
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
春野商工会（法人番号  7490005000394） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

近年、建設業の農業参入や食品製造業の地域資源活用が活発化する中、園芸の盛

んな春野町にとって商業と農業の連携は欠かせないものとなってくる。農商工連

携、６次産業化への取り組みによる商品開発や販路開拓の支援に重点を置くこと

とし、関連業種の生産活動が活発化することで、雇用の増加、所得の向上、地域

産業の活性化が図られることを目標とする。 

そのために商工会として、巡回訪問により経営内容やニーズを把握し、経営者と

の意思疎通を深め、経営のパートナーとして地域密着で伴走型支援を行い、「小規

模事業者のビジネスモデル再構築」を地域ぐるみで支援する体制を構築する。 

事業内容 

I. 経営発達支援事業の内容 
1. 地域の経済動向調査に関すること（指針③） 

管内動向調査：地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

2. 経営状況の分析に関すること（指針①） 
巡回訪問計画に沿い、ヒアリングシートを活用した経営資源の把握 

自ら経営の持続的発展を図ろうとする事業者を対象に経営分析を推進 

財務分析を決算指導や金融斡旋、補助金活用時に併せて実施 

経営分析を巡回や窓口相談時に実施。（専門家の助言） 

3. 事業計画策定支援に関すること（指針②） 
経営分析や財務分析を行った事業所を対象に経営計画の策定の掘起しを行

う 

実現の可能性が高い事業計画を事業者との十分な検討の上で策定する 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 
３ヶ月に一度は巡回訪問し、進捗状況の確認を行い必要な指導助言を行う 

5. 需要動向に関すること（指針③） 
各種統計調査の活用：需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

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） 
農商工連携や６次産業化推進の事業所に対し補助事業の活用を支援する 

県連が行う販路開拓事業や行政が係る展示会等の情報を積極的に提供する 

ホームページの作成支援やアンテナショップにＰＲし需要の開拓を図る 

新聞社や放送局、広報誌等を通じ新商品や新サービスの周知に努める 

 

II. 地域経済の活性化に資する取り組み 
高知市や観光協会等と連携し、地域経済活性化に資する取り組みを行う 

連絡先 

春野商工会 

🏣781-0304 高知県高知市春野町西分 55番地 
TEL：088-894-2146 FAX:088-894-2461 
Mail：haruno@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． 春野町の現状と課題 
 現状 
春野町は土佐湾と高知市、土佐市、いの町に囲まれ面積 45
平方キロメートル、人口約 15,000人であり、平成 20年 1月
の高知市との合併により商工会議所と併存地域である。南に

は大型ベッドタウンがあり、合併後、人口に大きな変化はな

いものの、中心部からの通勤帰りに買い物を済ませることが

多く春野地域での売上は年々減少している。平成 27年調査
高知市調査就業人数をみると高知市全体では148,468人であ
るのに対し春野地域では 3,816人と全体の 2%にしか至って
いない。高知市街や隣接する土佐市から車で 10分ほどの距
離にあり、立地的には好条件であるが、その交通アクセスの

良さが災いし、集客力を落とす要因のひとつであると考え

る。また、唯一店舗数を拡大しているのがコンビニ業界であ

る。南環状線と言われる高知市長浜から春野町弘岡上につな

がる路線沿いにはこの1年で３件のコンビニエンスストアが
新たにオープンした。また、地域の特徴として都市計画法に基づく市街化調整区域に指定されている

ことからもわかるように、農業地帯に位置付けられ、高知平野を利用した県内１位のキュウリ、２位

のメロン、４位のナスなど、施設園芸が盛んに行なわれている。 
 課題 
一番の課題は都市計画法に基づく市街化調整区域に指定されているという点である。創業や店舗移転

の相談が来ても、この法律がネックとなり他の市町村に開業場所の変更を余儀なくされた件も少なく

ない。また、製造業をみるとその多くの事業主が 60歳以上の高齢者であり、３Kといわれる仕事に
対し若者が魅力を感じず、廃業に至るケースがある。また、技術を伴う仕事ということもあり、すぐ

に後継者が育たないという現実がある。小売・卸売業に関しても、高齢化は同様の問題である。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苦しい経営を強いられている事

業所が多く、消費の流出と地域商業の衰退が顕在化している。 

２． 春野商工会の現状と課題 
 現状 
小規模事業者数は直近の平成 28年 9月末現在で商工業者数 320事業
所、小規模事業者数が 304事業所、会員数が 166事業所で商工会組織
率は 54.6％となっている。過去 5年間の推移をみると、商工業者数、
小規模事業者数ともに大きな動きは見られないが、会員数の減少は明
らかである。これは、中小規模事業者の経営課題が多様化する中で、

自治体からの補

助金額の減少に

伴い、経営相談

に十分に対応で

きる体制でなく

なってきたこと

による会員離れ

が原因であると考えられる。業種別構成を見る

と卸売・小売業およびサービス業がそれぞれ

34％と全体の 68％を占めており、続けて建設業
業の 16％となっている。最近では、商工業者が
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農家と直接取引することで、商品の「見える化」を行っており、オーガニックやマクロビオティック

ブームに乗り、食の安全を求める消費者からの支持を受け、年々売り上げを延ばしている。 
 課題 
 小規模事業者等の実態および取扱商品等の需要動向の把握ができていないこと 
 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 
 経営支援機能の充実を図る必要があること 
これまで、経営支援は「金融」「税務」「労務」など具象化した経営課題の解決を図るもので、一時的

かつ対症療法的な指導内容にとどまっていた。これまで経営計画やマーケティング戦略など経営の本

質に迫る原因療法的な経営支援は行っておらず、創業支援についても同様に、創業のための資金調達

や記帳の支援のみにとどまることが多かった。また、小規模企業者等の経営支援を進めていくうえで

必要な経営にかかるセミナーの開催や、高知県商工会連合会等が開催するセミナーへの案内も全体に

行き渡っていたとは言えず、会員事業者からの情報不足との声が多い。 

３．  中長期的な振興のあり方 
どの産業においても人材不足、需要不足が懸念事項となっている。また、後継者不足による廃業とい

う問題も表面化しつつある。春野地域では一つ一つの事業者が地域に与える影響や役割は大きく、後

継者や第三者による事業承継も含めて廃業を防ぐことが急務である。また、小規模事業者の多くは経

営計画の策定が不十分であり、数値による目標設定を掲げた上で達成に向けた取組みをする必要があ

る。今までの経営手法では時代の波に乗り遅れることは必須であり、各分野で専門家の助言を受け、

他から人材を呼び込み、新たな技能の習得や意識付けによる事業経営のレベルアップが求められる。

また、農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開する経営者も少ないながら

も存在し、今後の商工会の取組の中で大きな存在になることが予想される。小売りと農家が近づくこ

とで、消費者の嗜好をフィードバックしやすくなり、今後の商品開発にも役立ち、農家にとっても直

接流通することで販売価格の乱高下が抑えられ、三方良し構図が確立されている。その他の各業種を

みると、卸・小売業は景気や人口の減退により売上は減少傾向にあるが、一部の製造業の中にはもの

づくり補助金を利用して新商品の開発力に力を入れ県外や海外に販路を広げている業者も存在して

おり、これらの事業者へのフォローアップが全体の底上げにつながると判断し、今後は地産外商、農

商工連携、六次産業化、製造業への取り組みによる商品開発や販路開拓の支援に重点を置くこととし、

関連業種の生産活動が活発となり、雇用の確保と所得の向上につなげ、地域産業の活性化を図ること

を目標とする。小規模事業者が、農産物等の地域資源、働き手である地域住民等を最大限に活用し、

経営発展に向けた取組みが可能となるような支援を行うことで、地域を支え、地域と共存する商工会

となることを目標とする。その目標を達成していくために、巡回訪問による経営課題等の聞き取り調

査、各種経済動向を調査・分析したうえで、経営者との意思疎通を深め、個々の企業の経営状況や外

部環境に応じた、情報提供を積極的に行うとともに、事業計画作成等の提案を行い、伴走的に支援す

る事により、地域の活性化に寄与する事を目標の達成に努める。 

４． 経営発達支援計画の目標 
 目標 
商工会は、これまでの長年にわたって金融や記帳・税務といった基礎的経営指導と地域振興事業を行

なってきたが、小規模事業者を取り巻く経営環境がますます厳しくなる中で、地域経済の課題に対応

し、小規模事業者自らが事業計画を立て創意工夫による売上や利益を確保していくことが重要課題で

ある。 

長期的目標を達成するために、経営発達支援事業における目標を下記の通り設定する。 

① 事業計画に基づく経営の推進 
日々変化する経済動向・地域の環境や消費者ニーズ等を的確に捉え、これまで事業計画の作成を

行っていなかった小規模事業者に対する事業計画策定支援を強化し、的確なフォローアップを行

うことで、実施・検証を行い、従来型のビジネスモデルからの転換や新たな販路開拓、経営力の

向上を支援する。 

② 地産外商、農商工連携、６次産業化の取組みによる小規模事業者の活性化推進 
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地域の小規模事業者が地産外商、農商工連携、６次産業化へ取り組めるような支援体制を高知県

商工会連合会や、地元金融機関、地域団体等と連携・構築し、小規模事業者の活性化を図る。 

 達成に向けた方針 
小規模事業者の多くは事業計画を策定するノウハウに乏しく、また、経営資源や時間に制約があるの

が実態である。商工会としてこのような小規模事業者に対して今以上に寄り添い伴走型支援の体制を

構築していく必要がある。また、課題解決の道筋を事業者ごとに明示し、事業計画策定支援及び実施

支援を行い、小規模事業者が自らＰＤＣＡを回し、経営の持続的発展を図ることができる状態を創出

し、事業者の売上や利益が増加することで地域経済が好循環を生む状態を作り出す。 

そのために、高知県や高知市、金融機関、地域団体等と連携し事業を推進する必要がある。 

① 情報発信と提案できる商工会  
基礎的な経営指導業務のニーズは継続しつつも、小規模事業者に必要な情報をいち早く掴み情報

発信するなど必要とされる商工会を目指す。また、多様な機関から情報収集する仕組みを構築し、

小規模事業者に有益な情報を提供、または提案する。  

② 小規模企業に寄り添った商工会  
商工会は事業計画策定の必要性について小規模事業者に提案し、その策定及び計画の実施につい

て伴走型支援をし、地域経済を担う。また、将来の地域経済を持続的に発展させるため、地域資

源を活用した事業活動、経営革新、新分野進出、国内外への販路開拓、６次産業化・農商工連携

の取り組みを支援する。  

③ 地域に密着した商工会  
地域経済活性化を効果的、かつ、効率的に行うためには多様な機関と連携を組む必要がある。 

イ) 外貨獲得のため、地元農林水産物を活用した「食」の提供や特産品の「ブランド化」の推進
→まるごと高知、むらからまちから館、土佐せれくとしょっぷてんこす等 

ロ) 少子・高齢化社会に対応した施策→高知県、高知県事業承継・人材確保センター 
ハ) 地域コミュティの維持を図るためのイベント事業の協力→高知市、高知市観光協会、これら
３つの事業を実施することでより地域に密着した商工会を目指す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日） 

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) 

 本事業の目的 
地域内の経済動向を把握し、指針②の事業計画策定の際の外部環境として活用し、事業者の持続

的発展につなげるため 

 これまでの取組 
４業種 15 事業所を対象にして、４半期ごとに中小企業景況調査を実施し町内の状況を把握してき

た。また、5年に一度、高知県民消費動向調査と称し高知県地元購買の状況を把握するため、お買

い物調査を実施しており、今年がその対象年度となっており、11 月中を目途に実施する予定であ

る。 

 現状における課題 
調査結果が経営に反映されていない現実が多数であり、結果の説明や具体的な活用方法がわから

ないというのが正直なところであると考える。また、調査対象が製造業３件、建設業２件、小売

業４件、サービス業６件の４業種にとどまっており、卸売業が対象に入っていないため、今後は

対象範囲をもれなく広げ、幅広く活用していくことが重要である。 

 取り組む内容 
（管内動向調査：地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供） 

① 中小企業景況調査…全国商工会連合会が実施する調査を継続して行う。 

② 管内事業者に対するヒアリング調査 

③ 各種調査情報の活用 

また、消費動向や新商品情報、新技術情報など新しい重要な情報は、インターネットや各種新聞、

業界紙等により収集し、事業者に提供する。 

活用する情報 調査項目 

高知県：県民消費動向調査 

業況判断・消費・生産活動・雇用情勢・物価等日銀：全国企業短期経済観測調査（高知県）

財務事務所：高知県内経済概況 

各種新聞・インターネット・業界紙等 消費トレンド・新商品・新技術等 

専門家からの情報 専門家が有する需要動向 

 調査対象および分析項目 
選定方法は、金融斡旋者、補助金申請者、過去の景況調査対象者、記帳代行先とする。 

また、自主調査として景況調査対象事業者以外の小規模事業者に対して、景況調査に類似する項

目をまとめた調査用紙を作成し、巡回計画に盛り込んで情報を収集し、情報は業種毎に集計し、

地域内の景況動向としてまとめて小規模事業者に提供する。 

景況調査対象業種 調査内容 

建設業（建築含む）  今期の状況 
 前期比較 
 来季の見通し 
 顧客動向 
 課題 

製造業 

サービス業 

小売業 

卸売業 

 目標 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

調査事業所数 15 25 30 30 50 50 

 収集した情報の整理・分析方法・提供方法・活用方法 
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地域の経済動向を調査することにより、事業計画策定や地域の産業振興検討の際の参考資料とし

て活用する。収集した情報は、事業計画作成に活用し、また商工会報やホームページ等により管

内小規模事業者に提供とともに、行政や関係支援機関にも伝え情報の共有化を図っていく。 

整理・分析 
収集した情報は、小規模事業者が活用しやすいように、エクセルで業

種別等に整理・分析（表・グラフ・図化）する。 

提供方法 

提供媒体：ペーパー、エクセルデータ、PDF 

年 4 回の会報誌等で調査結果を提供する。また、巡回、講習会、各種

セミナー、商工会ホームページ等で情報提供する。 

活用方法 
事業計画作成支援・実施支援（指針②）や、専門家派遣事業において

の外部情報として活用する。 

 事業実施の効果 
小規模事業者の経営の持続的発展に向けた方向性と施策を見出すうえで欠かすことのできない外

部環境のトレンドを時系列に整理することは、経営の方向性を中長期のトレンドから客観的に判

断ができ、経営の見直しに役立てることができる。 

2. 経営状況の分析に関すること（指針①） 
 本事業の目的 

小規模事業者の持続的発展に向けて、自助努力による経営力向上、経営力強化を図ることを目的

に、巡回計画に基づき、経営指導員を中心に組織全体で巡回に取組み、小規模事業者の強みや弱

みなど現状を把握し、あるべき姿とのギャップを事業計画に落とし込み、事業者の持続的発展に

つなげていくために経営分析を行う。 

 これまでの取り組み 
基礎的支援である金融斡旋、記帳指導、税務相談や各種補助金活用支援を中心に相談事業者の経

営状況の把握のほか、適宜行っている。 

 現状における課題 
これまで金融相談や各種補助金事業の導入時に経営分析を行い、強みや弱みなど現状を把握し今

後のあり方を検討、提案してきたが、指導のベースとして位置づけ組織的に取り組んできたこと

はなかった。また、企業経営は勘や経験も大事だが、過去の経験だけでは時代の変化に対応でき

ないことも事実であり、この事業により決算数値等の分析から見えてくる現状を認識し、改善に

取り組むことが必要である。 

 取り組む内容 
① 対象事業者の選定 
これまで取り組んできた支援内容から、経営指導員の今までの支援先、および「ネット de 記帳」

を利用している記帳代行先、金融斡旋先、税務申告相談者、また過去の各種企業実態調査等を通

して対象事業所を選定し経営分析を行う。 

② 経営分析の項目と方法 
企業情報（取扱商品。取扱役務・技術・ノウハウ・顧客・販売先・取引先）、財務情報を把握す

るため、経営状況把握ヒアリングシートを「ツール」として作成する。このシートを使って対象

事業者の聞き取り調査を行う。経営状況把握ヒアリングシートの取りまとめと財務データは、全

国商工会連合会「小規模事業者支援システム」「経営分析システム」、中小機構「財務自己診断シ

ステム」日本政策金融公庫「財務診断サービス」等を活用し、入力は経営支援員等が行う。 
中期的な取組みについてもヒアリングを実施し、自ら経営の持続的発展を図ろうとする事業所を

対象に経営分析を行う対象事業者を発掘していく。とりまとめは経営分析シートを利用し、その

都度情報を更新していく。財務分析については決算指導、金融斡旋、補助金や各種補助事業を事

業者が活用する時に併せて対応する。経営分析は、巡回や窓口相談において実施する。場合によ

っては専門家や金融機関等の参加や助言を求める。 

 経営分析項目 
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分析項目 内容 

商品、サービス・製品状況 
取扱商品・商品別売上分析・顧客数増減・販売先・

取引先の把握 

技術・ノウハウ 
独自性・特異技術・知的財産など事業者の特徴的な

強み・弱みを分析 

財務状況 

売上高・売上原価・諸経費・利益の推移を分析し、

財務的な視点で経営の変化の分析を行う。 

（収益性分析） 

ROA、ROE、売上高総利益率、売上高経常利益率、損

益分岐点売上高分析 

（安全性分析） 

流動比率、当座比率、固定比率、自己資本比率 

（資金繰り分析） 

売上債権回転期間 

（生産性分析） 

労働分配率 

（借入金分析） 

売上高借入金比率、債務償還年数、借入金依存度 

設備状況 設備状況について聞き取りを実施 

後継者 後継者の有無について聞き取りを実施 

 目標 
巡回訪問および経営分析件数は下記の数値を目標にして行う 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

巡回訪問件数 438 500 600 700 700 700 

経営分析件数 5 10 10 10 20 20 

 分析結果の活用方法 
分析した結果の詳細を事業所へ説明し、現在の経営状況の理解を促すとともに、今後の事業計画

策定の際の資料として活用する。 

 事業実施の効果 
経営分析を行うことによって、販売計画や仕入計画、人員、設備、資金、借入金返済計画など今

後の経営戦略、経営計画を策定していくうえでのベースとする。 

商工会としては経営分析を行った事業所への支援の方向性が検討でき、活用可能な施策や制度の

情報提供を行い、指針②の事業計画作成の際の内部環境の資料として活用し、伴走型支援につな

げていくことが期待される。 

 

3. 事業計画策定支援に関すること（指針②） 
 本事業の目的 
小規模事業者が経営課題を解決するため、経営状況の分析（指針①）の結果を踏まえ、実現でき

る可能性が高い事業計画を策定することによって経営課題を解決し、事業の持続的な発展につな

げていく。 

 これまでの取組み償還表 
補助事業の申請時や経営力向上計画の策定、金融条件の変更などの際に適宜取り組んでいる。 

 現状における課題 
必要性を感じながら作成していないのが事業計画の現状である。経営金融相談時に適宜作成提案

しているが、理想どおりに進んでいないのが現実であり、大きな課題である。事業目標の設定は

具体的な行動につながり、目標達成意欲は事業実績として顕著に業績に表れるため、実現可能性
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が高い事業計画策定を行うことが重要である。 

 取組む内容 
① 対象事業者の選定 
指針①で経営分析を行った事業所のほか、金融および税務の個別相談時に事業計画策定を目指す

小規模事業者を掘り起こしする。また、窓口や巡回指導時に相談を受けた中からも掘り起しを行

う。その他、各種補助金等の申請時にも計画策定支援に積極的に関わっていく。 

② 事業計画策定の支援 
農商工連携や６次産業化に取り組む小規模事業者を対象に、事業計画策定等に関するセミナーを

実施し、計画策定を支援する。計画の策定支援は、指針①の経営状況の分析をもとに、指針③の

地域内の経済動向や各種調査結果を踏まえ、実現の可能性が高い計画を事業者との十分な検討の

うえで策定していく。また、専門家の派遣や他の関係機関等と連携し行う。 

 目標 
事業計画策定件数は下記の数値を目標にして行う。 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

事業計画策定件数 1 5 5 5 10 10 

 事業実施の効果 
計画を策定することで、今後の経営目標を数値化することができ、計画の実現にむけ具体的な行

動計画を立てていくことができる。社内にも意思統一が図られ、モチベーションや生産性の向上

につながり、対外的な信頼や金融機関の信用アップにもなるなど、前向きな経営の取組みが行え

る。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 

 指導内容  
① 事業計画策定後、より円滑な実行の為 3ヶ月に 1 回程度巡回訪問を行う。事業進歩状況の確認
を行い、指導、支援策の助言を行う。また、状況によっては、ミラサポを通じた中小基盤整備

機構専門家派遣、よろず支援拠点等を積極的に活用する。 

② 融資が必要な場合は、「経営改善貸付」や「小規模事業者経営発達支援融資制度」を利用し、
事業者にとって有利な施策を推薦する。 

③ 1 年に 1回程度、評価指標と目標を定め、PDCA サイクルを回し、計画と達成度の乖離を検証し、
計画通り実行できていない時は必要に応じて修正計画を検討し、改善の方法を事業者と一緒に

考える。 

 目標 
事業計画策定件数は下記の数値を目標にして行う。 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

事業計画策定件数 1 5 5 5 10 10 

フォローアップ件数 2 20 20 20 40 40 

 期待する効果 
事業計画策定後も継続的な支援を行うことにより、環境の変化にも早期に対応し、その結果業績

の大幅ダウンを防ぐことが可能となる。また、緩やかでも売上が右肩上がりであれば事業者自身

の自信にも繋がり、前向きな経営を持続することが出来る。さらに売上拡大による所得増加及び、

従業員の雇用環境に対し改善を図ることが可能となる。 

 

 

 

 

5. 需要動向に関すること（指針③） 
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（6次産業化支援について） 

 現状と課題 
現状、需要動向調査については、製造業、小売業と大まかなものに対してのみの調査であり、消

費者目線での調査が行われていない。さらに、小規模事業者の販売する商品（サービス）につい

ても需要動向調査が計画的に実施できていない。 

 事業内容 
（市場調査） 

柑橘類やトマト、ショウガ、土佐鴨といった地場産品による 6 次産業化、新商品開発、販路開拓

を目的とし、消費者ニーズについて、以下の方法にて調査を行う。 

実施目的 調査方法 対象者 調査項目 調査場所 

顧客満足度 試食 
店舗来店顧客

女性 100 名 

･見た目と味  

•味のポイント  

•購買動機 

•おすすめブランド 

まるごと高知 

むらからまちから館

ターゲットの絞込 
ターゲティ

ング調査 

ペルソナ 

500 名 

•ターゲットに合っているか 

•消費者の特徴 

•利用者のライフスタイル 

インターネット 

使用実態 U＆A 調査 
商品購入者 

100 名 

•評価する対象は誰なのか 

•改善ポイント 

•離反理由 

購入者向け 

アンケート配布 

 

大都市圏の高級品、オーガニック嗜好の女性を主なターゲットとし、調査を行う。そのターゲッ

トが多く訪れると考えられる高知県地産外商公社が経営するまるごと高知等を調査場所とする。

これにより、商品についての客観的な評価やブランド力、使用実態を収集し、その情報を分析・

検証し、その結果をもとに市場を探求する。その後、ターゲットとなる市場が見つかれば、今度

はその市場の過去から現在に至るまでの動きを調べ、自社の行動指針を模索する。 

（情報の収集） 

事業計画策定の基礎資料、6次産業化、新商品開発、販路開拓を目的に情報を収集、事業者に情報

提供を行う。 

調査先 内容 

農林水産省 
6 次産業化総合調査 

6 次産業化をめぐる情勢 

全国農業協同組合 各年度の生産量、清算期間、品質、流通経路、取引状況 

日経テレコン POS データ情報 

（POSEYES） 

全国約 800 店舗（約 2000 分類・265 万アイテム）の最新データ

を活用し、売れ筋商品の把握、個社商品の位置づけなどを確認

し、売り場、販促提案、商品開発に活用する。 

日経流通（MJ） 

消費と流通、マーケティング情報に特化した日経 MJ の需要動

向記事を毎月抜粋し、需要動向情報の一部として情報提供し、

売り場、販促、商品開発のヒントとして活用する。 

 収集した情報の活用方法 
６次産業化を中心とした小規模事業者の新商品開発を支援するため、首都圏へ販路開拓可能な商

品を発掘、および選定し、まるごと高知やむらからまちから館にてテスト販売し、常設販売へ繋

げる。テスト販売後の消費者評価・ショップ評価をもとに、専門家派遣を活用して商品のブラッ

シュアップを行う。また、４半期毎に資料を取りまとめ、個々の事業者の経営相談時に調査結果

を活用する。また、巡回時や商工会会報誌の掲載、商工会ホームページでの公開による方法で管

内の事業者へ広く情報提供を行う。 

 実施目標 
調査分析項目 調査実施目標 調査結果提供目標 
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顧客満足度調査 

ターゲティング調査 

U＆A 調査 

年２回 
・春野商工会地域経済動向レポートと称し、会報に掲載

・高知市を含む町内関係機関に配布（官公庁、集客施設）

・商工会ホームページへの掲載 

・対象となる業種に向け巡回時に個別配布 
文献調査 年２回 

クロス集計 年１回 

 

上記、情報提供を通じ、新商品、新たな販路開拓、新事業への取組み開始事業者数 

現状 H29 H30 H31 H32 H33 

0 1 1 2 3 3 

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） 
 本事業の目的  
意欲的な小規模事業者の中でも特に若手の経営者、後継者等が行う地域資源を活用した新商品開

発、販路開拓に伴う展示会や商談会へ積極的に参加し、売上増加や利益確保につなげ、新たな需

要を開拓する。また、IT を活用した販路開拓にも積極的に働きかけを行い、商品力、販売力の強

化を図ることで収益の向上が図られ、事業の持続的発展につながっていく。  

 これまでの取り組み  
事業者ニーズに応える形で、販路開拓支援や新たな需要開拓のための新商品開発などについて各

種の補助メニューの活用支援を行うと共に、物産展や展示会、商品のブラッシュアップセミナー

等への参画支援を行ってきた。   

 現状における課題  
もともと資金力、経営力のある一部の事業所では、販路拡大もスムーズに進んでいるが、小規模

事業者も含めた全体の底上げとなるとなかなか良好な事業実績につながらないという現実があ

る。需要開拓はともすればリスクを伴うこともあって難しい経営判断が迫られることもあり、経

営支援がそうした不安を多少なりとも軽減していくことにつながる必要がある。 

 取り組む内容 
本計画の目標に設定した地域資源を活用した農商工連携、６次産業化推進事業者を支援の柱に、

企業ニーズに応えると共に、事業実施の段階に即して国県市等の活用可能支援メニューを積極的

に情報提供し、活用プランを提案して伴走型支援に取り組んでいく。現状を鑑み以下大きく 3 つ

の切り口で対応する。  

① 展示会・商談会等への参加 
県内外で開催される展示会・商談会の開催情報を収集し、販路開拓に意欲的な小規模事業者へ積

極的に参加を働きかける。参加する小規模事業者に対しては、高知県商工会連合会や、専門家と

連携し、出展書類の作成、展示用 POP の作成、商談方法、商品展示手法、展示会後の新規顧客へ

のアプローチ方法等について支援し、展示会・商談会に出展することで、成約・売上増に寄与す

る為の支援を行う。 

また、必要に応じて、外部の専門家等を活用して、セミナーを開催、商品評価のモニタリングや

現地指導や事後指導、また小規模企業施策の情報提供、補助金等の活用の提案を行うことで商品

化、販路開拓に向けた支援を行う。 

② WEB ショップ等 IT の活用 
インターネットの活用は新たな需要開拓の有効な手段としてとらえ、小規模事業者を対象に効果

的なインターネットサイトの構築やオンラインショップへの出店等について専門家によるセミ

ナーを実施する。また、専門家派遣の活用により、個別相談にも対応し、専門家との連携により

効果のあるインターネットを活用した新たな需要の開拓の支援を行う。 また、並行して SNS、

特にフェイスブックページの開設を推進し、ページの開設から開設後の SEO 対策を含めた効果的

な広告の方法など、Web ショップ等活用の実務的な支援を行う。 
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③ マスメディアを活用した広報支援事業 
事業計画に基づき小規模事業者が生みだした新商品や新技術、サービスなどを中心に、ニュース

性や地域経済に効果がある話題を商工会から各種報道機関へプレスリリースを行い、小規模事業

者の PR 支援に取り組む。また、地域のフリーペーパー（ミリカ：高知新聞社、Ｋ+：高知新聞社、

ほっとこうち：㈱ほっとこうち、とさぶし：高知県）への掲載等についても支援を行う。この事

業により、高知県内外に新商品や新サービスを情報発信し、新たな需要開拓に結びつける支援を

行う。 

 開催目標と成果目標 
（開催目標） 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

IT 活用支援事業者数 5 5 5 8 8 8 

セミナー開催参加事業者数 10 20 20 20 20 20 

専門家活用事業者数 5 8 8 8 10 10 

（成果目標） 

内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

商談会等参加支援件数 1 3 3 5 5 5 

 うち、成約件数 2 4 4 8 8 8 

マスメディアへの広報支援数 1 2 3 3 5 5 

 うち、成約件数 0 1 2 3 3 3 

売上増加割合（前年比） - 110％ 112％ 115％ 120％ 150％ 

 事業実施の効果 
資本力、人材、商品力、販路開拓のノウハウに乏しい小規模事業者が各々個々で販路開拓に取組

むのは、現実的にはハードルが高く厳しいものがある。小規模事業者が集まり、そこに商工会、

行政機関がセミナーを開催、専門家派遣を行い、商品のブラッシュアップを図ること、また、専

門家のノウハウなど有益な情報を提供することは、商品開発や販路開拓においてのハードルを低

くし、需要か委託に結び付ける実現性が高まる。 

II. 地域経済の活性化に資する取り組み 
 本事業の目的 
小規模事業者の活力向上のためには、地域社会が面的に活性化することも必要であり、また同時

に小規模事業者の事業が活性化することで、地域が活力を取り戻すということもあるなど、小規

模事業者の振興と地域経済の活性化は表裏一体であることから、小規模企業者と共に持続発展す

る地域づくりを進めるために行うものである。 

 これまでの取組み 
春野町には街道沿いに約 1 万本、町内では 2 万本の色とりどりのあじさいの花が咲き、地域のシ

ンボル的な存在となっている。旧春野町役場が昭和 63 年に第 1回あじさいまつりとして始めたの

がきっかけで、春野町と高知市との合併を機に、春野商工会が事務局となり現在に至っている。

毎年、6月にウォーキングイベントや飲食コーナー、足湯コーナー、子供イベントを開催し、参加

等賑わいを創出する事業への参加や実施を行っている。 

 取り組む内容 
高知市、観光協会、自治会等と連携して、春野町の名所である「あじさい街道」のウォーキング

を主体に、外部との交流人口の増加と地域の活性化を目指し、賑わいを創出するために次の事業

を行うものである。新しい取り組みとして、今年９月に高知県が開始した「健康パスポート」の

ヘルシーポイントの発行イベントとしてウォーキングを登録することで、話題性を持たせ参加者

の増加を見込む。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、地元の農産物を
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使った商品を飲食コーナーにおいて試食会や物産販売を行い、販路開拓、商品開発に生かすとと

もに、高知新港に入ってくる大型客船の外国人観光客を絶好の機会と捉え、誘致を行い、集客増

加を狙うものである。 

 目標 
項目 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

ウォーク参加者数 438 450 450 500 600 600 

飲食コーナー参加事業者数 8 10 10 10 20 20 

 事業実施の効果 
地域の賑わいを創出する事業においては、地元の春野高校や金融機関が参画し、商工会青年部や

自治会の大きな支援を受け事業は定着している。地域のつながりや地域資源への愛着が湧くこと

により、地域のイメージ向上、地域コミュニティの形成、公共整備、情報発信、誇りなどにつな

がり、賑わいの創出により地域の活性化につながっていくこととなる。また、外部との交流人口

が増えることにより、春野地域の地場産品の周知と販路拡大にもつながる。 

 

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 
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 

(1)経営支援 

高吾東ブロック連絡会議 

参加団体等 高知県商工会連合会、いの町、土佐市、日高村、仁淀川町の商工会 

回数 年１回 

協議・情報交換 各商工会の取組み状況、経営支援事業説明 

小規模事業者経営改善資金貸付制度連絡推進協議会 

参加団体等 日本政策金融公庫高知支店、各商工会議所、各商工会 

回数 年２回 

協議・情報交換 マル経の貸付状況、各商工会地区の景況について情報交換 

一日公庫での情報交換 

参加団体等 日本政策金融公庫高知支店 

回数 年２回 

協議・情報交換 マル経貸付制度についての情報交換 

専門化との情報交換 

参加団体等 高知県産業振興センター、ミラサポ他 

回数 随時 

協議・情報交換 経済情報、経営に関する支援ノウハウについて情報交換 

(2)産業振興等支援 

商品開発・販路開拓会議 

参加団体等 高知市農林水産部、高知市商工観光部、専門家、小規模事業者等 

回数 年２回 

協議・情報交換 研修会（商品開発・販路開拓）・事業活動、支援策について情報交換

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 をバランス良く組み合わせて、経営指導員等の支援能力の向上の底上げを図

る。 
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 現状と課題  
当商工会は経営指導員 2人体制であるが、1名が今年 4月に異動で赴任したばかりでさらに残るベ

テラン指導員 1 名が今年度で退職を予定しており、限られた時間でいかにスムーズに引き継ぎを

行うかが課題となっている。さらに、経営指導員の支援業務がイベントの開催を含む、会費や共

済掛金の徴収、共済の推進、青年・女性部事業の管理と経営改善普及事業以外の業務に時間を割

いており、経営指導員本来の姿である巡回指導などに取り組む時間が限られているのが現状であ

る。今後は業務分掌を精査し、経営支援員等への業務移管を検討することが必要となっている。

また、小規模事業者が求める高度で専門的な経営支援内容に対応するため、中小企業診断士等の

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り組んでい

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 OFF-JT（研修会による自己研鑽） 
高知県商工会連合会や商工会職員協議会が開催する研修会に参加することで、経営支援に係る手

法と支援ノウハウの習得を図る。 

② 中小機構が主催する中小企業大学校の専門研修受講 
中小企業大学校主催の専門研修は時勢に沿った短期集中型研修であるため、各経営指導員が今後

習得したい分野における支援スキル向上を図る。研修終了後は、他の職員に対し伝達講習を行う

ことでノウハウの共有に努める。 

③ OJT 
若手経営指導員は、金融相談等においてベテランの経営指導員と共に指導にあたり、指導助言内

容等について、そのアプローチや方法を OJT により学ぶことで、伴走型支援能力の向上を図る。

また、職員内での情報の共有や各々のスキル向上を行い、経営指導員不在時に窓口対応で支障を

きたさない体制づくりを構築する。 

④ 支援ノウハウの共有体制強化 

イ) 事業者の事業計画策定・事後指導実施等のデータについては、事務局内で保存場所を決め職員
全員が閲覧可能とし情報の共有を図る。 

ロ) 小規模事業者の支援を行う際に、職種の異なる職員がチームを組み、ベテラン職員が若手職員
を指導助言する。（随時） 

ハ) 本事業は全職員で実施することから、経営支援員等についても、事業計画策定または、フォロ
ーアップの際１ヶ月に１回程度は同行し、支援状況を体験し、各種調査の実施・分析について

支援及び経営発達支援事業のサポート役として役割を受け持つ。  

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、評価を

見て見直しを図る。小規模事業者、支援機関、高知市、春野商工会等がそれぞれ責務と役割を明

確にし、相互支援、協力して PDCA サイクルを構築する。外部有識者の見識を取り入れながら、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。 

 事業内容 
① 小規模事業者、支援機関、商工会に加えて外部から高知市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。また、商工会の実施体制としては、経営指導員 2名、経営支援員 2名、記帳指導職員 1名

で構成する事業推進会議を設置する。 

② 事業評価委員会においては小規模事業者の意見等を踏まえ、事業の実施状況と成果を評価して、
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事業推進会議に改善点を提示する（評価） 

（毎年 8月、1月：経過報告会 毎年 4月：事業評価検討委員会） 

③ 事業評価委員会から提示を受けた改善点を踏まえて、事業推進会議において目標を確実に達成で
きるように改善策を協議して改善計画を作成する。（改善） 

（毎年 5月上旬：総会開催前） 

④ 策定した改善計画は、春野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（承認） 

（毎年 5月下旬：総会終了後） 

⑤ 事業報告を春野商工会のホームページに掲載するほか、会報等に掲載して、取組み事業の状況、
成果、改善点および解決策を周知する（公表） 

（毎年 9月・2月：進捗状況周知、毎年 4月：事業評価検討委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画作成）P 
春野商工会 

（承認）A 
理事会に提案 
総会に報告 

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
ス
キ
ー
ム 

（実行）D 
事業推進会議 

関係団体との連携 

支
援 意

見 （改善）A 
事業推進会議 

 改善計画の作成 小規模事業者 

（評価）C 
事業評価委員会 

 事業達成度・成果を評価 
 事業の見直し、廃止、改善点を指示 



- 14 - 
 

（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 11 月現在）

（１）組織体制 

① 春野商工会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 商工会事務局組織（職員５名） 
経営指導員 ２名 

経営支援員（補助員） １名 

経営支援員（記帳専任職員） １名 

一般職員（記帳指導職員） １名 

 

③ 経営発達支援事業実施体制 
本事業については、商工会事務局全員で企業支援に取組み、目標達成を目指す。

 

（２）連絡先 

春野商工会 

住 所 🏣781-0304 高知県高知市春野町西分 55 
電話番号 088-894-2146 

Ｆ Ａ Ｘ 088-894-2461 

e - m a i l haruno@kochi-shokokai.jp 
 

監 事 
理事会 

会長・副会長 

理 事 

会 員 青年・女性部 委員会 

商工業者 金融審査委員会 

総 会 
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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） 

 
29 年度 

(28年4月以降)
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 1,300 1,300 1,450 1,550 1,550 

 

経営改善普及事業 

巡回支援活動費 

情報化推進費 

指針①（経営分析）

指針②（事業計画）

指針③（市場調査）

指針④（販路開拓）

 

地域活性化事業費 

あじさいまつり 

（900）

200
100
100
50
100
350

（400）

400

（900）

200
100
100
50
100
350

（400）

400

（1,050）

250
150
100
50
100
400

（400）

400

（1,150） 

250 
150 
100 
50 
100 
500 
 

（400） 

400 

（1,150）

250
150
100
50
100
500

（400）

400

（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 

国・高知県・高知市からの補助金 

活用可能な委託事業費 

地元金融機関からの借入金 

（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 

小規模事業者への支援や産業振興計画をすすめるにあたり、以下の関係機関と連携を図

り、支援ノウハウ、関連施策の情報交換等を行うことで支援力の向上に努め、販売促進、

販路開拓、新商品開発など、小規模事業者と伴走しながら事業の持続的発展につなげて

いく。 
 
Ⅰ．連携に関する内容 
 
１．地域の現状及び経済動向の調査 
高知市・高知県等の行政機関等の協力を得て、各種資料調査の提供を及び分析を行い、

商圏の変化や人口推移・消費者の動向調査し、加工して提供することにより、実効性 
の高い提案を行う。 

 
２．経営状況の分析について 
巡回や窓口相談、記帳指導・各種セミナーの開催を通じて企業財務情報等を収集し、 
各種情報システムを利用し分析を行い、地区内の小規模事業者へ提供を行う。 

 
３．事業計画策定支援について 
事業計画の策定については、高度及び専門的な支援が必要な場合、高知県商工会連合 
会、中小企業基盤整備機構、産業振興センター、よろず支援拠点等のコーディネ－タ

ー等と連携して適切に対応する。 
 
４．事業計画策定後について 
国・高知県・高知市の中小・小規模事業者向け補助制度等の活用や、必要に応じ日本 
政策金融公庫と連携して、事業計画達成を図る。 

 
５．動向調査について 
高知県・高知県地産外商公社、高知市・高知県商工会連合会と連携して市場調査や情

報の収集・分析・提供を行う。 
 
６．販路開拓について 
高知県・高知市・高知県産業振興センター・高知県商工会連合会・高知商工会議所・ 
日本政策金融公庫等が開催する各種セミナー等への参加や、展示会・商談会等出店等 
支援する事により、販路拡大の機会を定期的に提供する。 
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連携者及びその役割 

〇高知県 
   住所：高知県高知市丸ノ内１－２－２０（088‐823‐1111） 
   代表：高知県知事 尾﨑正直 
   役割・各種調査データの提供 
     ・施策情報等の提供 
     ・創業補助金や金融施策の情報提供 
     ・小規模事業者への販路開拓支援機会の提供 

 ○一般財団法人 高知県地産外商公社 
住所：東京都中央区銀座 1-5-2西勢ビル５階（03-5524-2790） 

   代表：高知県知事 尾﨑正直 
   役割・モニター調査 
     ・テストマーケティング 

 〇高知市 
   住所：高知県高知市本町５－１－４５（088‐822‐8111） 
   代表：高知市長 岡﨑誠也 
   役割・各種調査データの提供 
     ・施策情報等の提供 
     ・創業補助金や金融施策の情報提供 
     ・小規模事業者への販路開拓支援機会の提供 

 〇高知県商工会連合会 
   住所：高知県高知市布師田３９９２－２（088‐846‐2111） 
   代表：会長 浜田敦夫 
   役割・経営スキルアップ研修・支援能力向上の研修機会の提供 
     ・高度専門的な相談に対して、適切な専門家の派遣及び情報提供 
     ・経営計画策定に対して、適切な専門家の派遣 
     ・経営革新塾・創業塾などの研修プログラムの提供 
     ・展示商談会などの小規模事業者販路開拓支援等の機会及び情報の提供 
     ・創業・事業承継に対して、情報の提供や適切な専門家の派遣 
     ・情報システムの提供 

〇高知よろず支援拠点 
   住所：高知県高知市布師田３９９２－２（088‐846‐0175） 
   代表：コーディネーター 小松宗二 
   役割・高度専門的な相談に対して、適切な専門家の派遣及び情報提供 

 〇高知県事業承継・人材確保センター 
   住所：高知県高知市本町２丁目２－２９（088‐855‐7748） 
   代表：センター長 杉本雅敏 
   役割・事業承継についての情報の提供及び専門家の派遣 
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〇高知商工会議所 
   住所：高知県高知市本町１－６－２４（088‐875‐1177） 
   代表：会頭 青木章泰 
   役割・経営スキルアップ研修・支援能力向上の研修機会の提供 
     ・経営革新塾・創業塾などの研修プログラムの提供 
     ・展示商談会などの小規模事業者販路開拓支援等の機会及び情報の提供 
 〇高知県産業振興センター 
   住所：高知県高知市布師田３９９２－２（088‐845‐6600） 
   代表：理事長 大利賀臣 
   役割・展示商談会などの小規模事業者販路開拓支援等の機会及び情報の提供 
     ・小規模事業者への販路開拓支援機会の提供 

 〇中小機構四国 
   住所：香川県高松市サンポート２－１（087‐811‐3330） 
   代表：本部長 高山千佳歳 
   役割・先進事例や経営支援ノウハウの提供 

 〇日本政策金融公庫 高知支店 
   住所：高知県高知市堺町２－２６（088‐822‐3191） 
   代表：支店長 近藤道哉 
   役割・施策情報の提供及び支援案件の提供 
     ・地域内小規模事業者への支援、低利融資の実行 

 〇四国銀行 
   住所：高知県高知市はりまや町１－１－１ 
   代表：取締役頭取 野村直史 
   役割・地域内小規模事業者への支援、低利融資の実行 
 
 〇高知銀行 
   住所：高知県高知市堺町２－２４ 
   代表：取締役頭取 森下勝彦 
   役割・地域内小規模事業者への支援、低利融資の実行    
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連携体制図等 

【１．地域の現状及び経済動向の調査】 
       
 
  
 
 
 【２．経営状況の分析】 
 
 
 
 
 
 
 
【３．事業計画作成支援 ４．策定後支援】 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【５．動向調査】 
 
 
 
 
 
【６．販路開拓】 
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高知市

商工会 商工会連合会 

商工会 

高知県 
高知市

商工会連合会 
産業振興センター 
よろず支援拠点 

中小企業基盤整備機構

商工会 

小規模事業者

日本政策金融公庫 
四国銀行 
高知銀行 

高知県・高知市 
商工会連合会 商工会 

商工会 

相
談 

各種調査データ提供 

巡回・窓口相談、記帳指導、セミナー等のデータ分析 

データの送付 

分析の結果

確認等 

策
定
支
援 

専門家要請 

情報収集・分析・提供 

展示会 

商談会 

小規模事業者 

高知県 
高知市 

産業振興センター 
商工会連合会等 

相
談 

支
援 

同行参加 

参加 

開催 

アドバイス等 

協力依頼 
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