 高知市布師田 3992-2 TEL088-846-2111 

 →専門家派遣事業、物産展・商談会・ＥＣサイト運営による販路開拓支援ほか 

◎香南市商工会 会長：山地善久 香南市赤岡町 691-2 TEL0887-54-3014 

 →本事業に関する三市合同会議を開催 

◎香美市商工会 会長：寺村勉 香美市土佐山田町宝町 2丁目 2-27 TEL0887-53-4111 

 →本事業に関する三市合同会議を開催 

◎南国市商工観光課 市長：橋詰壽人 南国市大埇甲 2301 TEL088-880-6560 

 →商工会窓口相談のＰＲ、中小企業振興条例を活用した支援（地域特産品開発事業・

空き店舗活用事業） 

◎日本政策金融公庫高知支店 国民生活事業  支店長：近藤通哉  

高知市堺町 2-26 TEL088-822-3191 

→伴走型支援に関する連携と情報交換・一日公庫の開催・資金調達支援 

◎四国銀行南国支店 支店長 宮地雅久 

 南国市後免町 144-2 TEL088-863-2155 

 →伴走型支援に関する連携と情報交換・資金調達支援 

◎四国銀行南国南支店 支店長 宮地雅久 

 南国市大埇甲 1437-2 TEL088-864-1515 

 →伴走型支援に関する連携と情報交換・資金調達支援 

◎四国銀行香長支店 支店長 吉田佳史  

 南国市緑ヶ丘 2-1702 TEL088-865-5800 

 →伴走型支援に関する連携と情報交換・資金調達支援 

◎高知銀行後免支店 支店長 堀内茂元 

 南国市後免町 1-8-34  TEL088-863-2155 

 →伴走型支援に関する連携と情報交換・資金調達支援 

◎高知銀行南国支店 支店長 吉永裕彦 

 南国市大埇甲 1445 TEL088-864-0551 

 →伴走型支援に関する連携と情報交換・資金調達支援 

◎四国銀行十市支店 支店長 猪野文章 

 南国市緑ヶ丘 2-1703 TEL088-865-5900 

→伴走型支援に関する連携と情報交換・資金調達支援 

◎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 TEL088-845-8870        

→任意団体等の組合化支援、ものづくり・商業・サービス革新補助金活用 
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◎高知県産業振興センター 理事長 谷脇明 

高知市布師田 3992-2 TEL088-845-6600 

→創業補助金活用、経営革新計画承認（高知産業振興基金の活用）、販路開拓への取組

支援 

◎高知県事業承継・人材確保センター 杉本雅敏 

 高知市本町 2丁目 2-29 畑山ビル 5F TEL088-855-7748 

 →事業承継に関する専門家派遣・承継計画策定支援連携 

連携体制図等 

 

組織体制と連携機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体連携体制図

香南市商工会 

南国市役所 

(商工観光課) 

高知県事業承継・ 

人材確保センター 

香美市商工会 高知県産業振興 

センター 

南国市商工会 
・経営発達支援運営委員会 

高知県 

中小企業団体 

中央会 

高知県 

商工会連合会 

金融機関 

四国銀行(2 支店舗) 

高知銀行(2 支店舗) 

日本政策金融公庫(1 支店舗) 

三市合同 小規模事業者持続発達会議・経営革新等支援機関会議 

南国市商工会経営指導員３名 

高知県商工会連合会事務局長・経営支援課長２名 

香美市商工会経営指導員３名 香南市商工会経営指導員４名 



２３ 
 

（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 

地域活性化事業 

・中心市街地活性化推進協議会を通じた活性化策の検討 

・ごめんケンカシャモを活用した地域経済活性化 

連携者及びその役割 

◎南国市商工会 会長：浜田英城 南国市大埇甲 1623-5  TEL088-864-3073 

→活性化協議会での活性化策検討、企業組合ごめんシャモ研究会、飲食業者に対する伴

走型個別支援を通じた活性化、イベント実施を通じた活性化 

◎南国市商工観光課 市長：橋詰壽人 南国市大埇甲 2301 TEL088-880-6560 

→活性化協議会を通じたマスタープランの作成 

◎南国市観光協会 会長：吉村雅男 TEL 088-855-3985 

→活性化協議会事務局、観光事業に関する企画立案・情報発信 

◎高知県計画推進課 地域支援企画員（南国市）  知事：尾﨑正直   

南国市大埇甲 2301 南国市役所 2階 TEL 088-864-6320 

→活性化協議会での活性化策検討、高知県産業振興計画の推進に係る、包括支援 

◎企業組合ごめんシャモ研究会 理事長：立花智幸  

南国市後免町 2-3-13 TEL 088-855-7418 

 →ごめんケンカシャモを通じた地域活性化の主体企業 

連携体制図等 

 
 


