
 

 

経営発達支援計画の概要

実施者名 

（法人番号） 
東洋町商工会（法人番号 3490005005703  ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

小規模事業者の支援機関として、行政や各種関係機関と連携することで効果的な 

支援体制を構築し、消費者ニーズや市場動向等の経営環境の変化に柔軟に対応する

為の計画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す

るとともに事業の持続的発展を図っていく。高齢化や人口減少、消費人口の流出等

厳しい状況の中、U・Iターン者や後継者に対しての経営支援を積極的に推進する。 

 地域の総合的な活性化についてはサーフィン等のマリンスポーツによる観光産

業に取組み交流人口の拡大や「ポンカン」等の地域ブランドの確立を推進すること

で地域経済の底上げに繋げていく。 

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等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．サーフィン等のマリンスポーツによる観光産業に取組み、交流人口の拡大を 

図る。 

２．「ポンカン」等の地産外商、六次化に取組み地域活性化に繋げていく。 

連絡先 

東洋町商工会 

〒781-7414 高知県安芸郡東洋町大字生見575番22 

 TEL：0887-29-2036 / FAX：0887-29-2037 

 E-mail:toyo@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 

東洋町の現状と課題 

（東洋町の現状） 

 東洋町は、昭和３４年７月１日に新市町村建設促進法に基づき、旧甲浦町と旧野根町

の合併により発足した。 

 本町は、高知県の最東端に位置し、東西１０㎞、南北１４㎞で総面積は７４．０６㎢

におよび、太平洋を一辺とした三角形をなし、北部は海部郡海陽町、南部は室戸市、西

部は安芸郡北川村に囲まれた自然環境に恵まれた地域にあり、高知県の東玄関として発

展してきた。 

 気候は、黒潮の影響を受け比較的温暖で、年間平均気温１６．８度、年間平均降雨量

３，４０５㎜と高温多湿であり、基幹産業のひとつである農林業においては比較的恵ま

れた環境にある。 

 本町の地形はおおむね標高１００m～４００m の山地が大半を占め、平均勾配３０度

の急傾斜の山地が海岸線まで迫っている。平坦地は少なく、集落は甲浦港湾周辺及び野

根川下流域に密集している以外は、野根、生見、河内、小池部落等の各河川の流域に点

在し、海岸線は１６㎞におよんでいる。 

 交通は、国道５５号、阿佐海岸鉄道、高知東部交通（バス）、徳島南部バスを主に利用

している。その延長線上には、本州と四国を結ぶ三架橋や、四国８の字ネットワークの

整備による関西・中国地方への利便性が強化された。また、本町は地域高規格道路の計

画にも指定されており、今後さらに、本州と四国４県の連携強化と広域交流の拡充も期

待される。 

     
 

（東洋町の課題） 

① 人口動態 

本町の人口は、昭和３５年の８，１０２人を最高に平成３０年６月には、 

 ２，４９７人へと減少した。これは、人口の流出超過による社会減、出生率の低下等 

による自然減などによるもので、一極集中型、都市部への流出、少子高齢化等時代の 

流れに対応しきれず、人口の減少に歯止めをかけることができなかったためである。 
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区 分 

昭和３５年３月３１日 平成２年３月３１日 平成３０年６月３０日 

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総   数 

（外国人住民除く） 

人 － ％ 人 － ％ 人 － ％ 

8,102 
  

4,413 
 

▲45.6 2,497 
 

▲43.5 

男 

（外国人住民除く） 

 
％ 

  
％ 

  
％ 

 

3,905 48.2 
 

2,098 47.5 ▲46.3 1,193 47.7 ▲43.2 

女 

（外国人住民除く） 

 
％ 

  
％ 

  
％ 

 

4,197 51.8 
 

2,315 52.5 ▲44.8 1,304 52.3 ▲43.7 

 

 

区  分 
昭和６０年 平成２年 平成１２年 平成２７年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

2,072  1,913 ▲7.7 1,469 ▲23.3 896 ▲39.1 

第一次産業 ％ － ％ － ％ － ％ － 

就業人口比率 31.2  26.6  30.9  31.1  

第二次産業 ％ － ％ － ％ － ％ － 

就業人口比率 27.0  28.7  27.9   14.8   

第三次産業 ％ － ％ － ％ － ％ － 

就業人口比率 416  44.7  41.2  54.1  

 

② 産業の現状と課題 

＜農業＞ 

本町の農業は、全経営耕地面積の６３．９％が水田で、米作を主体としてポンカン・

小夏などの果樹栽培、ナスやトマトの施設園芸が行われている。また、収穫量では本

町の気象等の立地条件に適した、ポンカン・小夏が農業粗生産額の３８％を占め基幹

作物となっている。 

本町が、通年型リゾートの観光地を目指すうえで、都市住民及びリゾート地に求め

られる“新鮮で、安全な食素材”の生産、自然の中で農業を体験できる場の整備など、

多様な農業の展開が必要である。 
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＜水産業＞ 

   本町の漁業は、沿岸における一本釣り、延縄、定置網、刺し網漁業が中心で、ア

ジ、サバ、マグロ、カツオを中心に年間水揚げ量は約３，２００㌧となっている。 

   その魚をより新鮮に届けるために、冷海水を用いて魚の変色をなくし、付加価値

を持たせた漁業を進めている。 

   しかし、水産業を取り巻く情勢は、２００海里水域が設定され、海外漁場の制約

が一層強化されたのをはじめ、整備後の施設の老朽化や性能低下等が生じたり、魚

価の低迷、輸入水産物の増加などにより依然として厳しい状況にある。 

   今後は、１．５次産品への加工処理施設の拡充を進める必要があるとともに、遊

漁事業をはじめ、他の産業と一層の連携を図っていく必要がある。 

 

  ＜商工業＞ 

   商業については、商店街と呼べるものは無く、単に商店が点在する状況となって

いる。このため従前にも増して購買人口の町外への流出傾向が著しくなってきてい

る。これにより地元需要依存型の経営から脱却していく必要性がでてきている。 

   多様化する消費者ニーズに対応した魅力ある商業地へと転換するため、観光客等

の需要動向を踏まえた取組み、他の産業と連携した取組みが肝要である。 

   工業については、釣り針製造、製材業などが主体であるが、事業所の大部分が小

規模経営である。 

   今後、本町の工業の長期的な活性化を図るには、立地条件にあった企業の誘致、

地場産業の推進を図る必要がある。 

 

商工業者数・業種構成 

 平成 18年 平成 30年 減少数 

商工業者数 
（うち小規模事業者数） 

220 

（216） 

139 

（136） 

81 

（80） 

建設業・鉱業 52 29 23 
製造業 22 16 6 

卸・小売業 77 38 39 
飲食・宿泊業 34 29 5 
サービス業 26 19 7 

その他（上記以外） 9 8 0 

 

⑤ 観光・レクリエーション 

   余暇時間が増大した現在、明石海峡大橋や自動車道の急速な発達で交流人口が増

大している。そのため、今、本町に必要なのは何かを的確に把握する必要がある。 

   県下屈指である白浜海水浴場は環境整備がされ、海水浴だけでなく、アウトドア

ブームに乗って白浜キャンプ場を整備するなど、毎年大勢の観光客で賑わっている。

また、例年白浜で開催される納涼祭など、イベント広場としても活用され地域の活

性化を図っている。 
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   しかし、観光シーズンが夏場だけの短期間であるため、さほど経済効果には結び

ついていないのが現状である。 

   西日本随一の生見サーフィンビーチでは、１９９７年、９８に世界プロサーフィ

ン選手権大会、１９９９年、２０１３年には全日本アマチュアサーフィン選手権大

会が開催され、通年サーファーが波を追いかけ訪れる状態である。しかし、本町や

観光振興協会で誘致を行っているものの、年間の入り込み数は８万人前後で横ばい

状態である。 

   また、本町の人口増加が見込めない状況の中、交流人口をいかに受け入れ、新た

な産業の構築あるいはレクリエーション活動にどう結びつけるかが最大の課題であ

る。 

 

 

【東洋町商工会の現状と課題】 

  

当商工会は職員３名（経営指導員１名、経営支援員２名）、会員数８３名・組織率 59.7％

の小規模な商工会である。（会員８３名の業種別内訳は下表の通り。） 

 これまで商工会は地域内需要の取りこみ、町外への購買力流出の阻止の観点から、ス

タンプ事業・地域商品券事業等を実施してきた。しかしながら人口減少や近隣市町への

大型店進出等の影響を受け、特に小売業の廃業が後を絶たない状況である。 

 また当町には年間８万人以上の観光入込客があるものの、地域商業への経済波及に係

る施策については取組が不足しており、売上高等に恩恵を受けているのは、生見ビーチ

周辺のごく僅かに留まっている。 

 このため、町内需要に依存した経営から、観光入込客等の需要の取込みを通じ、維持

発展していく方向性へと転換していく必要がある。 

 またこれまで実施してきた経営改善普及事業においては、基礎的な経営改善と、町内

での限られたパイの中における需要の取組に関し、アドバイスを実施していく支援が中

心であった。しかしながら今後は、入込客等の新たな需要を具体的に開拓していくため

に、小規模事業者の実効性のある事業計画策定を支援し、関係機関や専門家等と連携の

うえ、伴走型支援を実施していくことが課題となっている。 
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会員

数 
(計） 

会 員 事 業 所 の 業 種 別 内 訳 

定款 

会員 建設

業 

製造

業 

卸売

業 

小売

業 

飲食店 

宿泊業 
サービス業 

その他 
飲食

店 

宿泊

業 

娯楽

業 

娯楽

業 

以外 

総合計 83 80 16 10 6 20 7 7 1 9 4 3 

従
業
員
規
模
別
内
訳 

0 人   48 6 6 3 16 4 5   6 2   

1～2 人   17 5 2 2 2 2 1 1 2     

3～5 人   8 2   1 2 1 1   1     

6～20 人   6 3 2             1   

21 人～50 人   1                 1   

51 人～100 人   0                     

100 人超   0                     

経
営
組
織
別
内
訳 

個人   58 9 8 1 18 6 5 1 8 2   

法

人 

株式   12 2 2 3 2   2     1   

特例有限   10 5   2   1     1 1   

合名   0                     

合資   0                     

その他   0                     

 

 

○目標及び目標達成方針 

１．小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

 上記の課題を踏まえ、今後 10年間の中長期的な地域商工業の振興の在り方として、既

存事業者の持続発展と、新たな創業者の発掘・育成を通じた地域経済の活性化に取組む。 

 

①  小規模事業者が経営計画に沿った経営を行うことで、経営基盤の改善と強化を図

るとともに円滑な事業承継を図ることで小規模事業者数の減少に歯止めをかける 

②  地域内需要が減退傾向にある中、地域に根差し持続的に事業を継続していくた

め、地産外商に取組み事業存続が可能な小規模事業者を増加させる。 

③  ＵＩターン者を含め創業希望者を発掘し、新たな小規模事業者を創出、地域経済

の活性化を図る。 

④  体験型・滞在型観光の推進を通じ、観光入込客の需要等を取り込んだ、小規模事

業者の持続発展を目指す。 
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２．経営発達支援計画における目標と方針 

【目標】 

 

 商工会は地域の総合的経済団体および小規模事業者の支援機関として、上記の中長期

的な振興の在り方へと達成していく道筋として、経営発達支援計画で 5 年間の目標を設

定、具体的な経営支援策に落し込んでいく。 

① 小規模事業者の経営を勘や経験への依存から経営計画に基づくものへと転換させる 

② 地域資源（ポンカン・小夏・魚介類・土佐備長炭）を活かした商品開発とマーケティ

ングに基づいた販売戦略の促進で外貨を稼ぐ小規模事業者の育成 

③ 町との情報連携によるＵＩターン者等の創業希望情報発掘と、スムーズな創業に向け

た支援 

④ 観光関連産業の事業者（宿泊業・飲食業・娯楽業）の売上・利益向上 

 

【目標達成にむけた方針】 

① 分析・調査に基づく経営計画策定支援の実施 

経営分析により小規模事業者の現状を把握し、地域経済景気動向調査や需要動向調査

等の外部環境を踏まえた事業計画策手支援に取り組む。同時に事業承継が必要な事業

者への支援も実施し、事業承継計画へと落とし込む。また、策定後のモニタリングと

フォローアップを実施して確実に目標達成まで支援する等の取り組みをとおして小

規模事業者の経営基盤の改善と強化を図る。 

 

② 地域資源を活用した「売れる商品づくり」への取組み 

 地域資源であるポンカン・小夏・魚介類・備長炭も活かしきれておらず、加工品やご

当地グルメの開発も課題となっている。経営発達支援計画においては、観光客等のニー

ズを捉えた「売れる商品づくり」の開発を目標として小規模事業者支援を実施していく。 

 また小規模事業者自らの力のみでは販路開拓力が限定的である。このため販路開拓に

関するマッチング機会の創出や、展示会出展時の商談力強化を目標とする。 

  

③ 移住者（サーファーや土佐備長炭生産希望者）の起業への取組み 

 本町に訪れるサーファーの中には移住を希望される方もおり、また土佐備長炭生産に

取組みたいため移住相談に訪れる方も多い。東洋町役場では空き家の掘り起こしや活用

を支援していく取組みを実施予定であるが、商工会は経営発達支援計画を通じ、移住希

望者への起業支援を実施する。 

 

④ 観光入込客の需要等を取り込み、持続発展可能な小規模事業者の増加 

 2020 年東京オリンピックにサーフィンが正式種目入りしたことを受け、サーフィンビ

ーチを中心とした当町観光客（現在 8.8万人）を年間に 10万人に増加させる観光振興計

画が立てられている。しかしながら現在、その経済効果を実感できているのはサーフィ

ンビーチ周辺の一部に留まっている。経営発達支援計画においては、サーファー等のニ

ーズを把握したうえで、地域小規模事業者に波及効果が広く及び、売上・利益高の向上

に結びつかせることを目標とした支援を実施していく。 



７ 

 

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３１年４月１日～平成３６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 

 

    小規模事業者の支援課題 

  ◎県外観光客入込・動態調査（収集元：高知県） 

   隣接する室戸市ではジオパークの影響や四国八十八か所の影響で観光客が増加傾

向にあり、また当町においてはサーファーの入込客が増加傾向である。この様な

機会を活かし、小規模事業者の持続発展につなげることを目的とし、観光客の入

込状況、県東部の主要観光施設等利用状況を年１回収集し、当町への影響や機会

を把握する。 

   抽出項目：月別観光施設利用実績（安芸市・室戸市） 

        １人あたり県内消費額（宿泊費・飲食費・交通費・土産代・その他） 

        お客様の声のうち当町に関連のある事項 

  

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 従来の地域経済動向調査においては、個社の事業計画策定支援の際、都度断片的に

二次データを収集し活用していたため、地域経済動向の把握として必ずしも効果的な

活動となっていなかった。 

 経営発達支援事業においては、地域経済を俯瞰したうえで、過去から現在の動きを

整理することで、地域の現状と将来の市場予測に基づく事業計画の作成が支援できる

環境を整備していく。 

 また創業等を希望する移住者等に提供できる情報として、第三者事業承継を検討し

ている先について調査していく。 

 

＜事業内容＞ 

（一次データの収集と活用） 

  ①巡回によるヒアリングを行い、個々の小規模事業者の景況と事業承継動向を調査

する。 

◎東洋町内の商工業者の構成割合から建設業 2 社、製造業 2 社、卸・小売業 4

社、飲食・宿泊業 4社、サービス業 3社に対し景況のヒアリングを実施する。実

施項目は「売上高、売上原価、客単価、利用客数、経常利益（採算）、資金繰り、

従業員数、設備投資の有無、景況等とし、頻度は年２回とする。上期と下期に収集

した２回分の情報を比較・分析をする。調査・比較・分析結果については地域の小

規模事業者の新商品や新サービスの開発等に活用できるよう年１回、当会 HP に掲

載して情報提供を行う。 

◎経営者の年齢や後継者の有無、移住者などの第３者への事業承継の可否等につい 

て調査・把握する。調査した内容は東洋町と共有し、必要に応じ創業希望者等に情

報提供していく。対象は東洋町内の全商工業者とし、郵送によるアンケート調査を
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実施する。頻度は２年に１回とする。調査結果については情報を必要とする創業者

等に都度提供していく。 

 

（目標） 

調査項目 調査頻度等 情報提供方法・頻度 

東洋町内景況調査 年 2回×１５件 ＨＰ 年１回 

事業承継動向 ２年に１回 

町内全商工業者 

東洋町 ２年に１回 

創業者等 都度提供 

 

 （二次データの収集と活用） 

  外部機関が公表する経済動向調査データのうち、当町の小規模事業者に影響があり

そうな事項を下記のとおり抽出し、HP にて公表する。また同時に小規模事業者の経

営分析・事業計画策定支援等に活用する。 

 

  ◎景気動向調査（収集元：高知県商工会連合会） 

   高知県全体の景況を把握するため、年２回、東洋町商工会の景況調査実施時にあ

わせ収集する。 

抽出項目：東洋町景況調査と同様に、「売上高、売上原価、客単価、利用客数、 

経常利益（採算）、資金繰り、従業員数、設備投資の有無、景況等」 

  ◎小規模企業白書（収集元：中小企業庁） 

   地域需要の減退等の厳しい経済環境下、新たな活路を見出していくため、小規模

事業者の動向・取組事例等を年１回収集し、小規模事業者を支援していくうえで、

課題や参考となるビジネスモデルを把握する。 

   抽出項目：小規模事業者の経営課題 

        小規模事業者の成功事例・ビジネスモデル 

     

（目標） 

調査項目 調査頻度等 情報提供方法・頻度 

景況調査（高知県） 年２回 ＨＰ 年２回 

小規模企業白書 年１回 ＨＰ 年１回 

県外観光客入込・動態調査 年１回 ＨＰ 年１回 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  これまで当会が実施してきた経営分析は、小規模事業者から補助金・融資等の相

談を受けた際、事後的・断片的に経営分析を実施していく手法が主であり、小規模

事業者の課題を積極的に発掘し、持続発展させていくための分析にはなっていなか

った。 

   経営発達支援計画においては、巡回、窓口相談などを通じて個々の企業の抱える

問題点を積極的に収集するとともに経営分析を実施し、小規模事業者の持続的発展に

向けた課題を設定したうえでサポートを行う。    
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（事業内容） 

 ①巡回訪問時・窓口相談時のヒアリング及び、経営分析の重要性と効果を啓蒙する

セミナーの開催等により、分析の対象となる小規模事業者をピックアップし、定

量・定性分析を実施し、経営状況を把握する。 

  ②高知県商工会連合会等の専門家派遣事業を積極的に活用し、中小企業診断士等の

専門家と各種分析手法を用いて経営分析を行い、総合的な企業の状況を把握する。 

  ③当商工会は経営指導員１人地区であるため、広域連携事業を実施している室戸市

商工会の経営指導員と連携し、分析結果を共有したうえでアドバイスをもらう。 

  ④以上の分析結果をもとに経営課題を抽出し、経営上の悩みや課題の解決に向け提

案、支援を行う。 

 

（主な分析手法）  

＜定量分析＞ 

財務分析 過去の決算書に基づき財務分析を実施、問題点を抽出する。

（収益性・成長性・安全性・効率性・生産性） 

＜定性分析＞ 

ＳＷＯＴ分析 定性分析ではＳＷＯＴ分析を基本とする。事業者とともに、

外部環境や内部環境を強み・弱み・機会・脅威の 4つのカテ

ゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応した経営資源の最

適活用を図る経営戦略を策定する。分析項目は、商品・売上・

客層・技術ノウハウ・組織・人員構成・販売体制等。 

その他の分析 各小規模事業者の経営環境に応じて、有効と考えられる分析

手法を専門家とともに検討し実施する。 

ＡＢＣ分析・ポジショニング分析・ファイブフォース分析等。 

 

（目標） 

    小規模事業者の抱える問題点の積極的な発掘と、経営分析の重要性の啓発を目的

とした巡回訪問を実施。経営分析により問題点を細分化し、具体的な対処法を立案

でき且つ、持続発展可能な経営課題の設定および戦略策定の重要性について、小規

模事業者が認識していくことを目標とする。     

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

巡回訪問事業所数 - 30件 30件 30件 30件 30件 

セミナー開催回数 - 1回 １回 １回 １回 １回 

セミナー参加者数  ７名 ７名 ７名 ７名 ７名 

経営分析件数 - 3件 4件 4件 5件 5件 

専門家派遣件数 - 1件 1件 1件 2件 2件 

室戸市指導員連携  1件 1件 1件 2件 2件 

  ※巡回訪問事業所数は、経営分析の啓発と、下記 3 事業計画策定に関する啓発を目的とし

た訪問数 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  これまで当会が実施してきた経営計画策定支援は、主に資金調達を目的とした計

画策定が主であり、事業者の持続発展を目的として課題を設定し、戦略を策定して

いく支援とはなっていなかった。 

   経営発達支援計画においては、事業者が持続発展していくため、上記１．の地域

の経済動向調査及び２．の経営状況の分析、下記５．の需要動向調査の結果を踏ま

え、高知県商工会連合会、よろず支援拠点等の関係機関と連携し経営計画を策定、

小規模事業者の持続的発展を図る。 

   当地域は少子高齢化、人口減少による環境変化及び経営者の高齢化等の理由から

廃業を選択される事業所も少なくない。このような案件に対しては、取引先等への

影響や無店舗集落の増加など地域への影響が最小限になるよう円滑な廃業のための

指導・助言を行い、後継者候補がいる場合は、事業承継計画策定の支援を行う。 

   なお当地域では、近年町外からの移住希望者も増えてきており、県や町と情報共

有し、廃業を検討されている事業所とのマッチングも含め創業者の発掘を行う。 

 

（事業内容） 

①巡回・窓口相談時に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事業計画策定等に関するセミナー及び個別相談会を開催する事により、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。 

  ③事業計画書については、上記②のセミナーで専門家のアドバイスを得ながら基本

的部分の作成支援を実施するとともに、巡回による作成支援を実施し、ブラッシ

ュアップを図っていく。また必要に応じて、東洋町・室戸市広域連携での経営支

援会議を活用し、複数の経営指導員（４名）による様々な視点からの検討を行う。 

④移住者等、創業希望者については、高知県商工会連合会が主催する「創業塾」（全

４回）を紹介、活用し創業希望者の知識向上と創業計画の策定支援を行う。 

（目標） 

   支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

セミナー開催回数 - 1回 1回 1回 1回 1回 

セミナー参加者数  ７名 ７名 ７名 ７名 ７名 

事業計画策定件数 - 2件 3件 3件 3件 4件 

創業支援件数 - 1件 1件 1件 1件 1件 

経営支援会議での検討  １件 2件 2件 2件 2件 

   

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   事業計画策定後に四半期に１度巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行い、取組状

況や成果等を検証し、都度必要な指導・助言を行う。また国、県、町、高知県商工

会連合会、よろず支援拠点等の行う支援策等を巡回訪問時に積極的に周知し、これ

らの支援策等を活用してフォローアップを実施する。 
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（事業内容） 

  ①事業計画策定後は３年間を目途に、四半期に 1 度以上巡回訪問し（創業について

も同じ頻度で実施）進捗状況の確認を行うと共に、事業実施が困難な場合は、そ

の原因を分析し計画の見直しについて指導・助言を行う。 

  ②新商品開発・売れる商品へのブラッシュアップや販路開拓等、必要に応じ高知県

商工会連合会等が行う専門家派遣事業を活用して、計画達成に向けての支援を行

う。 

  ③事業計画を達成していくうえで必要な資金調達手段として、日本政策金融公庫の

取り扱う融資制度や県制度融資等を積極的に活用し、円滑な資金繰りを支援する。

また東洋町と連携し「東洋町商工持続発展支援事業費補助金」での資金調達も支

援していく。 

   

（目標） 

   フォローアップ支援の回数は次表を目標とする。 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

フォローアップ対象

事業所数（創業含む） 
 3件 7件 11件 12件 12件 

フォローアップ延べ

件数（創業含む） 
- 12回 28回 44回 48回 48回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

    

小規模事業者の取り扱う商品及び提供するサービスの需要動向に関する情報を収

集・整理・分析し、事業計画策定において定量及び定性の両面から経営分析に活用す

る。また商品開発や市場開拓においての判断材料として、事業者へフィードバックす

るとともに、的確な助言・指導を行うための材料として役立てる。 

    

（事業内容） 

  小規模事業者が取り扱う既存商品・試作品の「売れる商品」へのブラッシュアッ

プを目的とし、下記の需要動向調査を実施する。（当町の産業振興上、重要な位置づ

けを担う商品である、「ポンカン等を活用した商品」「魚介類等を有効活用したペッ

トフード商品」を例にとる。） 

 

①バイヤー個別相談を通じた商品・試作品のブラッシュアップ 

   トップバイヤー個別相談会（高知県商工会連合会・高知商工会議所主催）を通じ、

地域資源を活かして開発された商品や試作品に関するアドバイス（商品内容・パ

ッケージ・内容量・価格・ターゲティング・適切な販売チャネル等）を頂き、「売

れる商品」としてのブラッシュアップを図る。 

    

  ②専門家派遣を通じた商品・試作品のブラッシュアップ 

   商品開発・販売の専門家から、地域資源を活かして開発された商品や試作品に関
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するアドバイス（商品内容・パッケージ・内容量・価格・ターゲティング・適切

な販売チャネル等）を頂き、「売れる商品」としてのブラッシュアップを図る。 

    

  ③観光客へのテストマーケティングの実施 

   サーファー・観光客が多く集まり、東洋町の販売拠点・観光拠点である「海の駅」

に訪れる来訪者に対し、地域資源を活かして開発された商品や試作品のテストマ

ーケティング（試食・アンケート）を実施、「売れる商品」としてのブラッシュア

ップを図る。 

   調査項目：⇒商品内容（味・香り・見た目等）・パッケージ・内容量・価格等 

   サンプル数：初年度 30件 2品（1品あたり 15件） 

以上①～③の需要動向調査について、支援する個社の需要動向調査・分析数を増加

させていき、地域全体でサーファー・観光客増加の機会や、地域内外需要を捉えてい

く。（需要動向調査を実施する対象事業者、またその商品に応じて、相談するバイヤ

ー・専門家・アンケート調査内容等を微修正しつつ実施する） 

 

 （目標） 

   支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

バイヤー個別相談 

   支援対象者数 

 個別相談回数 

－ 

 

1 社 

2 回 

 

1 社 

2 回 

 

2 社 

4 回 

 

3 社 

6 回 

 

3 社 

6 回 

専門家個別相談 

   支援対象者数 

   個別相談回数 

－ 

 

1 社 

1 回 

 

1 社 

1 回 

 

2 社 

2 回 

 

3 社 

3 回 

 

3 社 

3 回 

ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

実施商品数 

収集回答数 

－ 

 

2 品 

30 件 

 

2 品 

30 件 

 

2 品 

30 件 

 

3 品 

45 件 

 

3 品 

45 件 

   

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】 

   事業計画を策定した小規模事業者の販売する商品や提供するサービスについて、

広報ＰＲと販路開拓のための支援を行い、個々の企業の情報発信力を強化し市場へ

の浸透を支援するとともに、商談会や催事等の販路開拓に繋がるチャンスのある機

会を積極的に会員事業者へ情報提供を行っていく。また商談ブースの設営方法や商

談内容、商談方法や出展品の陳列方法、ＰＯＰの作成方法等、催事に対する効果的

な方法を支援し、商談や催事参加時の成功率を引き上げるように支援を行っていく。 

 

 （事業内容） 

① 地産地消（地域内での需要開拓） 

東洋・室戸広域連携事業を通じた商談会の開催 

室戸市商工会と共同で、両地域内におけるマッチングを目的とした個別相談会を 

開催する。室戸市及び東洋町で事業を営む商工業者が一堂に会し、意見交換及び

商談を行う機会を新たに設けることで新たな販路を開拓していく事が可能とな

る。年に 1回程度、定期的に実施することで両地域内の新たなネットワークが形

成され、新規事業等の新展開の機会を得るチャンスとなる。 
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＜主な支援対象者＞ 

町内において地域資源等を活用した食品加工業者等とし、販路開拓先は、東洋

町・室戸市に拠点を置く、ホテル・スーパーマーケット・道の駅等とする。 

＜支援方法＞ 

   ・出展前支援 

    本商談会の情報提供を実施するとともに、商品ＰＲシートの作成支援を実施す

る。また当日のプレゼン方法等について相談支援を実施する。 

   ・出展中支援 

    当日は、商品の魅せ方やプレゼンのフォローを行うとともに、各商品毎にター

ゲットとなる見込み先へのマッチング支援を実施する。 

   ・出展後支援 

    商談時に指摘を受けた改善事項（少量化・パッケージ見直し・賞味期限・取引

条件等）について個別支援を行い、商談成立まで支援する。 

 

② 地産外商（地域外での需要開拓） 

商談会・展示会の情報提供と出展支援 

 

  ＜主な支援対象者＞ 

   町内において地域資源等を活用した食品加工業者等のうち、生産量が比較的大き

く、県外に販路を求める小規模事業者 

 

  ＜支援方法＞ 

  ・展示会等情報提供の実施 

効果的な展示会情報等を整理し小規模事業者に提供することにより、出展を促し

新たな販路開拓の機会創出に繋げていく。 

 

展示会名 来場者数 出展者数 概  要 

ニッポン全国

物産展 
約 150,000 名 約 360社 

地域資源等を活かした商品等を全国

各地から集めた物産展 

東洋町産品の全国展開を目指す 

スーパーマー

ケット・トレ

ードショー 

約 88,000 名 約 2,200社 

スーパーマーケットを中心とする食

品流通業界に最新情報を発信する商

談展示会 

地域資源を活用した商品等について、

首都圏等スーパーマーケットへの販

路拡大を目指す 

アグリフード

エキスポ大阪 
約 15,000 名 約 450社 

国産にこだわり広域に販路拡大を目

指す農業者や食品加工業者とバイヤ

ーをつなぐ展示会 

地域産品生産者や食品加工業者の販

路拡大を目指す 
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  ・出展準備支援 

   展示会等に出展する小規模事業者に対しては、事前に専門家派遣を行い、商品及 

びパッケージの改良、商品提案シート・商談シートの作成、ＰＯＰ等の販促物作成、 

見込み客への事前案内作成等、各事業者の必要な支援を実施し、展示会出展の効果を 

高める。 

 

  ・出展中の支援 

   当日は商品の展示レイアウト指導を実施する。また来場者が発している商品等に 

関するコメントをとりまとめ、今後の商品改良等に活かしていく。 

 

  ・出展後の指導 

   専門家派遣により、出展時に得た見込み客について、成約に結び付けていく手法 

を検討し成果をあげていくと同時に、出展により明らかになった課題や顧客の声を商 

品開発・改良に結び付けていく。 

   

（目標） 

  内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①広域連携商談会 実施回数 

      参加事業所数 

        商談件数 

        成約件数 

－ 

1回 

4社 

20件 

2件 

1回 

4社 

20件 

2件 

1回 

5社 

25件 

3件 

1回 

5社 

25件 

3件 

1回 

5社 

25件 

3件 

②物産展等情報提供事業所数 

      参加事業所数 

商談件数 

成約件数 

－ 

3社 

1社 

10件 

1件 

3社 

1社 

10件 

1件 

4社 

1社 

10件 

1件 

4社 

1社 

10件 

1件 

5社 

1社 

10件 

1件 

 

③ ＩＴを活用した新規需要開拓 

   町内小規模事業者のＨＰ等のＩＴ活用度は低く又、新たにＨＰ作成は困難な事業

者が多い為、通販サイトへの出店支援や小規模事業者でも簡単に使用できるＳＮＳ

を活用して販路開拓を支援する。具体策としてインスタグラムやフェイスブックへ

の掲載手法やキャッチコピーのつけ方、商材写真の撮り方や見せ方を専門家派遣に

より支援していく。 

   

  ＜通販サイトの例＞ 

サイト名 概  要 

ニッポンセレクト 
農商工連携や地域資源の活用等により開発した商品、魅力ある

隠れた地域産品等を紹介・販売するサイト 

４７ＣＬＵＢ 
日本全国４５の地方新聞社が厳選した逸品を集めたお取り寄せ

サイト 
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  内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

ＩＴ活用事業者増加数 － ２事業所 ２事業所 ２事業所 ２事業所 ２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％ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

   

 １．海の駅東洋町を拠点とした地域振興 

 

高知県産業振興計画地域アクションプランに位置付けられている「海の駅東洋町を

拠点とした地域振興」プランに基づき、高知県・東洋町・東洋町観光振興協会と連携

を高め観光客の誘致等について協議・検討を重ねる。とりわけ当商工会としては特産

品開発や地域産品販売額の向上についての役割を強化し、地域力全体の底上げを図る。 

 ＜これまでの取組＞ 

  海の駅東洋町は、平成 20年に設立、小規模店舗で主に地元顧客を対象に１次産品を

取り扱う程度の経営であった。しかしながら火災を契機として、平成 26年にリニュー

アルオープン、観光客等への特産品販売や飲食等も取り扱う、東洋町の販売拠点とし

て成長してきている。 

  また高知県産業振興計画地域アクションプランを通じて、修学旅行の受入やワーク

ショップの開催等、各種の振興策が実施されているが、商工会と連携とした取組はあ

まり実施できていなかった。 

 

 ＜今後の取組＞ 

  高知県・東洋町・東洋町観光振興協会・商工会が連携することで、これまでの取組

を拡充し、地域商工業者に広く波及効果が及ぶ仕組みを検討していく。下記①～③の

取り組みを実施すべく、高知県・東洋町・東洋町観光振興協会・商工会による連携会

議を年 1回実施するとともに、課題に応じ都度情報交換を実施し、課題解決にあたる。 

 

 ①「売れる商品づくり」を通じた「海の駅」店舗魅力のアップ 

  地元の魅力ある資源の商品力・PR 力向上を通じた「海の駅」店舗魅力のアップにつ

なげる。また反対に「海の駅」に来訪する顧客ニーズを共有することで、「売れる商品」

のブラッシュアップにつなげる好循環を産むことにより地域の活性化に貢献してい

く。 

 

 ②受入団体観光客に応じた商品・サービス供給体制の構築 

  受入予定団体観光客の情報を町・観光振興協会・商工会等が共有、連携し、地域ぐ

るみで対応することで「食・泊・学・遊」の充実を図り、継続していくことにより外

貨の獲得の仕組みや関連事業者の需要開拓につなげる。 
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 ③交流人口拡大に向けた地域イベント拡充の検討 

  これまで単体で実施してきた、「海の駅東洋町」で実施するイベント、商工会青年部

等が実施するイベント等については地域一体となって取り組む催しに再構築する等の

検討していくことで地域の賑わい創出や知名度向上に努め、交流人口の拡大を図って

いく。 

 

 

 ２．高知県産業振興計画 地域連絡会議参画を通じた地域振興 

  

高知県産業振興計画を通じて開催される地域連絡会議（構成団体：高知県経営支援

課・高知県産業振興センター・高知県商工会連合会・東洋町商工会・室戸市商工会・

中芸地区商工会・安芸商工会議所）に参画、関係者間の意思共有を図り、個社の経営

力底上げから地域活性化につなげる方法を協議・検討していく。 

 

 ＜これまでの取組＞ 

東洋町商工会としては、地域小規模事業者 個社レベルの経営改善普及事業を実施

してきたが、関係団体と連携し、個社の経営力向上から地域全体の底上げを図ってい

く観点が不足していた。 

  

 ＜今後の取組＞ 

  地域連絡会議への参画により関係団体との連携体制を構築、地域資源等を活用した

商品を製造する個社等の事業計画を県のアクションプランや各種施策につなげていく

ための情報交換を年３回実施し、地域全体の活性化につなげていく。 

 

 Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援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 

   東洋・室戸地区商工会広域連携にて連携中の商工会及び高知県商工会連合会、そ

の他の支援機関、専門家等と連携し、各市町の小規模事業者や需要の動向、支援ノ

ウハウ等に関して情報交換するなどにより、小規模事業者が新事業展開および販路

開拓を進めるための情報収集を行い、小規模事業者に対する職員の支援力向上を図

る。 

（現状と課題） 

経営指導員等の支援ノウハウについては、個別の能力と努力に任されており、中小

企業大学校の研修を除けば高知県商工会連合会が主催する研修以外に職員の交流は

ない。これまで、組織の垣根を越えた人材育成や能力開発は行われてきておらず、ま

してや支援ノウハウの情報交換や共有は行われてこなかった。東洋・室戸地区商工会

広域連携においても共同巡回や他地区への巡回訪問、共同での研修会開催等は行って

いたものの、事業所への支援は個別に行っており、複数体制での支援や情報共有は行

っていなかった。現在は定期的に指導員会を開催し支援内容や情報交換・共有を図る

体制を構築中。 
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 （事業内容） 

  ①東洋・室戸地区商工会広域連携を積極的に活用して年 2 回、合同研修会や勉強会

を実施することで、各地域の小規模事業者の支援事例を通じて支援ニーズの動向

や支援ノウハウ等の情報交換を行うと共に、複数体制での支援に取り組む。 

  ②地域内金融機関と商工会との連絡会議を年 1 回以上開催して、地区内小規模事業

者に対する支援ニーズ・資金調達ニーズの動向や支援ノウハウ等・財務分析手法・

目利きのノウハウ等の情報交換を行う。 

  ③日本政策金融公庫高知支店との情報交換を年 1 回以上行い、県内の経済状況や金

融情勢について情報交換するとともに、経営の持続的発展や新規創業に対する支

援ノウハウを共有する。 

  ④中小企業診断士や税理士などの経営革新等認定支援機関との連携による研修会を

年 1回以上開催して、他地域での支援事例等を通じて支援ノウハウの蓄積を図る。 

 

 （目標） 

   次表を目標とする。 

内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

東洋・室戸地区広域連携

での研修会・勉強会 
未実施 2回以上 2回以上 2回以上 2回以上 2回以上 

地域内金融機関との連

絡会議 
未実施 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 

日本政策金融公庫高知

支店との情報交換会 
未実施 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 

中小企業診断士や税理

士等の支援機関との研

修会 

未実施 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 

  

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

   小規模事業者は地域経済活性化の要であり、その経営支援の最前線に立つ経営指

導員等は、自らの支援能力を高める自己研鑽が必要不可欠である。実際に支援をし

ながら学ぶＯＪＴと外部の研修施設等で学ぶＯＦＦ-ＪＴとをバランスよく組み合

わせて、経営指導員等の支援能力の向上の底上げを図る。 

 

 （現状と課題） 

   当商工会は事務局長未設置商工会であり、経営指導員も１人であるため、小規模

事業者への支援能力はもちろんのこと、行政及び関係機関、産業間連携のためのコ

ーディネート能力、提案力が求められるが、商工会組織としてそのノウハウを蓄積

できていないのが現状である。また指導員１人地区である事から、ベテラン職員か

ら若手職員への支援スキルや知識を承継する機会が無い。 

 

   高知県商工会連合会においては、職種および担当業務により区分して、各種の職

員研修を実施している。また、小規模事業者等が求める高度で専門的な経営支援内
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容に対応するために、中小企業診断士等資格取得に向けた研修や経営支援マニュア

ルおよび Web研修を活用した能力開発に取組んでいる。 

 

   当商工会としても、これらをはじめとする研修に積極的に経営指導員等を派遣し、

支援能力の向上を図るものとする。 

 

 （事業内容） 

  ①高知県商工会連合会および中小企業基盤整備機構等が主催する研修に経営指導員

等を積極的に参加させることで、企業の「事業の持続的発展」を重視した支援能

力の向上を図る。 

  ②商工会職員全員が参加する事業推進会議を月 1 回は開催して、巡回時に感じた景

況感や経営者の思考、研修で学んできた有益な知識や情報を共有し、経営指導員

等の資質向上・自己研鑽に積極的に取組ませるとともに商工会自体の支援力向上

に活かす。 

  ③個々の職員が習得した支援ノウハウ等については、可視化・蓄積し、組織の情報

として共有・活用を行うため、当商工会共有フォルダ内に保存する。 

  ④東洋・室戸地区商工会広域連携を積極的に活用し２つの商工会の経営指導員によ

る勉強会を開催し支援スキルや知識を承継する機会を作る。 

  ⑤事業者ごとに、経営発達支援計画シートを作成し、可視化するとともに、支援ノ

ウハウ、支援実績(分析結果等)の紙媒体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。 

 

（目標） 

   次表を目標とする。 

内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

研修会等への参加 
年 2回

程度 

1人 

2回以

上 

1人 

2回以

上 

1人 

2回以

上 

1人 

2回以

上 

1人 

2回以

上 

事業推進会議 未実施 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回 

支援ノウハウ等共有環境

の構築・見直し 
未実施 構築 更新 更新 更新 更新 

広域連携での勉強会 未実施 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回 

 

 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 

   経営発達支援計画に掲げる事業を円滑かつ効果的に遂行するために、毎年、各事

業の成果、評価および見直しを図る。商工会、関係支援機関、東洋町等がそれぞれ

責務と役割を明確にし、相互連携・協力してＰＤＣＡサイクルを構築する。また外

部有識者の見識をとりいれながら、事業成果を検証して実行と改善を繰り返すこと

で小規模事業者への支援強化を図る。 
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 （事業内容） 

  ①関係支援機関、商工会に加えて、外部から東洋町および税理士等の有識者を加え

て構成する事業評価委員会を設置する。外部有識者は、商工会が行う事業に直接

携わっていない者を選定する。 

②事業評価委員会において、事業の実施状況と成果を提示し評価を受けるとともに、

改善点を抽出する。 

③事業評価委員会から提示を受けた改善点を踏まえ策定した改善計画は、東洋町商工

会の理事会に提案して承認を受ける。承認された改善計画は、次年度事業計画や概

算要求に反映させるものとする。また、通常総会にて報告する。 

④事業報告を東洋町商工会のホームページに掲載し、取組み事業の成果を周知する。 
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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３０年４月現在） 

（１）組織体制 

 

 ①東洋町商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数  ８７名 

役員数  １７名 

職員数  ３名 

内経営指導員数  １名 

 

 ②商工会事務局組織（職員３名） 

   経営指導員           １名 

   経営支援員（補助員）      １名 

   経営支援員（記帳専任職員）   １名 

 

 ③経営発達支援事業実施体制 

   本事業については、商工会事務局員全員で企業支援に取組み、目標達成を目指す 
    

（２）連絡先 

東洋町商工会 

〒781-7414 高知県安芸郡東洋町大字生見 575番 22 

電話番号  0887-29-2036 

ＦＡＸ   0887-29-2037 

Email       toyo@kochi-shokokai.jp 

総 会 

理事会 

会 長 

副会長・理事 

青年・女性部 

監 事 

委員会 

商工業者 

金融審査委員会 

会 員 

mailto:toyo@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） 

 
31年度 32年度 33年度 34 年度 35年度 

必要な資金の額 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

 

経営発達支援事業 
・講習会研修会開催

費（講師等謝金等） 

・調査研究費 

（市場調査・分析） 

・販路開拓事業費 

（商談会等出店事業

等） 

・地域活性化対策費 

（各種催事・試作品

開発等） 

 

 

300 
 

300 
 

500 
 

500 

 

300 
 

300 
 

500 
 

500 

 

300 
 

300 
 

500 
 

500 

 

300 
 

300 
 

500 
 

500 

 

300 
 

300 
 

500 
 

500 

（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・町補助金 

 

 

（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 

 １．地域の経済動向調査及び経営状況の分析 

  ○情報交換 

  ○専門家による経営分析と助言 

  ○セミナーの開催 

 

 ２．事業計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援 

  ○情報交換 

  ○事業計画策定支援及び事業者への助言 

  ○セミナー・説明会の開催 

 

 ３．需要動向調査及び新たな需要の開拓 

  ○情報交換 

  ○専門家による助言 

  ○研修会の開催 

  ○ビジネスマッチングの機会提供 

 

 ４．地域経済活性化の取組 

  ○情報交換 

  ○行政による起業支援 

  ○ビジネスマッチングの機会提供 

 

 ５．支援力の向上 

  ○支援ノウハウの情報交換・勉強会 

  ○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 

名称（代表者） 住所 連携する内容 

中小企業基盤整備機構 

（理事長 豊永 厚志） 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 

・専門家による経営分析と助言

および効果的な指導 

・実現可能な事業計画の策定支 

 援 

・新規創業者支援 

・販路開拓支援 

中小企業基盤整備機構 四国 

（本部長 上川 謙二） 
香川県高松市サンポート 2-1 

高知県産業振興センター 

（理事長 栗山 典久） 
高知県高知市布師田 3992-2 

高知県よろず支援拠点 

（ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 亀井 秀彦） 
高知県高知市布師田 3992-2 

日本政策金融公庫高知支店 

（支店長 前田 浩志） 
高知県高知市堺町 2-26 ・事業資金の調達支援 

・新規創業者支援 

・支援力向上にむけた情報交換 
四国銀行甲浦支店 

（支店長 村上 知也） 

高知県安芸郡東洋町大字河内

30-10 



２３ 

 

竹内 靖 
 税理士・経営革新等支援機関 

高知県高知市葛島 4丁目 5番 6号 
・専門家による経営分析と助言

および効果的な指導 

・実現可能な事業計画の策定支 

 援 

・新規創業者支援 

楠瀬 宗一 
 税理士・経営革新等支援機関 

高知県高知市横浜東町２－８ 

東洋町 

（町長 松延 宏幸） 

高知県安芸郡東洋町大字生見

758-3 

・新規創業者支援 

・地域商工観光業の振興 

一般社団法人東洋町観光振興協会 

（代表理事 嶋田数昌） 
高知県安芸郡東洋町大字河内

1102番地 7 

・業界動向調査 

・地域観光振興事業の協働 

芸東森林組合 

（組合長 西岡 尚宏） 
高知県室戸市吉良川町甲 3947 

・情報交換 

・ビジネスマッチング 

・農商工連携への取組 

高知県農業協同組合東洋支所 

（支所長 手島理彩） 
高知県安芸郡東洋町 333-1 

高知県漁業協同組合甲浦支所 

（支所長 前田 克子） 

高知県安芸郡東洋町大字甲浦

704-10 

高知県商工会連合会 

（会長 武田 秀義） 
高知県高知市布師田 3992-2 

・国等の施策情報収集 

・展示会等斡旋 

・販路開拓 

・ビジネスマッチング 

東洋・室戸商工会広域連携協議会 

（会長 富岡 一成） 

 （東洋町商工会） 

 （室戸市商工会） 

高知県室戸市室津 2605番地先 

・支援力向上にむけた情報交換

及び研修会・勉強会 

・各種セミナーの開催 

・実現可能な事業計画の策定支 

 援 

・新規創業者支援 

・販路開拓支援 
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連携体制図等 

 

 

 

東洋町商工会 

各金融機関 

【関係連携先】 

高知県商工会連合会 

【広域連携】 

室戸市商工会 

【外部連携先】 

基盤整備機構 

よろず支援拠点 

産業振興センター 

認定支援機関 

（税理士・中小企業診断士等） 

小
規
模
事
業
者 

【行政】 

東洋町 

【観光】 

東洋町観光

振興協会 

【農林水産業】 

ＪＡ 

芸東森林組合 

漁協 




