
経営発達支援計画の概要 

実施者名 本山町商工会（法人番号 2490005004788） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

小規模事業者の『需要を見据えたビジネスプランによる経営』を促進し、計

画立案から実行段階まで小規模事業者の視点に立った『伴走型の経営支援』を

実践するとともに、それらの販路拡大の取り組みを支援する。事業主の高齢化

等による廃業傾向が顕著であることから従前からの新規創業と第二創業の支援

に加えて経営発達支援事業を積極的に推進することで、地域内だけでなく、移

住者も視野に入れた創業と事業承継の促進、および経営の持続化を図る。 

地域の総合的な活性化については、「嶺北あか牛」、「天空の郷米」等の地

域ブランド定着や商店街・ツーリズム等観光施設の活性化のための支援を行う

ことで、交流人口による町内購買力の向上を図り、商業の衰退に歯止めを掛け、

地域のにぎわい創出による地域活性化を図る。 

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 

事業所訪問や調査票により小規模事業者の収益の状況や景況、および地域の

経済動向について調査し、課題等を整理分析する。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営や財務の状況、および経営資産等の調査結果を、経営指

導員等の協議により分析し、経営指導や事業計画策定に役立てる。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

小規模事業者とその取り扱う商品・サービスの強みを活かし、需要を見据え

た事業計画の策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

専門家や他の支援機関との連携を図りつつ、事業計画の策定から実行段階ま

でを小規模事業者の目線できめ細かい伴走型の支援・助言を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の売上シェアが最大の主力商品や主要販売先への売上高の変動

について調査する。また各種マーケティング情報を収集する。 

６．新たな需要の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による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う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１． 販路開拓支援を通して、事業計画の策定支援を希望する潜在需要を掘り起

し、観光施設や飲食店等のレベルの底上げに繋げる。 

２．業種別団体が持つ情報やネットワーク、ノウハウの共有により新たな地域

資源の発掘、農林業体験など体験型観光等の新たな観光プランを開発する。 

３．移住・定住による事業譲渡や承継など新たな事業存続を提案・支援する。 

連絡先 

■本山町商工会（高知県長岡郡本山町本山494-1） 

TEL  0887-76-2160  FAX  0887-76-3960 

Email motoyama@kochi-shokokai.jp 
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【課題】 

嶺北地区における工業関係では、川口南農工団地に立地する比較的大規模の事業所は生産高を

伸ばして順調であるが、本山町内の小規模事業所においては、経営者が高齢化しており、また後

継者がいないことから廃業が増加している。 

商業関係も同様に、経営者の高齢化と後継者難による廃業が増加して商店街等においても空き

店舗が増加している。また、閉店しないまでも高知市内の大型商業施設や大型専門店に顧客を奪

われて苦しい経営を強いられている商店等が多く、消費の町外流出と地域商業の衰退が顕在化し

ている。 

地域資源としては、観光において四国最大の水がめである早明浦ダムの存在、平成２３年度に

「日本で最も美しい村連合」や「日本の棚田１００選」に認定されている。生産物においては、

平成２２年に静岡市で開催された「お米日本一コンテスト」で本山町ブランド米である「天空の

郷」がグランプリを受賞している。 

 また移住促進に力を入れており、平成２４年度は３３組５５名の嶺北地区への移住者があり、

本山町においてはうち７名が創業している。 

 

※ 嶺北地区とは、四国中央部の吉野川現流域にある大豊町、本山町、土佐町、大川村の４町村。

 地域面積は、９６５平方キロメートルと高知県の１３．６％を占め標高は２００ｍ～１，８０

０ｍの山岳地形。地域の８９．６％を森林が占め、農用地面積は１．４％、宅地面積は０．４％

と典型的な山村地域。 

 

課題① 経営者の高齢化、後継者難による廃業が増加していること。 

課題② 地域商業の衰退が顕著であること。 

課題③ 消費の町外流出が顕著であること。 

課題④ 県下的に有名な地域ブランドがないこと。 

 

高知県下 

高知県人口（H27） 

人口 世帯数 男 女 

735,374 320,773 345,804 389,570 

 

嶺北地区 

嶺北地区管内人口（H27） 

人口 世帯数 男 女 

大豊町 4,269 2,426 1,924 2,345 

本山町 3,657 1,849 1,752 1,905 

土佐町 4,116 2,026 1,995 2,161 

大川村 364 201 193 171 

嶺北計 12,406 6,502 5,864 6,582 
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【課題】 

 

＜経営発達支援事業に関する課題＞ 

①小規模事業者等の実態および取扱商品等の需要動向を把握していないこと。 

②景況調査以外の地域経済の動向調査が不十分であること。 

③経営資源の把握とそれらを活かした経営支援をできずにいること。 

④移住者等への創業支援・第二創業対策を更に充実させる必要があること。 

⑤経営支援機能の充実を図る必要があること。(他の支援機関との連携強化、資質向上等) 

 

 

＜地域の活性化に関する課題＞ 

①地域商業・サービス業の活性化のために有効な対策ができていなかったこと。 

②本山町体験型観光プラン、嶺北地区での観光マップを作成し、滞在型の観光プランの開発。 

 

 

（3）経営発達支援計画の目標 

 

中期的な地域商工業の振興の在り方としては、平成２２年度に地域の総合的な活性化を図るた

めに本山町と本山町商工会が共同で策定した「第６次本山町振興計画」と「本山町地域再生計画」

に定めた基本方針のひとつである「商業の衰退に歯止めをかける」ことを第一の目標とする。地

域経済の総合的な改善発達を図る総合経済団体として、地域商業・サービス業や観光産業の活性

化と地域ブランドの創出のための地域振興事業を実施する。 

また、小規模事業者等の経営改善を図る支援機関として、組織の総力を上げて経営発達支援事

業を推進することで小規模事業者等の持続的発展を促進することを目標とする。経営者の高齢化

や後継者難が小規模事業者等の経営の低迷や廃業に直結していることから、商工会の強みである

小規模事業者等の視点に立ち、事業計画の立案からその実施段階まで継続してきめ細かく丁寧に

応えることができる伴走型の経営支援機能を活かしながら、これまでの新規創業と第二創業の支

援に加えて、新たに経営発達支援事業を実施する。 

長年にわたり地域に密着して活動してきた実績やネットワークを活用して、下記の５項目を目

標に定めて地域の小規模事業者等の経営の持続的発展等に向けた支援に取り組む。 

 

 

【目標①】 自らの強みを活かし地域の需要や地域ブランドの創出を踏まえた計画的な経営およ

び新商品・新サービス・新技術の開発等の新事業展開を促進する。 

【目標②】 地域経済の動向調査の定期的な精査。 

【目標③】 販路開拓とＩＴ利活用の支援、および伴走型のフォローアップ支援を実施する。 

【目標④】 移住者等への創業支援・第二創業対策を「ＮＰＯれいほく田舎暮らしネットワーク」

および「高知県移住コンシェルジュ」「高知県人材確保・事業承継センター」との

協働で拡充する。 

【目標⑤】 金融機関や他の支援機関との連携、および人材育成による支援体制の強化を図る。
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（4）経営発達支援事業の方針 

 

本山町商工会は、個社・個店の発展と繁栄こそが地域経済全体の活性化につながるとの考え方

から、以下に示す経営発達支援事業を実施する。とりわけ地域商工業者の約９３％を占める小規

模事業者の経営支援に集中する。 

そのほか、地域に密着した唯一の総合経済団体として、地域のにぎわいづくりや地域ブランド

の創出およびＰＲのための取り組みを行い、地域経済の活性化を図る。 

 

＜小規模事業者の支援策＞ 

①「ビジネスプラン立案による経営」を推進する。 

・小規模事業者が取り扱う商品・製品、および提供するサービスの需要動向を把握する。 

・小規模事業者が保有する技術力やノウハウ、人材等の企業としての強みを調査分析する。 

・事業の持続的発展および事業承継を実現する経営計画の策定を支援する。 

②新規創業のための創業計画、および新事業展開のための経営革新計画等の策定を支援する。 

③チームによる経営支援体制を構築して小規模事業者の経営課題を解決する。 

④広報ＰＲや販路開拓等に必要な情報提供と具体的な支援策を講じる。 

⑤小規模事業者に寄り添いながら伴走型の経営支援計画を実践する。 

 

【主な数値目標】…「ビジネスプラン立案による経営」 

支援内容 現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

(1) 持続化補助金申請件数 

       （決定件数） 

9件 

（9件）
10件 10 件 10 件 10 件 10 件 

(2) 創業者支援延件数 15件 20件 20 件 20 件 25 件 25 件 

(3) 事業承継支援延件数 10件 15件 15件 20件 20件 20件 

(4) 専門家派遣件数 5件 10件 10件 15件 15件 15件 

(5) 事業計画策定支援 2件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

※目標の詳細については『経営発達支援事業の内容』において項目別に記載する。 

 

＜地域経済の活性化策＞ 

①嶺北地区主要直販所を中心とした新たな商業活性化策を立案する。 

②嶺北あか牛、天空の郷米等の地域ブランド、観光資源商品の定着による地域活性化を図る。 

③移住・定住される方へ新規創業支援や、高齢化、後継者不足等で廃業される既存小規模事業者

からの事業譲渡や承継など新たな事業存続の形を提案・支援する。 

 

＜商工会の経営支援体制の強化＞ 

①嶺北地区３商工会経営指導員、経営支援員等の個々のコミュニケーション能力や計画策定能力

などの資質向上を図る。 

②他の支援機関等と連携した支援体制を確立する。 

③事業の評価と見直しのための仕組みを整備する。 
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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】 

 

事業所への巡回訪問や、景況調査および各種調査票の郵送等により、本山町内の小規模事業者

の収益の状況や景況、および地域の経済動向に関する情報を収集し、それぞれ業種別に課題等を

整理分析して経営支援や事業計画策定に使用するとともに小規模事業者の状況把握を行う。 

 

（事業内容） 

(1) 本山町内の小規模事業者の 

①売上の増減 

②利益の増減 

③先行きの見通し 

④後継者の見通し 

について、年度を上半期と下半期に分けて調査し、業種ごとに集計し分析する。 

 

(2) 業種別に選定した小規模事業者の 

①売上高と増減 

②客単価と客数の増減 

③資金繰り 

④雇用状況 

⑤先行きの見通し 

⑥設備投資 

の状況を四半期ごとに調査し分析する。 

 

(3) 市内の小売業およびサービス業の需要動向について、 

①商店街  

②国道４３９号線沿いの事業所 

③本山さくら市 

④その他 

に分類をして調査を行う。 

 

(4) れいほく農業協同組合、本山町観光協会等の業界団体やＮＰＯ法人れいほく田舎暮らしネッ

トワークから需要動向や入込客数等の調査データを収集する。 

 

(5) 集計結果に基づいて、地域の経済動向について仮説をまとめ、今後の支援方針の決定や事業

計画策定時に活用する。 
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（目標とスケジュール） 

内容 現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

(1) 町内の小規模事業者 

景況調査：年2回 

（選定事業所が対象） 

15件 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 

(2) 町内の小規模事業者 

景況調査：四半期毎 

（全事業所を対象） 

未実施 5件 10件 10件 15件 15件 

(3) 商業関連の調査 

（6月と1月） 
未実施 2回 2 回 2 回 2 回 2 回 

(4) 業界団体・ＮＰＯから調

査等の情報入手 

（土佐れいほく農協）

（本山町観光協会 等） 

1回 2回 2 回 2 回 2 回 2 回 

(5) 調査結果の記録と集計 1回 2回 2回 2回 2回 2回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

巡回訪問ならびに窓口相談、個別相談会および各種セミナーの開催等を通じて、本山町内小規

模事業者の販売する商品、または提供する役務の内容とそれらの需要動向、企業固有のノウハウ

や財務内容等を調査する。 

よろず支援拠点嶺北サテライトおよび専門家派遣制度を併用しながら、嶺北地区３名の経営指

導員を中心に協議を行い、調査結果を分析して今後の経営支援や事業計画の策定に役立てる。 

また、商業関連の事業所の景況と市場動向を調査分析することにより、地域内の消費行動の動

向と地域商業の需要動向を把握して商業振興策を立案するための基礎データに用いる。 

 

（事業内容） 

①本山町商工会管轄企業である小規模事業者１９７事業所を対象に、販売・製造する商品や提供

するサービスについて、その主力商品の粗利益率、客単価、および利益貢献度を商品別・顧客

別に聞き取り、主力商品の売上変化について調査する。また、企業としての強みや特長、およ

び業界の動向と競合状態を聞き取り調査する。 

 

②計画的な巡回訪問、窓口相談、個別相談会および各種セミナーの開催等、小規模事業者と接す

る機会に自社および商品等の強みや顧客の需要、市場の動向等について調査・分析して経営支

援の実施や事業計画の策定に役立てる。 

 

③経営指導員等は専門家との協議により調査結果を分析して、事業所の経営状況に応じた支援テ

ーマを決定する。事業所の成長段階や経営課題の内容に応じた対応を検討する。 
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（調査に関する主な項目） 

企業概要 

①沿革 

②事業規模、店舗・工場の面積、席数など 

③主力商品(売れ筋)はなにか 

④ここ数年の売上傾向 

顧客の需要、市場の動向 

①主力商品の売上変化、利益率、売上高に占める割合 

②販売先と仕入先 

③業界の傾向、課題 

④自社の商圏規模、占有率 

⑤競合先とその状況 

自社および商品等の強み 

①主力商品の他社商品との違い 

②人材力 

③店舗や生産設備 

④外部協力者や情報提供者の有無 

 

 

（目標とスケジュール） 

内容 現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

(1) 自社と商品等の調査 

・巡回訪問件数 

・セミナー開催件数 

・経営分析件数 

600件 

3回 

3件 

700件 

5回 

5件 

800件 

6回 

10件 

800件 

6回 

12件 

800件 

6回 

12件 

800件 

6回 

12件 

(2) 合議による調査結果の

分析 

・専門家との協議 

・支援方針の決定 

・経営指導員会議 

（延回数） 

5回 5回 10回 12回 12回 12回 

(3) 商業関連データの分析 

・消費行動の動向を把握 

・商業の景況を調査 

未実施 5件 10件 10件 10件 10件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

小規模事業者の経営課題を解決するため、地域の経済状況の調査と経営状況の分析の結果を踏

まえ、自社とその提供する商品・サービス等の強みを活かした事業計画を立案して、販路開拓と

販売促進の手段を含めた事業計画書を作成することで、小規模事業者の「ビジネスプランの立案

による経営」を推進する。 

専門家および金融機関等の他の支援機関との連携を図りつつ、事業計画の策定の支援・助言を

行うことで小規模事業者の持続的発展を図る。 
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（事業内容） 

「ビジネスプランの立案による経営」を推進するため、事業計画の策定を目指す支援対象者の掘

り起こしを行う。 

 

①ビジネスプラン経営を推進するために事業者の掘り起しを実施する。 

・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。 

・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。 

・事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談や持続化補助金等の国・県・町等の各種助

金申請時に事業計画の策定支援の掘り起しを行う。 

・経営内容を把握している記帳指導事業所や税務指導先事業所に対して掘り起しを行う。 

 

②事業計画策定を希望する小規模事業者等や創業希望者については、需要を見据えた事業計画の

策定を指導する。また、事業計画策定の有効性を理解させたうえで、市場動向や経営状況等を

調査分析した結果を踏まえて指導助言を実施するとともに、創業希望者には高知県商工会連合

会が主催する「創業塾」（全４回）を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。 

 

③事業承継希望者には高知県事業承継・人材確保センターと連携し、対象企業に適応した事業承

継計画を作成することにより、精度の高い事業承継を目指す。支援内容としては①現状把握②

あるべき姿イメージ③ギャップの認識④解決アプローチ(ギャップを埋める)の順で支援をし

ていくが、ギャップを埋める過程での課題に対しては、その課題に対する専門家を活用する。

事業承継を実行するためにはその過程においてのフォローが重要であり、実行前、実行中、実

行後にも社長と後継者の両方のフォローを実施し、伴走型の支援を行う。 

 

④事業計画書案の検討については、必要に応じて、嶺北地区広域連携協議会を活用し、複数の経

営指導員による様々な視点からの検討を行う。 

 

⑤事業計画策定事業者に対し、日本政策金融公庫の取り扱う融資制度を積極的に活用し、円滑な

資金繰りを支援する。 

 

（目標とスケジュール） 

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

セミナー・説明会 

開催回数 
0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

経営計画策定・経営

革新に取組む企業の

発掘（巡回時） 

随時 随時 随時 随時 随時 随時

計画策定件数 0 件 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件

創業支援件数 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件 5 件

   
※セミナー開催件数は嶺北地区広域連携での共同開催含む 
 

 



１０ 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

立案した事業計画をもとに計画を推進する過程において生じる経営課題については、巡回訪

問を行い、進捗状況の確認を行うと共に、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については、会報

や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。 

 

（事業内容） 

①事業計画策定後、四半期に1度又は必要に応じて巡回訪問し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・助言を行い、速やかに

事業計画の軌道修正を支援する。 

②計画通り進んでいない事業者に対して、高知県商工会連合会が行う専門家派遣事業を活用し

て、高度で専門的な経営課題を解決する。 

③売上増加や収益改善等の必要資金(設備・運転)については、日本政策金融公庫の小規模事業者

経営改善資金(マル経)や新設された小規模事業者経営発達支援融資等を活用して資金面での

支援を実施する。 

④創業等の必要資金においては、日本政策金融公庫、高知県信用保証協会の創業資金を活用して

創業支援を実施する。また、事業承継等も日本政策金融公庫等の融資制度を活用する。 

⑤販路開拓や設備投資等においては、国等の補助金制度を周知し、その申請に関する助言・指導・

支援を行う。 

⑥上記結果を踏まえ、経営計画の実施において、景気動向、経済情勢等の経営環境の変化があっ

た場合は軌道修正を行い、ＰＤＣＡサイクルを確立させ、小規模事業者の持続的発展に向けて

伴走型の支援を行う。 

 

（目標とスケジュール） 

内容 現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

(1) 専門家派遣制度を活用 

・高知県商工会連合会 

・ミラサポの活用 

・よろず支援拠点 

活用 

3件 

1件 

10件 

5件 

2件 

15件 

5件 

2件 

15件 

5件 

2件 

15件 

5件 

2件 

15件 

5件 

2件 

15件 

(2) 他の支援機関との連携 

・金融機関、税理士等 

・中小企業診断士等 

2件 

2件 

5件 

3件 

5件 

3件 

5件 

3件 

5件 

3件 

5件 

3件 

(3) 必要な資金調達支援 

・マル経（政策金融公庫） 

・高知県安心実現融資 

6件 

7件 

8件 

10件 

10件 

10件 

10件 

10件 

10件 

10件 

10件 

10件 
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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

析しそれらの情報を提供する事で、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なり、的確な助言・指導を行うための材

料として役立てる。尚、得られた情報は嶺北地区商工会広域連携協議会内で情報共有する。 

 

（事業内容） 

①巡回訪問時に、顧客の消費動向について調査を行い、地域住民の消費動向について分析を行う。

また、小規模事業者が取り扱う商品やサービスについて、主力商品の内容と利益率、売上高の

増減を調査する。他地域の情報も参考にしながら小規模事業者が商品やサービスの選択と集中

を図っていくための情報提供を行う。 

②観光関連産業に係る需要を把握するため、地域内の直販所および観光施設においてアンケート

調査を実施し、観光客が有する商品・サービスに対するニーズ、需要動向等を業種別、商品別

に分析する。分析した情報は観光関連産業分野の小規模事業者に対する巡回訪問時等に提供

し、それぞれの事業者に応じた助言・指導を行う事で、ニーズに対応した売れ筋商品やサービ

スの提供に役立てる。 

③売上の増減に対して、取扱商品等の見直しの為に規格、デザイン、素材、数量、価格帯、量等

の商品内容を分析することで市場動向や売れ筋商品の把握をする。 

④総務省の家計調査によって日本全体の市場規模を確認し、県民消費動向調査から高知県民の買

い物行動や消費者意識を把握、上記①、②、③で得られた情報と併せて、業種別、商品別に整

理・分析し個々の企業に併せた情報提供を行うとともに販路開拓支援のためのマーケティング

資料として活用するほか、地域経済活性化のための基礎資料としても利用する。 

 

（目標） 

巡回訪問を強化し、支援する企業の需要調査・分析を増加させていき、広域連携内で情報共

有する事によって、効率的かつ制度の高い調査・分析が出来る体制を構築する。 

また、小規模事業者に需要動向の重要性を認識させ、経営状況の把握力及び経営計画の精度

向上に努める。 

 

支援内容 現状 
H28年

度 

H29年

度 

H30年

度 

H31年

度 

H32年

度 

(1)主力商品動向調査 

巡回訪問件数 

記帳指導件数 

 

600件 

50件 

 

700件 

50件 

 

800件 

50件 

 

800件 

50件 

 

800件 

50件 

 

800件 

50件 

(2)アンケート実施回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

(3)各種情報の入手 

・日経テレコンＰＯＳ 

・日経流通新聞売れ筋 

未集計 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期

(4)業界団体から調査 

データを入手 

・本山町観光協会等 

未集計 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 

   

※上記巡回訪問件数は、２．経営状況の分析と重複する。 
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【主力商品の需要動向の一例】 

 

商品・製品・ 

サービス・取引先 
売上高 

売上高 

の増減 

利益率 

(A) 

売上高 

割合(B) 
A×B 

利益 

貢献度 
判定 

Ａ商品群 100 ↓ 20％ 50％ 10 ◎  

Ｂ商品群 60 → 25％ 30％ 7.5 ○  

Ｃ商品群 30 ↑ 40％ 15％ 6 ○  

その他 10 → 30％ 5％ 1.5   

（合計） 200  25％ 100％    

※↑は増加、→は横ばい、↓は減少

 

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。 

また、商圏人口の少ない嶺北地域でもインターネットを利用し、ネット通販にて実績を上げて

いる事業所もある事から、今後は地域ならではの商品を扱っている小規模事業者にスポットを当

て、インターネットを活用した販路開拓の支援を行う。 

経営革新計画等の承認企業については、中小企業基盤整備機構の販路開拓支援事業を活用する

など販路開拓を積極的に支援する。 

 

（事業内容） 

①ネット通販などインターネットを活用した販路開拓を促し、ネット通販・取引サイトの構築・

運営等の情報提供及び支援を行う。 

②高知県商工会連合会が行う、専門家派遣等を利用し、効果的なサイト構築や運営等スキルの向

上支援を行う。 

③販路開拓支援個別相談会の開催。及び強みを活かした自社のＰＲ手法や商談能力の向上研修の

実施。 

④商談会や展示会、物産展等の情報提供を行う。 

⑤マスコミや報道機関等との連携を図り、小規模事業者とメディアのマッチング支援を行う。 

 

（目標） 

小規模事業者に向けた販路開拓のための情報提供及び研修会を行う。インターネットを活用し

た、ネット販売については、既に実績のある事業者の成功事例の発表などを行い、インターネッ

トを利用した販路開拓を促し、それらに向けた取り組みへの支援を行う。 

また、メディア活用による販路開拓の手法を定着させ、ビジネスマッチングの成功を支援する

ことで、マスコミや報道機関等との連携を図り、小規模事業者とメディアのマッチング支援を行

い、販路開拓に関する効果的な支援体制を確立させる。 
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内  容 現状 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

(1)IT活用による販路開拓 

（専門家派遣による指導） 
未実施 2件 3件 4件 5件 5件 

（研修会・セミナー開催） 未実施 1回 2回 2回 3回 3回 

(2)販路開拓支援研修会 未実施 1回 1回 1回 2回 2回 

(3)商談能力向上研修 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

(4)中小機構販路開拓支援 

事業の活用 
未実施 0件 1件 1件 1件 1件 

 

※セミナー開催件数は嶺北地区広域連携での共同開催含む 

 

 

商談会・展示会等 

主催者等 内  容 

高知商工会議所 

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 

・商品についてトップバイヤーからフィードバック 

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 

    

上記研修会や展示会、商談会に参加した事業者の中から、価格、生産体制、資金等の課題のあ

る事業者をピックアップし個別相談会を実施。高知県商工会連合会の専門家派遣事業を活用する

と共に、日本政策金融公庫、地元金融機関と連携しながら課題の解決に向け支援する。 

 

（期待される成果） 

・小規模事業者の情報発信スキルの向上を図り、販路拡大につながる。 

・小規模事業者がメディアに取り上げられることで、地域全体の知名度向上につながる。 

・自立して広報ＰＲを行うスキルが身に付く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４ 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

地域活性化に資する取り組みに関する計画は、平成２２年度に本山町と本山町商工会が連携を

図り、「第６次本山町振興計画」と「本山町地域再生計画」を策定。翌年度から基本計画の実行

や進捗管理を徹底した。また効果的に推進するために「本山町地域再生産業振興戦略会議」を設

置、町行政と連絡会議を開催して今後の地域の方向性について共有を図ってきた。 

 

１．地域資源の活用（商工業） 

 

（現状と課題） 

本町の商業は、基幹産業（農林業）の低迷や人口減少と急激な高齢化が進み、購買力が大きく

減少している。それに加え交通網の整備により生活圏の拡大が生じ、町外の大型店舗での購入や

インターネット・無店舗販売の利用に需要が移り、零細な経営規模の個人商店は大変厳しい状況

となっている。商店に特長を持たせ、消費者ニーズに応えることのできる体制を整備し、町内で

の購買力を高める必要がある。 

製造業については、木材・木製品製造業、再生骨材業、乳製品製造業などが堅実な経営で町民

の重要な雇用の場となっている。建設・建築・運輸業も大きな就労の場となっているが、近年の

公共事業等の減少により大変厳しい状況である。 

 

（事業内容） 

①空き店舗の活用など環境整備を図り魅力ある街並みの再編をすすめ、交流人口の拡大による商

店の活性化を図る。また、町内消費拡大の啓発活動を積極的に行うとともに、町内の移動販売

や宅配サービス、インターネット販売などの取り組みを支援する。 

②地域住民が活動している農産加工所の再生を図るため、新商品開発のための研究を行い、雇用

増に寄与する。特に、冷凍もの、発酵もの、乾燥もの、瓶ものといわれる賞味期限の比較的長

い商品開発研修を実施する。 

③本山町ブランド米である「天空の郷」が平成２２年に静岡市で開催された「お米日本一コンテ

スト」で最優秀賞を受賞したが、流通規格外等の余剰がある現状を踏まえ、酒米栽培と並行し

て日本一の食用米でのどぶろくの製造研修を実施する。 

④れいほく八菜（赤ピーマン、パプリカ、シシトウ、ミニトマト、トマト、レタス、スナップエ

ンドウ、ほうれん草、米ナス等）の加工研修を行う。 

⑤嶺北あか牛（土佐褐毛和種）や、地域に多く生息し農作物に被害を及ぼしている猪・鹿肉・野

鳥等（ジビエ）の活用研究を行い、各飲食店の共通メニュー化を図る。 

⑥地域資源の調査を行い、新たな地域資源を積極的に発掘する。また再評価を行い新たに見直し、

地域資源の魅力に更なる磨きをかける。 

 

（目標） 

商工業、農林業各分野において、地域資源を活用して活性化を図ろうとする町内の若手、女

性、高齢者などのグループの起業を支援し、雇用機会の拡大を図る。 

あわせて地域資源活用型をはじめとした企業誘致などによる雇用創出を図り、消費者ニーズ

に応じた商店づくり、企業間の連携、融資相談や経営支援等の商工業活動を支援する。 

また個店の販路開拓支援を通して、事業計画の策定支援を希望する潜在需要を掘り起し、観

光施設や飲食店等のレベルの底上げに繋げる。 
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２．地域資源の活用（観光） 

 

（現状と課題） 

本山町は、「水と緑・花と文化のまち」をキャッチフレーズに交流人口の拡大による地域の活

性化を推進してきた。特に、自然体験型の観光を求め、汗見川遊泳場での川遊びや吉野川でのカ

ヌー、汗見川ふれあいの郷 清流館等を拠点とした白髪山等の登山、そば打ち・かずら編み等の

体験も実施されているが、交流人口の受け入れ体制や情報の受発信機能、自然体験的観光資源が

十分活用されていないのが現状である。また花木の老木化等が加速しており、喫緊の整備が必要

となっている。 

 

（事業内容） 

①大原富枝文学館を拠点に全国俳句大会などの文化的事業や俳句の道を整備するなど文化の薫

るまちづくりの推進。 

②「汗見川清流マラソン大会」、「吉野川いかだ祭り」など自然体験型イベントや、吉野川の水

資源を活用したカヌーやラフティングにより交流人口の増加を図る。 

③「花の町もとやま」として多くの観光客を迎え入れている上街・若宮公園等の桜、また帰全山・

城山公園の日本一と称されるシャクナゲ群生の整備。 

④平成２３年度に認定された「日本で最も美しい村連合」や「日本の棚田１００選」の積極的な

ＰＲ、および認知度の向上を図る。 

 

（目標） 

ツーリズム振興に関しては、地域性のある豊富な資源を活かし、特に四国三郎吉野川及びその

支流を活用したアウトドアスポーツのインストラクターや山岳・森林等の自然体験、農林業体験

ガイドの育成等による受入れ体制の整備を図り、ツーリズムによる交流人口の拡大を図る。 

また各業種別の団体が持つ情報やネットワーク、ノウハウの共有が可能となり、新たな地域資

源の発掘、農林業体験など体験型観光等の新たな観光プランの開発が行える。 

 

３．移住・定住による活性化 

 

人口減少、少子高齢化が進む当地域において、地域の担い手として移住者への期待は大きい。

ＮＰＯ法人れいほく田舎暮らしネットワーク、高知県移住コンシェルジュ、高知県人材確保・

事業承継センター、および本山町と連携し、移住相談会や体験ツアー、お試し滞在住宅などの

制度を利用しながら、移住・定住人口の拡大を目指し、地域の活性化に繋げる。 

また、移住・定住される方へ新規創業支援や、高齢化、後継者不足等で廃業される既存小規

模事業者からの事業譲渡や承継など新たな事業存続の形を提案・支援する。 

  

（事業内容） 

①地域の資源や魅力を発信する為、ホームページを活用し映像コンテンツ等による情報発信機能

の充実を図り、移住・定住人口の拡大を目指す。 

②高齢や後継者難等で廃業を予定されている事業者と移住者を含む新規創業予定者のマッチン

グが出来る体制を構築する。 

 

（目標） 

 今後１０年間の高齢、後継者難による廃業予定者リスト及び、本山町と協力し移住者等の創業

希望者リストを作成する。両者のマッチング体制を構築し地域経済の衰退や無店舗集落の増加に

歯止めをかけ、地域経済の持続的発展を図る。 
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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り組み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

  嶺北地区商工会広域連携協議会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。 

嶺北地区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。 

 

（事業内容） 

①嶺北地区広域連携を積極的に活用して定期的に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開催して、地区内小規模事業者に対する支援ニーズの

動向や支援ノウハウ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。 

⑤高知県商工会等職員協議会が主催する支援事例発表大会を通じて、支援の現状や支援ノウハウ

等について情報交換を行う。また支援事例発表大会の四国大会、全国大会等へ参加する事で、

全国の支援状況や支援ノウハウの情報を得る。 

 

（目標） 

内  容 現状 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

嶺北地区広域連携での 

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 
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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） 

  当商工会は経営指導員１人地区であるため、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。また経営指導員１人である事か

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・

活用を行うための環境を商工会内部ネットワーク上に構築する。 

④嶺北地区商工会広域連携を積極的に活用し３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(企業概要、問題点抽出、戦略像、アクションプラン、

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

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

す。 

 

（目標） 

内  容 現状 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

研修会等への参加 年2回 
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 
未実施 

構築 

活用 

見直し 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

広域連携内での勉強会 未実施 月1回 月1回 月1回 月1回 月1回 
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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 

(4 月以降) 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 1,600 1,900 1,900 2,300 2,300

 

各種調査費 

支援事業費 

地域活性化事業費 

会議費 

200 

800 

500 

100 

300

1,000

500

100

300

1,000

500

100

500 

1,200 

500 

100 

500

1,200

500

100

（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・県及び町補助金のほか本事業実施にあたり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。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

連携する内容 

（１）経営分析・需要動向調査 

・情報交換 

・専門家による経営分析と助言 

（２）事業計画の策定・実施支援 

・情報交換 

・事業計画策定支援および事業者への助言 

（３）事業承継・創業・第二創業（経営革新）支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・行政による新規創業者への補助 

（４）小規模事業者販路開拓支援 

・情報交換 

・専門家による助言 

・ビジネスマッチングの機会の提供 

（５）支援能力の向上 

・支援ノウハウの情報交換 

・経営指導員等の計画策定能力の向上 

・経営指導員等のコミュニケーション能力の向上 

 

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 高田坦史） 
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 高山千佳歳） 
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 谷脇明） 
高知県高知市布師田 3992-2 

高知県よろず支援拠点 

（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 小松宗二） 
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 近藤通哉） 
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

高知銀行嶺北支店 

（支店長 藤村雅也） 
高知県土佐郡土佐町田井 1447 

四国銀行本山支店 

（支店長 玉真敬朗） 
高知県長岡郡本山町本山 749 

上田章夫 
 税理士・経営革新等支援機関 

高知県高知市八反町 1-8-19 ・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 

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 
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本山町 

（町長 今西芳彦） 
高知県長岡郡本山町本山 504 

・新規創業者支援 

・地域商工観光業の振興 

本山町観光協会 

（会長 大石教政） 
高知県長岡郡本山町本山 506-3

・業界動向調査 

・地域観光振興事業の協働 

本山町森林組合 

（代表理事組合長 今西芳彦） 
高知県長岡郡本山町本山 794-8 ・情報交換 

・ビジネスマッチング 

・農商工連携への取組 
土佐れいほく農業協同組合 

（組合長 西村行雄） 
高知県土佐郡土佐町土居 284-1

ＮＰＯれいほく田舎暮らし 

ネットワーク 

（代表 山本福太郎） 

高知県土佐郡土佐町田井 1667 

・移住者等の情報交換 

・地域資源等情報共有 

・新規創業者支援 

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 

・国等の施策情報収集 

・展示会等斡旋 

・販路開拓 

・ビジネスマッチング 

嶺北地区商工会広域連携協議会 

（会長 大石哲雄） 

大豊町商工会 

（会長 小笠原妙子） 

土佐地区商工会 

（会長 高橋豊明） 

高知県長岡郡本山町本山 494-1

 

高知県長岡郡大豊町高須 235-3

 

高知県土佐郡土佐町田井 1450 

・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 

策定支援 

・新規創業者支援 

・販路開拓支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




