
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

土佐市商工会 

(法人番号 8490005003462) 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

行政機関、金融機関、各関係機関と連携して小規模事業者の経営課題解決につながる

事業計画の策定・実施を伴走型で支援することで、地域内小規模事業者の持続的発展を

通じた商業機能の維持と域内需要の創出と地産外商活動を通じた小規模事業者の売上・

利益の拡大を図ります。また、地域の総合的経済団体として地域資源を活用した商品の

ブラッシュアップおよび新商品開発と観光資源を活用した地域活性化に資する事業を

実施することで地域商工業者の持続的発展と地域経済の底上げを実現します。 

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 

地域内の経済動向や各種業界の動向など、事業計画策定に必要不可欠な地域の経済情

報を収集・把握した上で、各データを一元管理し、組織として地域経済の実態把握に努

めると共に、事業計画策定に有効活用すべく小規模事業者に提供し、地域の状況の応じ

た実効性の高い事業計画策定を伴走型で支援します。 

２．経営状況の分析に関すること 

地域小規模事業者に経営分析等の重要性を理解してもらうと共に、それに沿った事業

を進めることにより、適正な経営と地域小規模事業者等の持続的な発展を実現します。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

新商品や新サービスの開発や新分野進出等の新たな取り組みを目指す地域小規模事

業者の発掘を行うと共に、チャレンジショップ事業のチャレンジャーについても、各々

の取組みに応じた各種分析による戦略等を踏まえ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 

策定した事業計画を基に取り組みを実行していく過程において生じた課題等につい

ては、巡回訪問および高知県商工会連合会の専門家派遣や関連する他の機関の専門家と

共に支援を行い、随時成果等の検証やフォローアップを実施します。 

５．需要動向の調査に関すること 

 経営分析で把握した事業者の販売する商品・サービスの需要動向情報について、有効 

かつ最新の情報を提供し、特に地元資源を活用した事業者に対しては、地域資源に特化 

した調査を行う事で、今後の地域資源を活用した商品開発や販路開拓を実現します。 

６．新たな需要（商圏・販路先）開拓に寄与する事業に関すること 

県や商工会連合会、地域の関係機関との連携協力を辻手、地域小規模事業者の有する

魅力や当市ならではの独自経営資源の発信力強化につながる取り組みを実施します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．専門家派遣事業を活用した地域資源の活用支援 

２．観光関係機関の設立による観光に関する全機能の集中と運営体制の整備 

３．体験型・滞在型観光の取組み 

４．広域観光の取組み 

連絡先 

土佐市商工会 

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙 3480-6 

電話番号 088-852-1261 FAX番号  088-852-1263 

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

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

経営発達支援計画

経営発達支援事業の目標

１．土佐市の現状と課題 

（１）土佐市の概要

土佐市は、高知県のほぼ中央に位置し、高知市より車で 30分（約 20㎞）の距離にある。市の

石鎚山系を源流とする仁淀川下流の右岸に広がる高岡平野に商工業の集積を形成し、市域は東西

約 14.5 ㎞ 南北約 6.4㎞に渡る。北部および西部は山に囲まれ、南部は太平洋に面している。古

くから第１次産業である農業（文旦、小夏、しょうが）が盛んで、太平洋に接している市の南端

では漁業や鰹等の加工業も発達してきた。また、近年では高知県の産業振興計画における仁淀川

流域のアクションプラン「一本釣りうるめいわしのブランド化」や、「奇跡の清流 仁淀川」に面

した好立地条件を活用した観光資源・地域資源の掘り起しによる土佐市ブランドを軸とした産業

活動の活性化に向けて取り組みを進めている。 

（２）土佐市の人口動態の現状と課題

土佐市の人口は昭和 60年の 32,147人をピークに減少傾向にあり、平成 22年は 28,698人、平

成 27 年では 27,020 人と減少が止まらない状況である。年齢別構成においては、昭和 40 年当時

は 65 歳以上の人口 3,463人と全構成中で最も低い割合（高齢化率 17.0%）だったが、その後徐々

に高齢化が進展した事で、平成 27年における 65歳以上の人口は 9,347人（全人口 27,020人 高

齢化率 34.6%）と高齢化率は 17.6ポイント増加している。当市の地位経済を担う生産年齢人口も

20,359 人から 14,625人に減少している。（27.9%減）。 

こうした人口減による購買力低下（消費市場の縮小）、生産年齢人口の減少による後継者不足

によって、当市内における小売店の衰退・廃業は更に進むことが懸念されており、今後は地域の

商工業者が継続して事業を行っていく為の具体的支援策が必要かつ喫緊の課題となっている。 

【図表１】土佐市の総人口および年齢区分別の人口推移

出典：国税調査・住民基本台帳

昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総数 30,772 30,679 32,147 30,723 30,338 30,011 28,698 27,020

0～14歳 6,950 6,260 6,477 4,504 3,847 3,614 3,313 3,048

15～64歳 20,359 20,314 20,793 17,463 19,057 18,251 16,846 14,625

65歳以上 3,463 4,105 4,877 6,718 7,417 8,146 8,539 9,347
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（３）土佐市の産業における現状と課題 
 かつて第１次産業が盛んであった土佐市ではあるが、産業別就業人口推移を見ると、第 1 次

産業の就業者数は昭和 40 年の 32.2%から 21.1%と 11.1 ポイント減少、第 2 次産業が 21.2%
から 19.1％と 2.1 ポイント減少している反面、第 3 次産業が 46.4%から 59.7％と 13.3 ポイ

ント増加しており、主要産業であった第 1 次産業の減少が第 3 次産業に移動している結果と

なっている。こうした産業構造の変化は、市の財政圧迫および更なる人口流出を招く危険性

があり、今後は時代のニーズを踏まえた生産基盤の整備、新たな販売体制の確立、新商品お

よび加工品の開発等、各産業が有機的に連動した活性化策を図る必要がある。 
 
【図表２】土佐市の産業別就業者割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国税調査 
（４）土佐市の商工業者における現状と課題 

土佐市の商店街は高岡、宇佐、戸波の 3地域に併存しており、それぞれ地域性のある街区によ

って形成されてきた。しかし近年における交通体系の発達、市外への商業施設の立地、消費者嗜

好やライフスタイルの変化を受け、域内顧客の消費流出は加速化しており、これら商店街は集客

率低下の一途を辿っている。 

平成 29 年度現在の土佐市における地区内商工業者数、業種別内訳は以下の図表の通りである。 

 

【図表３】土佐市における地区内商工業者数と業種別内訳（平成 29年度） 
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地区内小規模事業者数を業種別でみると卸・小売業が全体で 326 件と、全体の 32.1％を占め

ており最も業種割合が高いが、人口減少および消費流出の影響を最も受けている業種である。 
近隣大型店舗の台頭による消費流出、人口減による売上減少によって店舗維持が難しい赤字経

営の事業者が多く、業績悪化を改善する為の取組みが求められている。 
土佐市で経営を営む 1,105 事業所のうち、ほとんどは小規模事業者（1,014 事業所：91.8%）

である。また約半数の事業所が商工会に加入している（平成 29 年時点：593 会員：加入率 53％）。

平成 21 年から平成 29年における商工業者数及び小規模事業者数の推移は下記図表の通り。 
 
【図表４】土佐市の商工業者数・小規模事業者数・会員数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：商工会独自調査データ 
 

少子高齢化による後継者不足、顧客の流出と厳しい現状におかれている土佐市ではあるが、逆

境の中でも域内需要の減少を喫緊の課題と捉え、外貨獲得、商圏拡大の為に商工会を活用するこ

とで新たな取り組みを進めている事業所も存在しており、会員数は横ばい傾向が続いている。 

これら経営意識の高い事業所を商店街の核として全体の意識喚起につなげながら、土佐市なら

ではの地域資源、観光資源を活用した新たな付加価値を創出し、個店の経営力を強化することに

よって、他の隣接地域からの購買促進による既存商圏の拡大を目指すことが土佐市の商店街およ

び地域内小規模事業者における今後の重要課題となっている。 

 
（５）土佐市の観光産業の現状と課題 
観光面では、ホエールウオッチングや四国 88 カ所霊場の札所が 2 寺あり、一定の観光客の流

入があることに加え、近年では清流仁淀川が全国１級河川の中で全国１位に輝いたことで、新た

な地域資源「仁淀ブルー」として知名度が向上し、新たな観光需要として注目されつつあるが、

当市には観光協会が存在しないため、観光資源を集約し、かつ発信する為の機能が弱く、観光施

設や仁淀ブルーを活用したツアー商品、地域ブランドの開発等、せっかくのビジネスチャンスを

掴みきれていないのが現状である。 
今後はこうした観光資源を活用するための観光産業の「核」づくりと、地域資源を活用した取

り組みによって、域外顧客に当市ならではの魅力を訴えかけていくことが重要課題である。 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
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２．土佐市商工会の現状と課題 
【現状】 

土佐市商工会は、地域の商工業者から信頼される商工会を目指し、「商工会は、行きます、聞き

ます、提案します」をスローガンとして、経営指導員を中心に巡回訪問や窓口相談業務において、

基礎的な経営支援である記帳、金融、労務、税務などの支援を実施。また、行政と連携したプレ

ミアム商品券の発行や集客施設の運営、各種イベントの開催など、地域経済の活性化に資する取

り組みも行ってきた。 
しかしながら支援においては、小規模事業者の売上高・利益の向上に結びつく、戦略に踏み込

んだ支援には必ずしも至っていない。また経営指導員個々の能力に依存したものであり、商工会

組織としての支援能力の共有や経営指導員を始めとする経営支援に携わる職員の資質向上につ

いても、高知県商工会連合会の開催する研修会への参加、また中小企業大学校の専門的な講座の

受講に留まっており、組織全体としての情報・ノウハウを共有する仕組みが構築されていない。 
 地域総合振興事業については、「大綱まつり」や「地場産商工まつり」などを開催しているが、

持続的に地域活性化につながる取組とはなっていない。また平成 25 年 4 月に商店街内にオープ

ンした集客施設「ドラゴン広場」の運営を土佐市より委託し、地場産品の販売や各種イベントの

開催などにより、商店街の活性化に寄与するべく運営を行っているが、地域資源や当市の魅力を

発信する重要拠点となるには至っていない。 
 こうした商工会組織としての支援能力向上および当商工会が運営管理を行っているドラゴン

広場を有効活用することで商店街全体への波及効果を創出することが今後の課題である。 
 

■ドラゴン広場とは■ 
  土佐市の中心商店街である高岡商店街の中心に平成 25 年 4 月にオープンした集客施設で、 
土佐市が整備し商工会が委託を受け管理運営を行っている。地元の新鮮な野菜などが揃う 
JA 直販市や、商工会員の扱う市の名産品の販売、飲食店 3 店舗と小売業 2 店舗がテナント 
営業。施設内には観光案内所が設置され、仁淀川流域市町村の観光案内所の機能を有する。 
近隣の住民を中心とした客層で、年間来客数は、延べ約 10 万人である。イベントやセール 
等、商店街と連携した各種催し物も開催する等、今後の土佐市における主要拠点を目指した 
取組を進めている。 
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【課題】 
（１） 生産年齢人口の減少傾向を要因とする地域内小規模事業者の更なる減少、商店街機能の

低下と域外への消費流出の食い止め。 
（２） 当市ならではの地域資源が有効に活用されていないため、新たな商品開発・サービスの提

供による付加価値向上によって、新たな販路開拓および交流人口増加による外貨獲得を

実現するための取り組みが必要である。 
（３） ドラゴン広場の集客向上と収益の増加、それに伴う商店街への波及。 
（４） 地域内の各関係機関との連携による地域商業の活性化に向けた具体的な対策。 
 
■目標及び目標達成方針 
３．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

平成 22 年に土佐市は、「第５次土佐市行政振興計画」における産業振興について「新産業創出・

環境の整備」「観光産業の創出」「産業間・他地域との連携、既存産業の振興」をテーマに 10 年

の振興計画を推進していくことを定めた。なかでも商店街の活性化については、地域資源の活用

や商業の発信基地となる集客施設の整備などが掲げられている。 
こうした振興計画、地域の現状、商工業の状況、事業所の抱える経営課題等を踏まえ、土佐市

商工会の描く「小規模事業者の今後 10 年間の中長期的な振興の在り方」は以下の通りである。 
 
（１）地域における商業機能の維持 

集客施設については既に中心商店街に「ドラゴン広場」が整備され、商工会が指定管理を行っ

ている。ドラゴン広場においては商店街の小規模事業者と共同し、イベント等の開催に加え、地

域資源を活用した取り組みおよび当市の魅力を発信する重要拠点とすることで、今後一層、商店

街への集客力を高め、消費の流出に歯止めをかけるとともに、域外顧客の取り込みを実現し、商

店街全域への波及効果を創出による地域内小規模事業者等の収益増加を促進していく。 
 

（２）新たな観光産業の創出 
観光産業の創出については商工会が主体となり、市行政、関係機関等と連携を図りながら、観

光事業推進の核となる機関の設立を始め、滞在型・体験型観光や仁淀川流域市町村での広域観光

ツアー商品の開発などを行うことで当市への需要喚起を図る。 
 
（３）地産外商による外貨獲得と安定した雇用の創出 
 当市ならではの豊かな地域資源や観光資源などを活用し、域外から外貨を獲得することは地域

振興の発展と地域経済への波及効果につながる地域振興の大きな柱である。 
 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発に取り組む事業者を伴走型で支援し、新たな販

路開拓につながる取り組みを行う事で事業規模の拡大と町内における就業機会の創出を図る。 
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４．経営発達支援計画の目標 
「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえて、土佐市商工会の目指す将来像「とも

に共存する共生のまち」を実現するために、以下の６つの目標を設定する。 
 
【目標①】地域内小規模事業者の持続的発展を通じた商業機能の維持 
【目標②】域内需要の創出を通じた小規模事業者の売上・利益の拡大 
【目標③】地産外商活動を通じた小規模事業者の売上・利益の拡大 
【目標④】地域資源を活用した商品のブラッシュアップおよび新商品開発 
【目標⑤】観光資源を活用した地域活性化への取組み 
【目標⑥】商工会組織としての支援体制強化 
 
５．経営発達支援事業の方針 
【方針①】地域小規模事業者の持続的発展を通じた商業機能の維持 

計画的な巡回訪問や窓口相談によって、地域内小規模事業者の潜在支援ニーズの掘り起しを 
図ることで、共通課題である「売上の向上」「利益の確保」を実現する為の事業計画を策定 
し、その着実な実施からフォローアップまで事業者に寄り添い支援していく。 
支援に当たっては、小規模事業者の経営実態や需要動向などの細部にわたる調査を踏まえた 
分析等の結果を活かしながら、商工会の強みである「当事者の立場に立った、きめ細やかな 
支援」を実施し、小規模事業者の経営力向上による持続的発展を促進することを目標とする。 

 
【方針②】域内需要の創出を通じた小規模事業者の売上・利益の拡大 

集客施設「ドラゴン広場」を有効活用し、域内需要の喚起による集客・収益向上に取り組む

事で、商店街への波及効果を図りながら、地域小規模事業者全体への売上高・利益の向上へ

と結びつかせる。 
 
【方針③】地産外商活動を通じた小規模事業者の売上・利益の拡大 
  小規模事業者の商品・サービス PR 力向上を支援するとともに、展示会出展等を通じて、新

たな需要の開拓による売上高・利益の向上に結びつかせる。 
 
【方針④】地域資源を活用した商品のブラッシュアップおよび新商品開発 
  土佐市発の新たな商品開発を目標に地域資源を調査・発掘していくとともに、顕在化してい

る地域資源や、「仁淀ブルー」ブランドを活用した商品のブラッシュアップおよび新商品開

発と販売を支援していく。 
 
【方針⑤】観光資源を活用した地域活性化への取組み 

土佐市振興計画にある「観光産業の創出」に関しても当会が中心となり、地域の多様な観光

資源を活用する観光産業の「核」となる関係機関の早期設立を実現することで、滞在型・体

験型観光メニューの開発、仁淀川流域市町村と連携した仁淀川ブランドの確立と広域的な観

光事業の推進による交流人口の増加を実現し、地域経済の活性化を図る。 
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【方針⑥】商工会組織としての支援体制強化 

  伴走型支援を効果的に実施する為に、これまでの職員個々の濃色に依存した個別支援体制 
 から、全職員が相互に連携する組織一丸となった支援体制への転換を図る。個々の能力の総 
和ではなく、互いに補い合うことで相乗効果をもたらす組織的チームワークの醸成を実現す 
る為に、事務局内での情報交換・支援ノウハウの共有といった相互コミュニケーションを重 
視した取組を実施するとともに、職場内ＯＪＴを通じた組織全体の支援能力向上を図る。 
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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 30 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】 

（現状） 
 地域の経済動向調査については、経営指導員をはじめとした職員の日々の巡回・窓口相談での

個々の指導員による情報収集および近隣商工会職員との情報交換を行うにとどまっており、その

データ管理・運用については組織として共有・活用するには至っていない。 

（事業内容） 
地域内の経済動向や各種業界の動向に関する情報の調査・収集・分析の実施および日々の支

援業務で蓄積された企業データを整備した上で共有フォルダにより保有・一元管理することで

地域内の経済動向を全職員間で共有・活用できる体制を構築する。 

また収集した調査データについては、日々の経営支援の中で地域内の小規模事業者等に対す

る各種支援の基礎データや事業計画の策定に係る外部環境分析に活用する。 
 

（事業内容・情報収集項目） 

（１） 地域内小規模事業者の経営状況の把握（※独自調査） 

日々の支援業務で蓄積された経営情報に加え、巡回訪問による聞き取りの中で、個々の事 

業規模や業種に応じた相談内容や経営課題を収集・分析した上で、現在保有している経営 

カルテ等のデータと照合する事で地域における経営状況をより高い精度で把握する。 

 

（２）アンケート調査表による現況調査の実施(※独自調査) 

対象者:土佐市内の小規模事業者全て 

管内の小規模事業者（1,014 件）を対象に調査票を送付する。 
回収については日々の巡回訪問（相談）を通じて回収率の向上に努める。 

調査内容：業種、景況感（短期・中期）、経営課題、投資動向、後継者の有無など 
 (全国の同様の調査と比較できる調査内容で設定する) 

 
（３） 各統計資料（二次）データを活用した地域の経済動向情報の提供 

統計資料等を活用し、土佐市内の業種構成を踏まえて関連業界や、業態情報を収集・ 

分析する。更に上記の「独自調査」と比較することで、土佐市の特徴傾向を分析する。 

統計資料から把握する経済動向および分析手法は下記図表の通りである。 
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各統計資料データについては経営指導員（3 名体制）で分担して収集する。 

収集・整備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。 

 

（４）成果の活用 

① 調査結果の分析 

「独自調査」については業種別、経営課題別、商工会活用度別に分類し、各項目別の課題を 

抽出することで、商工会の全職員が地域経済の実態把握に努めると共に、今後の経営支援 

に反映させるための根拠資料とする。また全国・県・行政の結果との比較については上記 

項目に従い、分析を実施する。 

② 結果の活用 

上記で得られた結果については、小規模事業者の経営計画の策定・実行支援に活かし、地

域の状況に応じた実効性の高い計画の策定や計画実行時の軌道修正を支援していく。 

 

③ 結果の公表・提供 

調査結果・分析結果については、当会ホームページ等を活用することで、タイムリーかつ 

会員以外の地域内小規模事業者にも情報提供できる体制を整備する。 

 

（目標） 
 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
巡回件数 1,115 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 
アンケート調査配布件数 未実施 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 
アンケート調査回収数 未実施 600 600 700 700 700 
統計データ調査回数 未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 
調査データの提供件数 
（ＨＰの更新回数） 

未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

 

情報源 情報収集項目 分析 頻度

経済センサス活動調査
（総務省統計局）

・産業別事業者

・産業別就業者数

・年間販売額

土佐市の同項目と比較し、

土佐市の特徴を分析

調査結果にあわせて

（約2年に1回）

人口問題研究所
（厚生労働省）

・土佐市の年齢別人口動態

・エリア別世帯数

土佐市における現状把握と

土佐市の傾向を分析
年１回

県民消費動向調査
（高知県経営支援課）

・県内における消費者の買い物

 行動や消費者意識

・土佐市における購買流出率

県内における消費動向の把握と

土佐市の流出傾向を分析

調査結果にあわせて

（県からの公表後）

工業統計
（経済産業省）

・製造出荷額、付加価値額、

 事業所数、従業者数

全国や高知県の結果との比較で

土佐市の傾向を分析
年１回

最新求人情報
（ハローワーク）

・土佐市及び周辺地域の求人・

  就職情報

土佐市及び周辺地域の雇用

状況の把握と傾向を分析
年１回

県内・市内の融資状況
（日本生活金融公庫）
（信用保証協会）

・金融施策および高知県全域と

　土佐市周辺地域の融資状況

県内の融資動向と比較し、

土佐市の傾向を分析
年１回

地域状況調査
（土佐市役所）

・商店街空き店舗状況

・無店舗集落の実態

商店街における現状把握と

買い物弱者の実態把握
年１回
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上記取り組みの中で需要のあったデータ（特に反応が高かったデータ・活用頻度の高かった 

データ）については常に整備し、有効な活用事例に対しては巡回時、同様の経営相談があった 

時に再利用する事で、地域内小規模事業者に対する経営支援件数の増加と支援内容の充実、事 

業計画策定の更なる精度の向上につなげていく。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 地域小規模事業者等へ、経営分析等の重要性を充分に周知・理解をしてもらい、経営者へのヒ

アリングを始め、各種の分析手法を用いた経営状況の分析を行い、報告書としてまとめる。この

報告書に基づき、経営者に自社の経営状況や課題について認識してもらい経営改善についての提

案を行い、それに沿った事業を進めることにより、適正な経営が可能となり、地域小規模事業者

等の持続的な発展に繋がる。 
 
（事業内容） 
（１）支援者発掘ツールの作成及び対象者の発掘 

(ア) 巡回時に配布するために、経営分析を促すためのチラシの作成 
(イ) 会報、ホームページで、経営分析実施のＰＲ情報を発信 
(ウ) 通常の巡回時に上記のチラシを使い、支援対象者の掘り起こしを行う。 
(エ) 各種窓口相談時に経営分析の重要性の説明を行う。 
(オ) セミナー等を開催し、地域小規模事業者等に対し経営分析の重要性の啓蒙を行う。 

 
（２）経営状況の把握 

経営指導員等（専門家の同行を含む）が、上記（１）により発掘された支援対象者を訪問し取

扱商品、製品、保有する資産や技術力、市場の動向、競合他社の状況、今後の方向性、直面する

経営課題等々のヒアリングを実施し、経営状況の把握、過去の決算書等からＳＷＯＴ・３Ｃ・Ａ

ＢＣ等の客観的な視点からの分析を行う。 
・分析項目 

①財務分析 
  従来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踏 
  まえ、ミスリードとならない分析を実施する。また、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。 
②経営環境分析 

ＳＷＯＴ分析を基本とするが、本支援計画においては「強み」「弱み」が生じている真因につ 
いても探るとともに、地域の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。 

③商品、製品、サービス分析 
ＡＢＣ分析等を用い、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置き、持続的に売上 
高・利益に直結する課題を抽出する。 
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④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。本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支援体制を構築する。 

 
（３）助言及び指導 
ヒアリング結果や各種分析データ、「地域の経済動向調査」「需要動向調査」を基に経営状況や

経営課題を整理し支援対象者に対する助言、指導を行う。場合によっては、専門家と共同で実施

する。経営課題の解決に取り組む地域小規模事業者等に対しては、事業計画の策定を提案、勧奨

し、継続的な支援を行う。 
 

（目標） 
支援内容 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

セミナー等の参加者数（人） 未実施 20 25 25 30 30 
経営分析件数（件） 未実施 10 15 15 20 20 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

本会では、持続化補助金やものづくり補助金等の補助金事業に関する事業計画の作成につい

て、これまで支援を行ってきたが、本計画では、各種施策活用のための事業計画作成支援にとど

まらず、新商品や新サービスの開発や新分野進出等の新たな取り組みを目指す地域小規模事業者

等の発掘を行う。加えて、平成 28 年度より県補助金の助成事業にて３事業年度実施予定の「チ

ャレンジショップ事業」のチャレンジャーについても、それぞれに応じた事業計画策定支援を行

い、各々の取り組みに応じた各種分析による戦略等を踏まえた事業計画策定支援として、地域小

規模事業者等の持続的発展に資する。 
 
（事業内容） 

（１）支援対象者の発掘 
①経営分析支援対象者の発掘のための巡回時に、該当すると思われる事業者への事業計画作成

の重要性の周知を行う。 
②経営分析を行った事業者を対象とする、事業計画策定セミナー等の開催時に、重ねて事業計 
 画作成の重要性の説明、周知を行う。 
③窓口相談時の基本的な支援に加え、説明・周知を図り、対象事業者の発掘を行う。 

（２）事業計画書の策定 
経営分析結果を踏まえ、地域小規模事業者等の経営実態に応じた支援課題等を設定。支援対象

者と共に 3～5 年間の計画で、分析結果の事業計画への落とし込み、事業者のあるべき姿、ある

いは目指す姿、成長・機能別戦略等を設定し、具体的なアクションプランの作成について支援を

行う。また、事業者によっては複数の経営指導員または中小企業診断士等の専門家と共同して、

事業計画策定支援を行う。 
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（目標） 
項目 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
セミナー等の回数（回） 未実施 1 1 1 1 1 
事業計画策定事業者数（件） 未実施 7 10 10 15 15 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画を基に取り組みを実行していく過程において、生じる課題等については、巡

回訪問時に助言や指導を行う。また状況によっては高知県商工会連合会の専門家派遣や、関連す

る他の機関の専門家と共に支援を行い、随時、成果等の検証やフォローアップも行う。 
 
（事業内容） 

① 事業計画の策定を行った全ての地域小規模事業者等に対して、実施支援を行う。 
② 事業計画の予実管理を地域小規模事業者等と共に行い（四半期ごと）、事業計画とかい離があ

る場合は課題を抽出し、助言・指導等を行い、必要に応じて中小企業診断士等の専門家の派

遣を実施し、解決を図る。 
③ 事業計画の実施に必要な資金調達支援や各種補助金情報の提供や申請書作成支援を行う。 
④ 経営指導員間で本事業に係る事業者等の支援ニーズ等についての情報の共有を図る。 
⑤ 上記において、景気動向、経済情報、景気動向環境の変化などが生じた場合は軌道修正を行

い、ＰＤＣＡサイクルを確立させ、必要に応じて高知県商工会連合会や関連機関の実施する

専門家派遣等を利用しつつ、地域小規模事業者等の持続的発展に向けた、伴走型の支援を実

施する。 
 
（目標） 

内 容 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
フォローアップ事業所数 2 件 7 件 10 件 10 件 15 件 15 件 
支援施策の活用（補助金等） 2 件 7 件 10 件 10 件 15 件 15 件 
専門家の派遣 5 件 7 件 10 件 10 件 15 件 15 件 
資金調達支援 0 件 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
(現状と課題) 

現在は、巡回指導や持続化補助金の申請時に、一部の事業者に対して口頭で情報提供してい

るレベルであり、系統的かつ実用的な需要動向情報を提供するには至っていない。 

今後は、事業者の持続的な発展を踏まえた客観的なデータに基づいた根拠性のある「的確な

経営判断」が求められる為、個々の事業者の商品・サービスに関係する情報を確実に把握・分

析した上で提供し、かつそれをきっかけに地域内小規模事業者の販路開拓、新規顧客開拓とい

った経営力向上に結び付けていくことが当商工会に求められている。 

また、今後は第二創業も含めた創業計画や新事業への進出計画など、支援ニーズも拡大かつ

多様化していくと推察されるため、組織として円滑な情報提供体制が必要課題となっている。 

具体的には、経営分析で把握した事業者の販売する商品・サービスの需要動向に関する情報を、

将来性判断に有効かつ最新の情報として提供することを目的として、調査・収集、整理・分析し、

事業計画策定に係る支援時や巡回訪問および窓口相談時に提供することで、小規模事業者に対し

「的確な経営判断を行う」効果を図る。 
特に地域資源を活用した製造業者、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

で得た情報は今後の地域資源を活用した商品開発や販路開拓における判断材料として事業者

にフィードバックし、的確な助言・指導を行う為の根拠資料として活用する。 
 
（事業内容） 
（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 

土佐市ではうるめいわしに加え、地元食材として注目を集めている文旦や小夏を活用した 
加工食品等がある。  
今後、こうした地域資源や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、消費者からの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

査を当商工会が運営管理する「ドラゴン広場」や毎週日曜日に商店街で行われる「高岡の日

曜市」で実施する。加えて町内で行われる地域イベント（土佐大綱まつり、宇佐港まつり等）

を機会と捉え、来場者を対象とした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品目が想定される。 

 

（２）地域資源を活用した食品加工業の需要動向調査 
  
 ①一本釣りうるめいわしを活用した加工食品 
 （内容）土佐市の地域資源である「一本釣りうるめいわし」は、高知県の産業振興計画にある 

仁淀川流域アクションプランによるブランド化が求められており、これを受けて土佐市内の 

漁業と加工業者によるオイルサーディンや、すり身状にした各種加工食品などうるめの特性 

を活かした新商品の開発が進められている。 

これらうるめいわしを活用した加工商品を対象に需要動向調査を行う。 
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支援対象 町内食品加工業 

調査場所 ドラゴン広場、高岡の日曜市、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）土佐市では農業が盛んであり、市内の事業者は、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「ドラゴン広場」や、「高岡の日曜市」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。 

 

【土佐市における農産物加工品の例】 

・農産物加工食品：文旦ジャム、文旦のお酒、文旦ゼリー、小夏ジュース等 

・農産物加工品 ：小夏アロマ、文旦エッセンシャルオイル等 

・その他農産物 ：生姜、ライム、メロン、柚子を活用した加工品等 

 
支援対象 町内農産物加工小売業 

調査場所 ドラゴン広場、高岡の日曜市 

調査対象 町外客（来町者・観光層）、町内購買層 

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、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。 

 
 
（２）地域資源を活用した製造業の需要動向調査 
 ①土佐和紙・特殊紙を使った新たな加工品 
 （内容）土佐市では 1000 年の歴史を持つ土佐和紙の製造加工や、そこから派生した特殊紙の

生産が盛んであり、また時代の変遷と顧客ニーズに合致した加工品を開発すべく、手すき和

紙の様々な加工技術を掛け合わせてデザイン性の高いラッピング商品や高級トイレットペ

ーパー等、新たな商品開発にチャレンジする企業が複数存在する。 
これら土佐和紙・特殊紙を活用した新たな商品を対象に需要動向調査を行う。 
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支援対象 町内和紙・特殊紙製造業 

調査場所 ドラゴン広場、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質感 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、試用による商品評価ヒアリング 

支援効果 
消費者からの直接評価（質感・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 

 
（目標） 

日々の巡回訪問、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、土佐市の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るとともに、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 H30 H31 H32 H33 H34

地域需要動向調査の回数 ― 3回 3回 3回 3回 3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 15社 15社 20社 20社

地域需要動向調査の回数 ― 3回 3回 3回 3回 3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 15社 15社 20社 20社

地域需要動向調査の回数 ― 3回 3回 3回 3回 3回

アンケート標本数 ― 200 200 200 200 200

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 15社 15社 20社 20社

① 土佐和紙を活用した

　　新たな加工品

② 一本釣りうるめいわし

　　を 活用した加工食品

③地元農産物を活用した

　 加工食品
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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】 
 

これまで当商工会における需要開拓支援としては、小規模事業者持続化補助金による事業計

画策定支援をきっかけとする地域小規模事業者等の販路開拓支援を行ってきたものの、実施し

た結果の検証等も行っておらず、効果的な販路開拓支援活動とは言い難いものであった。 

販路開拓において、地域の小規模事業者は経営資源が限られている為、個々の経営努力だけで

は困難な場合が多く、商工会の支援が必要不可欠である。 

今後は県や商工会連合会、行政および地域団体等の関係機関との連携協力を通じて、地域小規

模事業者の有する魅力や当町ならではの独自経営資源の発信力強化につながる取り組みを行う。 

販路開拓の前提となる、商品・サービスの魅力付けについては、活用した経済動向調査、需要

動向調査、巡回訪問等で得た分析結果を反映させながら、新しい販路拡大の可能性を探り、新た

な需要の開拓や販路の開拓に至る全面的な支援を実施していく。 

 

（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 
新市場の参入や販路開拓に取り組む小規模事業者に対して、対象事業者の商品や特性に合

わせた展示会、商談会、物産店等の情報提供を行う。実施に向けては商品の選択、商品説明

のチラシ作成や、展示物の効果的なディスプレイ、商品提案書の作成、商談後のアプローチ

の方法について支援しながら、出店や商談会の同行等に至るまで伴走型で支援を行う。 
展示会等参加後は、会場における顧客反応・商品に対する直接評価について、定性・定量

の両面で分析を行うと共に、参加した事業者と出展効果の検証を行うことで、売れる商品の

研究と販路拡大に繋げるフォローアップ支援を行う。 
 

（商談会・展示会等における事業内容と期待効果） 

主催者等 事業内容 期待効果 

・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 

・トップバイヤーからフィードバック 

・商品知名度の向上と 

商談の場の創出 

・地域特産品のＰＲ 

 販路開拓 

・首都圏を中心とした 

県外への販路開拓 

・外食産業における 

新需要開拓の足掛かり 

・新商品のＰＲ 

・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 
ビジネスガイド社 

・グルメ＆ダイニングスタイルショー 
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（定量目標：展示会・商談会出展促進による新規需要開拓） 

 
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

えるような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。 
（定量目標：アンテナショップ出店による新規需要開拓） 

内 容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

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 

（800） 

３事業所 

（1,000） 

アンテナショップ出店による収益

向上目標（対前年度比％） 
― 5% 5% 10% 10% 10% 

 
③IT を活用した新規需要開拓 

インターネットを活用した販路開拓を促進するため、通販サイトの構築・運営・SNS 活

用等の情報提供を行う。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」への出品について支援する。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、高知県商工会連合会の実施す

る専門家派遣等を利用し、SEO 対策や商材写真の撮り方や見せ方、サイトのスマートフォ

ンおよび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の支援を行う。 
 
（定量目標：IT を活用した新規需要開拓） 

 
 
 
 
 

内 容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

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 

（5 件） 

4事業所 

（6 件） 

6事業所 

（15 件） 

6事業所 

（20 件） 

6事業所 

（20 件） 

商談会・展示会出展による 

収益向上目標（対前年度比％） 
― 5% 10% 10% 10% 10% 

内 容 現状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

ＩＴ活用事業者増加数 ― 3事業所 3事業所 6事業所 6事業所 6事業所 

ＩＴ活用による収益向上目標

（対前年度比％） 
― 5% 5% 5% 5% 5% 
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Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 
 
 土佐市は平成 22 年 4 月に「第５次土佐市行政振興計画」を策定し、地域経済に関する計画と

して、「商工業の振興・活性化」「商店街の活性化」「伝統産業の継承と振興」「滞在型・体験型・

広域観光の推進」を、また産業の創出については「企業立地の促進」「新産業への支援」を掲げ、

10 年間の取り組みとして実行しており、当会も市行政と連携しながら推進してきた。 
 
１． 地域資源の活用 

① 商工業 
（現状と課題） 
土佐市の基幹産業ともいえる製紙業においては、事業規模の違いは見られるものの、単独また

は企業グループとして新商品の開発等を行うなど、事業活動は活発である。また、カツオやうる

めいわしを主とした水産物加工業である鰹節関連の事業においては加工組合の解散など、一部縮

小傾向にあるものの安定して推移している。 
今後の課題としては仁淀川水系の水を使った製紙業では、「仁淀ブルー」を活用した商品の開

発や取り組みが必要である。一方うるめいわしでは、ある程度のブランド化は図れているものの、

鰹製品も含め、更なるブランド力の強化を行っていく必要がある。また、新たに地域資源となり

うるものを発掘することも課題であり、市行政や組合などの関係団体との意識や情報などの共有

を図れる仕組みづくりも重要である。 
 
（事業内容） 

（１） 高知県商工会連合会の行う専門家派遣事業により製造業・食品加工業における専門

家を招へいし地域小規模事業者等の支援を行い、持続的発展に資する。 
（２） 土佐市内の食品加工グループの行う、新商品開発について高知県の事業や、仁淀川

流域地域支援企画員の協力を得ながら支援を行う。 
（３） 土佐市のふるさと納税返礼品として、地域資源を活用した商品を含めた、市内の特

産品等 46 点中、40 点が当会関係の商品が採用されており、納税額はＨ27 年度よ

り大幅な増加傾向（Ｈ27 年度実績 23,000 千円）にあり、今後も更に充実を図って

いく。 
（４） 新たな地域資源に関する調査を実施し、積極的な発掘を行う。また、既存の地域資

源においては、新たに見直し、再評価を行い地域資源の魅力に磨きをかける。 
 
（目標） 

内 容 現 状 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 
専門家派遣（件） 0 5 5 5 5 5 
ふるさと納税額（千円） 23,000 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ふるさと納税返礼品売上（千円） 7,991 14,000 17,000 17,000 17,000 17,000 
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② 観光 
（現状と課題） 

観光について土佐市では、体験型観光の「ホエールウオッチング」や「四国 88 カ所札所」「ま

ち歩き」「貸舟」「マリンレジャー」などがあり、その受け入れや情報発信等については、現状で

は各々で取り組んでいる状況である。情報発信や観光客の受け入れ、エージェント等への営業活

動等々をまとめて管理・運営する牽引役の団体が存在せず、土佐市全体での観光事業にまとまり

がない状態で、市全体をカバーする観光案内所は集客施設の「ドラゴン広場」内に簡素な観光案

内所がある程度で、観光客の誘致や、せっかく来訪された観光客へのアプローチも充分にできて

いない。土佐市の「第５次土佐市行政振興計画」にも計画されている、観光産業の司令塔となる

観光協会を土佐市と共に早急に設立する必要がある。 
 
（事業内容） 
（１） 観光関係機関の設立 
平成 29 年度末までに、行政と当会を中心に会員企業の募集、事業計画の策定を行い、観光協会

を設立し、観光に関する全機能を集中、運営体制を確立する。 
（２） 体験型・滞在型観光の取り組み 
平成 27 年度には、土佐市からの観光に関する事業委託を受け「横浪半島メランジュクルージン

グ」「漁師さんの船でのんびり土佐湾クルージング」を企画、販売。本年度も土佐市独自のツアー

商品として「青龍寺道（塚地峠）」を活用した観光メニューを企画中であり、継続してツアー商品

の企画立案を行い、同時に旅行エージェント等への営業活動を行う。 
（３） 広域観光の取り組み 
仁淀川流域市町村でツアー商品を検討し、ツアー商品を売り出す。域内にある観光資源の掘り起

こしや、再認識などについて各町村担当者や専門家を交えて検討を行い、モニターツアーの開催

やツアーメニューのブラッシュアップなどを経て販売を行う。ひなまつりイベント「仁淀川ひな

回廊」は、引き続き仁淀川流域市町村との連携を図りながら開催する。 
 
（目標） 

土佐市特有の地域資源を活かしながら、ツーリズムによる交流人口を増加させる。また、今ま

で独立した企業や団体が、それぞれに取り組んできた観光に関する事業を、観光協会を設立し、

各事業者に参画いただくことにより、各事業者の持つ情報やノウハウ、ネットワークなどを共有

することが可能となり、土佐市全体の観光産業の底上げを図る。 
 
Ⅲ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

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

ードバックすることで、新たな施策や他地域において成果を上げている支援方法・ノウハウを共

有することで、個々の職員および商工会組織全体としての支援能力の向上につなげていく。 
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① 高知県商工会連合会には事業および現在の支援状況を報告するとともに、県内外で同事業

を実施している商工会の動向等の情報収集を行い、各地域における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 仁淀川流域における他の商工会（いの町・日高村・仁淀川町・越知町・佐川町）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、互いに意見を出し合い、相乗効果による商工会組織として支援力の

向上につなげていく。（年２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の情報交換を通じて、経営改善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、融資制度の普及を図る。（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積極的に参加し、小規模事業者の経営

および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ことでより高度な支援スキルの習得を目指す。（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研修会、

セミナーに原則参加し、加えて他機関が主催する研修会、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することで、「企業の持続的発展」

を重視した支援能力の向上と支援スキルの習得を図る。 
 

② 商工会組織全体の支援能力向上を実現するため、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、セミナーに参加した後は書面報告だけでなく、伝達研修

による職員間ＯＪＴを実施することで研修内容の共有化と個々のスキルアップを図る。 
研修参加者も伝達研修の中で、自身が習得した支援スキルを再確認し、自身の判断や

思考を相手にわかりやすく伝える力（伝達力）の向上を図ることで、単なる一方通行の

教育に留まらない相乗効果を創出する。 

（目標とスケジュール） 

  現状 H30 H31 H32 H33 H34 

① 
県連への事業、支援状況報告 

および情報収集 
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 
仁淀川流域における隣接 

商工会との情報交換 
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 

③ 
地元金融機関、日本政策金

融公庫との情報交換 
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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③ マル経融資その他支援に係る具体的な案件があった場合には、事務局長、経営支援員も

含めた職員間支援会議を開催し、具体的な支援ノウハウの共有を図ることで、日常業務

における職員間 OJT を通じた支援スキルの向上を図る。 
 

④ 高知県商工会連合会を通じた専門家派遣や連合会に在籍する中小企業診断士資格を有す

る経営指導員による支援現場同行を通じて、事業計画策定における環境分析からドメイ

ン設定、事業計画策定までの支援ノウハウを習得することで支援スキルの向上を図る。 
 

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。具体的には中小企業診

断士取得に向け、有資格者による資格取得に至るプロセスや勉強法に始まるＯＦＦ－Ｔ

を実施し、当商工会に在籍する指導員の資格取得を目指す。 

 

⑥  仁淀川流域の隣接商工会と連携し、経営指導における情報共有会議を通じて、具体的な

支援案件・支援ノウハウの共有を図ることで相乗効果による支援能力の向上を図る。 

 
上記取組によって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

会から会議等における資料・会議内容等を整理した上で電子データ化し、共有フォルダ内で一元

管理することで、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する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【研修会への参加】

・全国、高知県商工会連合会

・中小企業基盤整備機構

・他機関が主催するセミナー

【職員間ＯＪＴの実施】

・伝達研修による職員間での

情報および支援ノウハウ共有

・伝達力の向上

支援現場への

落とし込み

【現場におけるＯＪＴ】

・診断士の現場同行支援による

高度な支援スキルの習得

【職員間支援会議の開催】

・日々の支援業務における

具体的な支援ノウハウの共有

商工会組織（職員）全体の支援能力の向上

仁淀川流域の隣接商工会との

連携

【支援ノウハウの可視化と共有】

中小企業診断士等の

資格取得の奨励
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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 
 
 毎事業年度、本事業計画に記載する事業の実施状況や成果について、評価・検証を行う。 
 

① 外部有識者（市役所担当課、中小企業診断士等）、高知県商工会連合会、商工会正副会長で 
本事業の評価、見直し等に関する委員会を毎月開催する。 

② 委員会において、評価、今後の見直し案や方針を決定、理事会に報告し、承認を受ける。 
③ 理事会報告後の事業の成果、見直し案については本会のホームページにて公表し、見直し

結果に基づき、目標の設定等を行い継続して本支援事業を実施する。 
 
 
 
 
 
 

（別表２） 
経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 
（平成 29 年 10 月 31 日現在） 

（１） 組織体制 
 事務局長の指揮のもと、経営指導員 3 名を中心として全ての職員が協力し、事業を推進する。

原則として、経営指導員が経営計画策定と実施支援を担当する。また、実施する各事業について

は担当を決め、分担し必要に応じて他の職員の協力を得て実施する。 
 

役 員 職 員 
会 長 1 名 事務局長 1 名 
副会長 2 名 経営指導員 3 名 
理 事 23 名 経営支援員 2 名 

監 事 2 名 
記帳専任職員 

記帳指導員 
1 名 
１名 

 
（２） 連絡先 

高知県土佐市高岡町乙３４８０－６ 
土佐市商工会 
TEL 088-852-1261 
FAX 088-852-1263 
E-mail:tosa@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） 
 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

必要な資金の額 1,050 1,350 1,450 1,450 1,450 

 調査費 200 300 300 300 300 

支援事業費 500 700 800 800 800 

地域活性化事業費 300 300 300 300 300 

 会議費 50 50 50 50 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 

会費、国・県及び市補助金のほか、活用可能な委託事業費等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
（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 
 経営指導員等による伴走型支援に際して、専門的な解決課題等については、高知県商工会連合

会、中小企業基盤整備機構、高知県よろず支援拠点等と連携し、専門家等による支援を実施して

課題解決を図る。 
連携者及びその役割 

連携者及びその役割 
名 称 住 所 内 容 

中小企業基盤整備機構 四国 
（本部長 高山千佳歳） 

香川県高松市サンポート 2-1 

・専門家による経営分析と助言 
実施可能な効果的な指導 

・事業計画の策定支援 
・販路開拓支援 
・新規創業者支援 

高知県産業振興センター 
（理事長 松岡哲也） 

高知県高知市布師田 3992-2 

高知県よろず支援拠点 
（チーフコーディネータ 小松宗二） 

高知県高知市布師田 3992-2 

山﨑公亮  
税理士・経営革新等支援機関 

高知県高知市一宮町 2-27-19 

宮田 稔  
中小企業診断士・経営革新等支援機関 

高知県香南市野市町 
みどり野 3-21 

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 

・国等の施策等の情報収集 
・展示会等のあっせん 
・販路開拓支援 
・ビジナスマッチング支援 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

高知県商工会連合会 

中小企業基盤整備機構 

高知県産業振興センター 

高知県よろず支援拠点 

専門家 
コーディネーター等 

土佐市商工会 

経営改善普及事業 

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 

・記帳、税務、金融指導等 
・各種制度等の情報収集、 
提供等 

地域小規模事業者等 
経営分析・事業計画 
の策定・創業・経営 
革新等による経営発達 

記帳・税務・労務等の 
基礎的経営改善 

地域経済の 
活性化 

ノウハウ

の共有 

連携 支援 

専門 指導 

レベルの向上 

寄与 
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