経営発達支援計画の概要
実施者名
中土佐町商工会（法人番号 6490005003720）
（法人番号）
実施期間

目標

事業内容

連絡先

平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日
【目標①】伴走型の支援策を効果的に実施できる商工会への質的転換
【目標②】小規模事業者の経営意識の醸成
【目標③】各事業所における効果的な事業計画の策定と実施
【目標④】事業計画の定期的なフォローによる目標達成
【目標⑤】地域資源の活用等による地域経済の活性化
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
景況調査、統計資料等から地域経済外部環境分析を行い、事業計
画査定資料とする。集約したデータは、会報誌等で外部発信する。
商工会内で必要に応じ閲覧できるようにする。
２．経営状況分析に関すること
経営分析を通して、経営の見える化を行い、経営課題を明確にする。
経営分析に関する意識改革の促進。事業計画策定時の資料とする。
３．事業計画策定支援に関すること
事業計画を借りものにしないために、事業者自ら策定することを
基本とし、その策定を伴走型で支援し、外部環境変化に強い企業体
質を作る。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
ＰＤＣＡサイクルを習慣化することで、策定した事業計画目標を達
成し、事業を維持存続させるために伴走型で支援する。
５．需要動向調査に関すること
市場の動向を調査し、市場やマーケットを的確に掴み、買い手のニ
ーズにマッチした商品開発や商品価値の向上を図る。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
全国市場のより広範囲で多様な顧客に向けた販路開拓、及びネッ
ト販売を支援する。
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組
町内他団体と連携し「中土佐町地域経済活性化推進会議（仮称）」を、
新たに設置し、①観光協会の設置、②「地域ブランド」戦略の構築、③
創業、開業、第二創業支援、④買い物弱者対策の４つの事業を実施し、
地域活性化をはかる。
中土佐町商工会
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼 6636-5
TEL:0889-52-2519 FAX:0889-52-3122
Ｅ-mail：nakatosa@kochi-shokokai.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標

１．中土佐町の現状と課題
（１）中土佐町の概要
高知県中土佐町は、高知県の中西部に位置し、高知市より車で約 1 時間の距離にある。
平成 18 年 1 月 1 日、中土佐町と大野見
村の 1 町 1 村が合併し、総面積 193.43
㎢の新生中土佐町が誕生した。
中土佐町の基幹産業は農林水産業で
ある。海に面した久礼地区は、古くから
鰹漁の町として知られ、漁業の町、鰹船
の基地として栄えてきた。青い海、土佐
湾に展開するリアス式の海岸線など、変
化に富む自然環境に恵まれた町である。
一方、日本最後の清流四万十川の上流域
に開けた大野見地区は、緑豊かな山野
と、四万十川の豊富な水量と肥沃な土地
で育まれた大野見米の産地である。

（２）中土佐町の振興計画
中土佐町の人口は、最も人口が多かった1960年の14,184人から減少傾向にあり、以降
5年ごとの減少率は5％前後と高い水準で減少を続け、2006年（平成18年）には大野見村
との合併を経たものの、2010年（平成22年）には8,000人を割り、2016年7月現在7,278
人となっている。将来予測では、人口減少は更に加速し、高齢化率は平成27年10月現在
の42.0％から更に上昇を続けると推測されている。
町は、深刻な人口減少に歯止めをかけるために、結婚・出産・子育ての希望をかなえ、
若者の仕事や新たな人の流れの創出などに取り組む、中土佐町版総合戦略「中土佐町総
合振興計画」を策定し、国や高知県の長期ビジョン、「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」を踏まえ、「中土佐町人口ビジョン」を策定した。中土佐町人口ビジョンを達成す
るために、本総合戦略において国や高知県の総合戦略との連動を考慮しながら、
１.雇用創出・人材育成の促進
２.人が居住する場所の確保
３.若者の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえ出生数を増加させる
４.子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らし続けることができる環境を整え、
社会増につなげる
以上4つを基本目標として展開するとしている。
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（３）中土佐町の産業
中土佐町久礼地区は漫画「土佐の一本釣り」（青柳裕介
作：小学館ビックコミック昭和 53 年～昭和 61 年連載）の
舞台の町であり、「かつおの町」として一躍全国に知られ
るようになった。しかし、燃料や資材の高騰、海域内での
水産資源の減少による水揚げ量の減少により、平成元年に
は 7 隻あった大型鰹船は、現在は 2 隻に減少し、平成 2 年
から 4 年にかけて 3 億円をキープしていた久礼漁協の漁獲
水揚げ額は、平成 18 年には 1 億円に減少した。中土佐町
上ノ加江・矢井賀地区も同様に、漁業の不振による水揚げ
量の減少は著しい。
また、日本最後の清流四万十川の上流域に開けた大野見
地区は、緑豊かな山野と、四万十川の豊富な水量と肥沃な
土地に恵まれ、昔から米作りが盛んである。水田は標高が 300ｍ以上の山間地にあり、
昼夜の寒暖差が激しく、良食味米の産地として知られている。しかしながら、日本人の
食の多様化による米離れにより、米の年間消費量がピーク時の半分以下に落ち込むとと
もに、農家の高齢化が着実に進行しており、地域の農業を守るのは難しくなってきてい
る。
人口減少、少子高齢化に加えて、基幹産業の衰退により地域経済は冷え込み、小規模
事業者数も、この 10 年間で約 20％以上減少し、平成 28 年度現在 302 事業所にまで減少
した。
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資料：商工会実態調査より

一方、平成 23 年の高速道路中土佐インターの開通により、高知市内から車で 1 時間
圏内と、交通の利便性は飛躍的に向上した。また同年、漁師町の風景や四万十川上流域
の風景が、文化庁の『重要文化的景観』に選定され、後世に残したい魅力ある風景とし
て認定された。どこか懐かしいレトロな街の中心商店街の一角を成す「久礼大正町市場」
は、明治中期、漁師のおかみさんたちが夫や息子が獲ってきた魚をトロ箱に入れて売っ
たのが始まりとされ、庶民の台所として 100 年続く露天市場で、地元で獲れる新鮮な魚
介類を求めて、今では年間 25 万人の観光客が訪れる中土佐町の観光拠点である。しか
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しながら、市場内の出店者の高齢化や露店の減少、商店街の空き店舗や空き地の増加な
ど、振興策が急務である。
また、平成 2 年のふるさと創生事業を契機に 2,000 人規模で始まった「カツオ祭り」
は、その後平成 8 年に結成された“カツオのタタキ実演販売キャラバン隊”による中四
国、関西方面への出向実演販売も功を奏し、今日では町の人口の 2 倍以上、15,000 人の
来場者を迎え、県内でも有数のイベントに成長した。

２．目標と方針
（１）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方
これまでのことをふまえ、中土佐町の中長期的な経済振興を図る上での地域の課題を
整理すると下記となる。
【課題①】人口減少、少子高齢化、消費の町外流出による町内需要の減退。
【課題②】事業者の高齢化、事業後継者不足による廃業の増加、創業開業の不足等によ
る小規模事業者の減少。
【課題③】独居高齢者等の「買い物弱者」の増加。
【課題④】観光客向けの商品開発の不足による需要の取り零し。
【課題⑤】県外需要を取り込むための情報発信力、商品ブランド力、販路開拓力の不足。
【課題⑥】自社の理念、課題を明確にした事業計画を持つ事業者の不足。
したがって、これらの課題から、事業承継の円滑化、経営力強化をはかることで、小
規模事業者の減少に歯止めをかけることが、小規模事業者の支援による中長期的な振興
の在り方となる。そのために、小規模事業者において、理念、課題を明確にした事業計
画の策定を進め、その計画の着実な実行をはかるため、関係機関とも連携し、伴走型の
支援を実施するものとする。

（２）経営発達支援事業の目標
基幹産業である農林水産業の衰退、人口の減少、高齢化、少子化の進展に伴い、中土
佐町を取り巻く環境は年々その厳しさを増してきている。地域内の小規模事業者におい
ても、域内需要の減退、事業後継者の不在等により、事業存続の危機に直面しているケ
ースが散見される。
商工会としては、こういった地域に根差し、地域の産業、地域の人々の日々の暮らし
を支えている小規模事業者の課題に向き合い、寄り添った支援策を講じることが、地域
振興をはかる上で重要な課題であり、その存続と発展の道筋を経営発達支援事業の中で
具体的に描き、実施することが求められており、下記の 5 点をその目標として取組むこ
ととする。
【目標①】伴走型の支援策を効果的に実施できる商工会への質的転換
【目標②】小規模事業者の経営意識の醸成
【目標③】各事業所における効果的な事業計画の策定と実施
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【目標④】事業計画の定期的なフォローによる目標達成
【目標⑤】地域資源の活用等による地域経済の活性化

（３）経営発達支援事業の方針
【方針①】小規模事業者の伴走型支援をはかるための組織内連携の構築
・伴走型支援を効果的に実施するために、職員個々の能力に依存した個別支援体制か
ら、全職員の相互連携による組織的支援体制への転換をはかる。
・能力の総和ではなく、能力の相乗となるようなチームワークを醸成するための情報
交換、コミュニケーションの活発化による、相互理解に向けた意識的な取り組みを
実施する。
【方針②】小規模事業者の経営意識の醸成に向けた支援体制の構築
・市場環境が変化する下で事業を存続、発展させるためには、経営そのものの在り方
を変化させなければならない。そして、経営を変化させるためには、まず経営者、
事業者の経営意識の変化が必要であり、経営分析を通し、今一度経営の原点を見つ
め直すための伴走型支援を実施する。
・小規模事業者の定量的数値分析、及び定性的経営分析を通して、経営の見える化を
行い、経営課題を明確にする。
・タイムリーな経営分析の重要性に関する認識を広げることを通し、事業者の経営分
析に関する意識改革を促進する。
【方針③】事業計画の策定と実施、フォローを円滑に進めるための支援体制の構築
・事業計画の策定は、行政、金融機関、地域他団体、各種経営支援機関、あるいは各
分野の専門家等による支援体制の下、実施する。
・事業計画策定は、事業者自らが主体となり、商工会職員は伴走型支援で、しっかり
とその側面からサポートする体制をもって推進する。
・事業計画を策定した事業所を定期的に巡回し、計画の実施状況と事業の現状把握を
行う。
・事業計画の見直しが必要である場合は、率直に提言を行い、成果の上がる伴走型支
援を実施する。
・事業者には事業計画の見直しを、自ら定期的に行える組織内体制の整備を推進する。
【方針④】地域活性化をはかるための体制整備
・町内他団体との連携により、観光振興をはかるための中核的な組織として観光協会
等の整備をはかる。
・新港背後地新施設「道の駅」の有効活用をはかると共に、町内各所の観光拠点への
人の流れを創出する。
・町内他団体との連携により、地域資源の見直しを行い、既存商品の見直し、新商品
開発、的確な情報発信等を通して、地域ブランド戦略の確立をはかる。
・中土佐町と連携し、空き店舗調査の実施、空き店舗の有効活用を推進し、創業、開
業、第二創業支援を実施する。
・買い物弱者対策を実施し、地域循環型経済の基盤整備をはかる。
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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 35 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】
これまでの当商工会の地域経済の実態把握は、主に経営指導員による巡回
訪問と、会計年度末の決算資料から読み取れる地域の経済状況などであり、
地域の経済の動向を正確に把握する上では十分なものではなかった。
（事業内容）
地域動向調査は地域の実情を踏まえたものとなるよう、経営指導員及び記
帳職員等による定期的な巡回訪問の際のヒアリングや、個別景況調査による
業況の把握と、関連機関や各種統計資料等から、地域及び業界の経済動向、
景況、市場経済の動きをより正確に把握し、総合的に分析し判断する。
（１）小規模事業者に対する景況調査
対象となる小規模事業者（小売 10 社、建設 5 社、製造 5 社、サー
ビス 10 社）を選定し、景況調査を行う。過去 3 年分の決算書をベ
ースに、売上推移、利益状況、設備投資状況の推移について調査を
行い、決算書に表れない部分（景況感、雇用状況）については、経
営指導員の巡回による調査を行う。本調査は年 2 回行うものとし、
データを蓄積し、事業計画策定の基礎資料とする。
（２）金融情勢、資金ニーズの把握
金融面から見た地域の実情を把握するために、四国銀行久礼代理
店、高知信用金庫久礼支店と連携し、年 2 回情報交換を実施し、金
融情勢や資金ニーズ、設備投資の状況、借入金残高、滞納状況等の
情報から、地域内の業況を把握する。
（３）雇用情報の活用
須崎公共職業安定所が月 1 回発行する「ハローワークすさき」や高
知労働局が発行する「雇用こうち」などから、県内あるいは管轄地
域内の雇用情勢を把握し、雇用面から見た業界の業況を掴む。
（４）マクロデータの活用
①高知県財務事務所の県内経済動向調査の活用
高知県財務事務所が４半期ごとに発表する高知県内の経済概
況、及び法人企業景気予測調査から、個人消費、生産、雇用、
公共事業、設備投資、企業倒産、消費者物価、企業の景気、売
上高、経常利益、従業員数など高知県内の景況を把握する。
②日銀短観の活用
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日本銀行が４半期ごとに発表する、企業の業況や経済環境の現
状・先行き、売上高や収益、設備投資額といった事業計画の実
績・予測値など、企業活動全般にわたる調査結果から、速報性
のある日本経済の情勢を掴み、国全体の業況を把握して、地方
へのタイムラグによる景気の波をいち早く予測する。
（目標）
巡回訪問等によるヒアリングと、景況調査により把握した地域経済の動
向、及び収集した各種資料・データ、及び関係機関からの情報をもとに、
総合的な観点から地域の現況を業種別に分析し、規模、実情に合ったマー
ケティング資料としてわかりやすく集約し、事業計画策定の資料とすると
ともに、会報誌「おがたま」及び中土佐町商工会ホームページで、広く町
内事業者へ情報提供を行う。また、集約したデータは、商工会職員間で共
有できるように見やすくデータベース化し、必要に応じて閲覧できるよう
にする。
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

小規模事業者景況調査
（年 2 回、選定事業所が対象）

0件

30 件

30 件

30 件

30 件

30 件

金融機関との情報交換による
金融情勢、資金ニーズの把握

0回

1回

2回

2回

2回

2回

マクロデータの収集、情報提供

0回

1回

2回

2回

2回

2回

２．経営状況分析に関すること【指針①】
「経理事務は税務申告のため」と考えている小規模事業者が大半であり、
日常的に会計管理を行っていない事業所が数多く存在する。
また、経営分析には貸借対照表が欠かせないが、自計の個人事業所では、
白色申告かもしくは青色申告であっても、損益計算書のみ作成するだけであ
り、財務分析ができておらず、仮に、金融の斡旋や補助金等申請時に経営分
析を行っても、継続的に行われていない。
以上のことから、日常的な会計管理はもとより、貸借対照表・損益計算書
等の会計書類は、自社の現状を分析する上で重要な経営情報の宝庫であると
いう認識を、小規模事業者に広めることを通して、経営に対する事業者の意
識に変化を生み出すよう、働き掛けることから始める必要がある。
（事業内容）
（１） 記帳指導員及び経営指導員による定期的な巡回訪問においては、まず
記帳状況の確認を行い、白色申告者は青色申告に、青色申告者は貸借
対照表を作成するよう指導する。
- 7 -

巡回訪問では、過去の決算データから売上、売上原価、固定費等収益
性に関する資料を収集し、その資料と各種指標を基に、個々の事業所
の粗利益率や損益分岐点分析等を実施し、分析結果から得られた経営
情報を提示することで、タイムリーな計数管理の重要性に関する認識
を広げる。
また、経営指導員は、金融斡旋や決算指導、及び各種補助金等の申請
時のヒアリングでは、事業者の経営に対する思いなどを十分に把握す
るよう努める。
（２） 巡回訪問、窓口相談、経営分析セミナー等の実施を通じて把握した小
規模事業者の経営情報の整理・分析は、定量的（分析項目：収益性・
成長性・生産性・安全性等）、定性的（分析項目：経営に対する考え
方・社員との信頼関係・人材採用と育成方針、市場変化の理解状況、
顧客ニーズの把握状況、自社の長所・短所の把握状況、付加価値を高
める仕組みの存在の有無、新規事業に取組む仕組みの有無等）に行う
とともに、損益分岐点分析やＳＷＯＴ分析により、内部要因や外部要
因など多角的な視点から分析し、経営課題を明確にする。
また、分析結果は見やすい形に画一的に作成し、職員間での情報共有
が図れる体制の整備を行う。
（３）上記（２）で整備・分析した経営情報を基に、職員間で経営支援の方
向性について検討し、各事業者にフィードバックする。特に事業承継
等の課題が明確になった事業所に対しては、高知県事業承継・人材確
保センター等の外部支援機関等とも連携し、適切な支援を実施する。
（４）さらに高度な経営分析が必要だと判断したケースについては、外部の
専門家派遣を要請する。また、高知県よろず支援拠点等の外部支援機
関等も有効に活用し、効果的な支援体制を整備する。
（５）経営分析を通じ、明確になった経営課題は、事業計画策定時に活用す
る。
（目標）
各事業所の定量的、及び定性的経営分析を通して、経営の見える化を行う
ことで、経営課題を明確にする。同時に、タイムリーな経営分析の重要性を
認識することにより、事業者の経営分析に関する意識改革を促進する。経営
分析で明確になった経営課題は、事業計画策定時に活用する。
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

100 回

150 回

200 回

200 回

200 回

200 回

経営分析セミナーの開催

0回

2回

2回

2回

2回

2回

経営分析セミナー参加事業者数

0人

8人

10 人

12 人

12 人

12 人

経営分析件数

5件

8件

10 件

12 件

12 件

12 件

記帳及び経営指導員による会計導
回数
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
小規模事業者が事業の目標を達成するための事業戦略を立案するためには、
事業計画書の作成が必要となるが、現状では事業計画書の作成は融資の申込み
や補助金申請時に簡単な利益計画表を作成しているのが大半である。
経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するため、今
後は各経営支援機関と連携し、事業計画策定セミナーや個別相談会を開催し
て、より現実的で実現可能な事業計画書を作成する。
事業計画の策定については、中長期の目標を明確にした上で、単年度の目標
を明記し、事業計画を「借りもの」にしないために、経営者である事業主自ら
が考え策定することを基本とし、計画書の作成に当たっては伴走型の支援を実
施する。
（事業内容）
（１）事業計画策定セミナーの開催や、経営指導員の巡回等により、計画策
定に意欲的な事業主の事業計画策定支援から順次実施し、域内小規模
事業者全体へ支援対象を広げていく。また、セミナー開催後は、よろ
ず支援拠点等の関係機関と連携した個別相談会も随時開催し、参加事
業者の疑問点の解決をはかる。
加えて、セミナー開催後は、経営指導員を中心に、フォローアップを
はかり、事業計画策定を伴走型で支援する。
（２）創業及び開業時における事業計画策定支援は、経営指導員を中心とし
た巡回、窓口相談を通じて実施する。支援においては、事業を始める
動機、事業経営に対する覚悟等に関し十分に把握した上で、ターゲッ
トとする顧客層とそのニーズの明確化、必要な施設、設備の洗い出し、
人材の採用及び配置計画、開業時の資金計画、3 か年の損益計算書等
について検討の上策定し、事業を軌道に乗せるための意識的な支援体
制を構築する。
（３）事業計画の策定においては必要に応じて専門家派遣を要請し、事業計
画の精度を高め、経営分析で明らかになった各事業所の経営課題に沿
った、成果のあがる事業計画となるよう支援する。
（目標）
地域の経済動向の調査により把握した市場データや経営分析結果を基
に、経営課題を解決するために、事業者の経営理念に沿った現実的な事業
計画を策定し、外部環境の変化に強い企業体質を作る。
策定に当たっては、事業計画を「借りもの」にしないために、経営者であ
る事業主自らが考え策定することを基本とし、将来の目標（長期目標）を明
確にしたうえで、今できることから段階的に一つ一つの課題を克服できるよ
う、小さな達成感を積み上げながら、3 年後、5 年後の中期目標を立てて、
課題解決に取り組めるよう、伴走型支援を実施する。
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項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

事業計画策定セミナー
個別相談会開催回数

0回

2回

2回

2回

2回

2回

事業計画策定セミナー
個別相談会参加事業者数

0人

8人

10 人

10 人

10 人

10 人

事業計画策定事業者数

2社

10 社

15 社

20 社

25 社

25 社

創業・開業支援事業者数

随時

随時

随時

随時

随時

随時

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
現状では会員事業所の中でも重点指導選定事業所や、自発的に取り組む事業
所に対してのみ事業計画の進捗状況や、売上動向の確認を実施しているのが現
状となっている。
今後は、事業計画を策定した事業所については、巡回訪問を強化することで、
ＰＤＣＡサイクルが習慣化するまで伴走型支援を継続して実施する。
（事業内容）
3 カ月に 1 度の巡回訪問を実施し、事業所における事業計画の進捗状況
のチェックを行い、個別事業所の実情に応じたフォローアップを行う。
事業計画が遂行できない場合は、その原因を究明し、事業計画そのものが
身の丈にあった内容であるかの検証を含め、計画変更も含めて事業者にフィ
ードバックする。
外部環境の変化を常に意識し、事業者への情報提供を継続して行いなが
ら、場合によっては、事業計画の軌道修正を提案する。また、必要に応じて
金融支援や国の補助事業の活用、専門家派遣によるサポートを実施するな
ど、事業計画が遂行できるよう伴走型で支援する。
（目標）
ＰＤＣＡサイクルを習慣化することにより、策定した事業計画の目標を
達成し、事業を継続的に維持存続させる。
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

フォローアップ件数

4件

10 件

15 件

20 件

25 件

30 件

フォローアップ回数

16 回

40 回

60 回

80 回

100 回

120 回
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５．需要動向調査に関すること【指針③】
これまで需要動向調査に関しては、補助金の申請時など必要に応じて個々の
指導員が情報収集していたが、その情報は巡回時の聞き取りや、インターネッ
ト等による情報収集程度で、全国市場の動向や消費者ニーズの把握には至って
いなかった。
顧客ニーズにマッチした「売れる商品づくり」「求められるサービスの提
供」をどう図っていくか、これは今後の小規模事業者の持続的発展を考える上
では外すことのできない重要課題である。市場や購買者という買い手の立場に
立って、買い手が必要とするものを提供するためには、日々移り変わる市場の
トレンドや消費者ニーズといった需要の動向を掴み、商品やサービスの見直し、
新たな販路や新商品・新サービスの開発に役立ててもらう必要がある。
（事業内容）
中土佐町の基幹産業であり、
「土佐の一本釣り」の町として県内外でも
知名度の高いかつおをはじめとする水産物や、生姜・いちご・米などの
農産物など、地域資源を活用した商品やサービスの需要動向を調査する
ため、調査対象者の基本情報（年齢・性別・居住地・目的など）のほか、
以下の項目を調査し、調査結果から消費者ニーズを分析して対象事業者
にフィードバックし、既存商品のブラッシュアップや商品・サービスの
価値の向上を図るとともに、ターゲット市場にマッチした商品開発、販
路開拓を支援する。
また、物産展、商談会、展示会への出展により得られた全国市場のマ
ーケットの動向、バイヤーからの貴重な意見や情報、他社の出展商品や
出展者との情報交換で得られた情報を、商品の磨き上げと新たな商品開
発に活かし、市場のニーズに合った、よりクオリティーの高い「売れる
商品」の開発の足掛かりとする。
需要調査の結果を踏まえて、商品開発や商品販売の専門家を活用し、
「売
れる商品」づくりを支援する。
（１）地域の特産品需要調査
中土佐町のかつおをはじめとする水産資源や生姜などの農産物を
活用した特産品や飲食メニューの需要を調査する。
①観光客向けお土産物需要調査
支援対象
調査対象
調査項目

食品製造業・食品製造小売業
中土佐町の主要観光拠点（道の駅、大正町市場、商店街など）
の町外客・観光客、及び土産物販売事業者
素材・味・分量・価格・品質・大きさ・パッケージ・訴求方
法など
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調査方法

試食やヒアリング、アンケートによる調査

調査件数

1 社 100 件

調査成果

支援効果

既存商品の改善点の把握
新商品開発のためのヒント
顧客心理・顧客満足度の把握
適正価格
性別や年齢、購買目的を分析したうえで、ターゲットとする
消費者の期待に応える商品、購買意欲を高める商品、市場に
マッチした商品を提供する。

②地域特産品需要調査
支援対象

食品製造業・食品製造小売業

調査対象

県内外で実施される食のイベントや商談会・展示会での来場
者やバイヤー

調査項目

商品評価・改善点・業界ニーズ・市場の動向等

調査件数

1 社 100 件

調査方法

ヒアリングやアンケートによる調査

調査成果

支援効果

商品の改善点の把握
新商品開発のためのヒント
ターゲット市場の把握
販路の選定
適正価格
消費者やバイヤー、他社の出展商品や出展者との情報交換等
により、買い手や売り手の生の声を収集することで、既存商
品のブラッシュアップや、市場の動向を把握し販路を開拓す
る。

③地域資源を活用した飲食メニュー需要調査
支援対象

飲食業

調査対象

地元及び近隣商圏の顧客
中土佐町の主要観光拠点（道の駅、大正町市場、商店街など）
の町外客・観光客

調査項目

素材・味・食感・分量・価格・設備・営業時間など

調査方法

アンケートやヒアリングによる調査

調査件数

100 件

調査成果

既存メニューの改善点の把握
新メニュー開発のためのヒント
顧客満足度の把握
適正価格
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支援効果

主力商品の決定や、新メニューの開発、顧客満足度の向上に
よる新規顧客の獲得。

（２）アンテナショップを活用したテストマーケティングの実施
高知県産品に対する首都圏の需要動向を把握するため、東京・銀座
の高知県アンテナショップ「まるごと高知」において、県産品のテス
トマーケティング支援制度を活用し、首都圏の消費者に対し、地域資
源を活用して開発した商品や試作品のテストマーケティングを実施
する。
支援対象

食品製造小売業

調査対象

まるごと高知への来場者・他の地域商品

調査項目

食材（地域資源）
・味・分量・価格・品質・大きさ・パッケー
ジ・訴求方法など
売れ筋商品・売れ筋価格帯など

調査方法

試食を行い、ヒアリングやアンケートにより調査

調査件数

1 社 100 件

調査成果

支援効果

商品の改善点の把握
新商品開発のためのヒント
適正価格
性別や年齢を分析し、ターゲットとする消費者の期待に応え
る商品、購買意欲を高める商品、市場にマッチした商品を開
発する。

（３）市場の需要調査
上記（１）及び（２）による消費者等への直接的な需要動向調査に
加え、マクロデータにより把握した消費者ニーズ、市場の需要調査の
結果や、専門家から得られた情報を総合的にふまえ、ターゲットを絞
り込んだより完成度の高い商品開発や、市場を的確に絞り込んだ販路
開拓、長期的に需要が見込める市場を把握する。
情報収集先
メディア・マスコミ
内閣府「消費動向調査」
高知県「消費動向調査」
総務省「国勢調査」
業種別業界情報
日経ＭＪトレンド情報源
新市場予測

目的・活用方法
ライフスタイルの変化や買い物行動、消費者意識な
どを把握し、全国及び中土佐町を取り巻く消費者ニ
ーズの変化をとらえる。
国内の人口、世帯、産業構造などの調査結果を将来
の消費人口の予測に生かし、今後の需要開拓におけ
るターゲット地域の選定に活用する。
市場の動向、及びトレンドを把握し、販路開拓及び
商品開発のための参考資料とする。
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（目標）
項

目

観光客向けお土産物需要調査
個社支援数
地域特産品需要調査
個社支援数
地域資源を活用した飲食メニ
ュー需要調査 個社支援数
アンテナショップ出店事業者
数

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

0社

3社

5社

5社

10 社

10 社

0社

3社

5社

5社

10 社

10 社

0社

3社

5社

5社

10 社

10 社

0社

3社

5社

5社

10 社

10 社

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】
これまで当商工会の需要の開拓につながる支援としては、商店街を中心とし
たイベントや、飲食店をメインとしたグルメガイドの制作・配布など近隣地域
の需要開拓にとどまっており、また、それぞれ一過性の取り組みで、実施した
結果を検証することもなく、効果的な支援とは言い難いものであった。
地方の人口減少はとどまることを知らず、これまでの取引先や近隣地域のみ
を対象とした販路の開拓には限界がある。もっと広範囲な全国市場に向けた全
国展開が必要であるが、多くの小規模事業者は情報収集、人材・ノウハウ・資
金面での制約があり、また自社の商品やサービスのＰＲを苦手としており、情
報発信力の弱さは否めない。
今後は、全国を視野に、イベントや展示会・商談会への出展を促進すると同
時に、情報発信力を強化し、新たな市場へ向けた販路を開拓することが重要で
ある。
（事業内容）
全国市場に向けた新たな需要を開拓するため、様々な関係機関が開催す
る観光イベントや物産展、ＢｔｏＢマッチング商談会、展示会の情報を収
集し、食品製造販売事業者に情報を提供して出展参加を促す。
バイヤーやマスコミへの効果的なプレゼンテーションを行うために、Ｐ
ＯＰやパンフレット等販促ツールの作成、プレゼン方法、陳列方法、出展
時の商談から商談会後のアプローチを支援し、商談交渉、新規取引の際の
企業調査等、実践的アドバイスを伴走型で支援する。
また、ホームページの新規作成や、専門家を活用して既存のホームペー
ジのＳＥＯ対策、スマホ対応（ＳＮＳ・ツイッター）、商品写真の撮り方
などを支援し、ネットによる情報発信やネット販売による売上増加に繋が
る取組みを支援する。
①高知県地産外商公社主催の県内食品事業者・生産者を対象に、県産品の
販路開拓・販売拡大を目的とした「高知県産品商談会」や、四国銀行等
地方銀行主催の、全国に向けた販路拡大を希望する食品の生産・加工・
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販売等の事業を対象とした「地方銀行フードセレクション」、県内外商工
会議所主催商談会等への出展を促進し、効果的なプレゼンテーションを
行い、新たな販路を開拓する。
（目標）
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

商談会・展示会参加事業者数

1社

2社

3社

3社

5社

5社

商談会・展示会での商談件数

1件

10 件

15 件

15 件

25 件

25 件

商談会・展示会での成約件数

0件

2件

3件

3件

5件

5件

②地方から全国に向けて情報発信を行うため、ホームページの新規作成
や、自社サイトをできるだけ多く露出させ、ネット販売に結び付けるた
めのＳＥＯ対策、ＰＶの増加、コンバージョン率向上のための改良を支
援し、ネット販売による売上の増加を図る。
（目標）
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

ホームページ作成支援

0件

1件

2件

3件

5件

5件

ネット売上率

0％

1％

1％

3％

3％

5％

ホームページ改良支援

1件

3件

5件

5件

10 件

10 件

アクセスアップ率

10％

10％

10％

20％

20％

20％

ユーザー増加率

5％

5％

10％

10％

20％

20％

ネット売上増加率

10％

10％

10％

20％

20％

30％

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
地域経済の活性化については、これまでは、中土佐町、商工会、商店街組合、
漁協、農協等が、それぞれの立場で独自に取組んできたものが多くあったが、い
ずれも単発的なものが多く、成果に乏しい側面がみられた。今後は、地域の活性
化に向け関係機関が目的意識を共有し、長期的視点に立ち、事業の連続性や相乗
効果も念頭に、協力連携し取組むことが求められる。
このため、中土佐町、中土佐町商工会、中土佐町社会福祉協議会、大正町市場
協同組合、久礼お宮さん通り商店街組合、久礼漁業協同組合、土佐くろしお農協
久礼支所、金融機関等と連携し、「中土佐町地域経済活性化推進会議（仮称）」を
設立し、下記のテーマに沿った地域経済活性化事業を推進し、交流人口の増大、
町外外貨の獲得と同時に、地域循環型経済の基盤強化をはかり、子どもから高齢
者まで、誰もが安心して暮らし続けることができる経済基盤の確立をはかる。
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（事業内容）
（１）観光協会の設置による地域経済活性化
「中土佐町地域経済活性化推進会議（仮称）」にて、観光発信などを
通し、観光振興を担うことのできる組織として観光協会等の設置につい
て検討し、その整備を行うことで、観光事業におけるソフト面の充実を
はかり、観光拠点施設「ぜよぴあ」、平成 29 年 7 月にオープン予定の新
港背後地新施設「道の駅」の有効活用をはかる。
特に「買・食・遊」がそのコンセプトとなっている「道の駅」におい
ては、拠点としての賑わい空間づくりにとどまることなく、町内各所へ
の波及効果をどうはかっていくかが重要である。そのため「四万十川流
域の文化的景観」、
「久礼の港と漁師町の景観」という二つの文化的景観
に代表される、町の魅力である歴史や文化等、町全体の観光施設、観光
資源等を対外的にピーアールしていく取組みを、新たにできる観光協会
と商工会が中心となり実施することで、観光客等の町内全域に向けた人
の流れを意図的に創出し、観光事業における地域経済の活性化をはか
る。
（２）「地域ブランド」戦略の構築による地域経済活性化
中土佐町には、水産物では「鰹」、農産物では「大野見米」、林産物で
は「四万十ヒノキ」などの代表的な地域資源があり、その特性を活かし
た商品開発が既になされている。ただ、それらの商品だけでは、十分に
成果を出せている状況にあるとは言えず、個々の商品においても内容的
には多くの課題を残しており、改めて地域資源の総合的な調査と、その
活用に関する見直し、開発した商品情報の発信等、効率的、効果的な地
域ブランド戦略が求められており、「中土佐町地域経済活性化推進会議
（仮称）」では、その構築をはかる必要がある。
特に外貨獲得のためには、観光客向けのお土産の充実を図る必要があ
り、需要動向調査で実施したアンケート結果等も利用し、既存商品のブ
ラッシュアップ、及び地域資源の掘り起こしによる新商品開発とその情
報発信を、商工会が中心となり「中土佐町地域経済活性化推進会議（仮
称）」で推進し、地域経済の活性化をはかる。
（３）創業、開業、第二創業支援による地域経済活性化
町内商店街では、近年、事業後継者の不足等による廃業の増加が顕著
となっており、空き店舗が増加している。その有効活用をどのように進
めていくかは、今後の町内商店街の活性化にとっては重要な課題であ
る。
「中土佐町地域経済活性化推進会議（仮称）」では、その空き店舗の
現状がどのようになっているか実態調査を行った上で、チャレンジショ
ップ等の創業、開業、第二創業支援を商工会が中心となり実施し、地域
経済の活性化をはかる。
（４）買い物弱者対策による地域経済活性化
地域商店の廃業による供給不足により、高齢者等の「買い物難民」の
増加が顕著であり、誰もが安心して暮らし続けることができる町づくり
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を続けていく上での大きな課題となっている。そのため「中土佐町地域
経済活性化推進会議（仮称）」では、商工会が中心となり、小規模事業
者の町内の販路開拓支援を行うことで、買い物弱者対策を実施し、地域
循環型経済の基盤整備を通した地域経済の活性化をはかる。
（目標）
上記4つの事業を円滑に推進するために「中土佐町地域経済活性化推進会議
（仮称）」を、平成29年度内に立ちあげ、定期的な会合を持ち、地域経済の活
性化をはかる。
具体的には、①観光協会の設置をはかり、町内全域に向けた人の流れを創
出する。②地域資源の見直しをはかり、既存商品の見直し、新商品開発を実
施し、地域ブランド戦略の構築をはかる。③空き店舗調査の実施、空き店舗
の有効活用を推進し、創業、開業、第二創業支援を実施する。④買い物弱者
対策を実施し、地域循環型経済の基盤整備をはかる。以上、4つの目標に向け
事業の実施をはかる。
項

目

中土佐町地域経済活性化推進会議

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

0回

1回

2回

2回

2回

2回

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
（事業内容）
（１）高岡地区商工会活性化協議会において、高岡地区 5 商工会と小規模事業
者への支援の現状、支援ノウハウ、地域活性化の取組みについての情報
交換を年 1 回実施し、小規模事業者に対する効果的な伴走型支援のあり
方や地域活性化の具体的取組みの参考とする。
（２）商工会等職員協議会が主催する高知県内及び四国内の支援事例発表大会
を通じて、小規模事業者への支援の現状、支援ノウハウについての情報
交換を年 1 回実施し、今後の小規模事業者の経営力向上に役立つ支援の
あり方について、具体的な支援事例から学び、伴走型支援の参考とする。
（３）小規模事業者に対する円滑な融資の実行の実現をはかるために、日本政
策金融公庫高知支店、四国銀行久礼代理店、高知信用金庫久礼支店等の
金融機関と、小規模事業者への金融支援ノウハウについて情報交換を年
1 回以上実施し、金融庁の方針も含め、各金融機関の小規模事業者に対
する融資の現状を把握するとともに、小規模事業者への金融面における
伴走型支援の参考とする。
（４）地域の小規模事業者の減少に歯止めをかけ、地域住民の利便性をはかる
ため、高知県事業承継センターと連携し、将来的に地域の需要が見込ま
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れる業種について、後継者対策や事業承継マッチングに関しての支援ノ
ウハウについて情報交換を年 1 回以上実施し、小規模事業者の事業承継
における伴走型支援に役立てる。
（５）事業所の売上向上、販路拡大、新分野進出等に関する支援ノウハウの蓄
積をはかるために、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等から講師を招聘し、年 1 回以上学習会を開催し、
小規模事業者の販路拡大等の取組みの伴走型支援に役立てる。
（目標）
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

高岡地区商工会活性化協議会

1回

1回

1回

1回

1回

1回

商工会等職員協議会支援事例発表大会

1回

1回

1回

1回

1回

1回

金融支援ノウハウ情報交換会

0回

1回

2回

2回

2回

2回

事業承継支援ノウハウ情報交換会

1回

1回

2回

2回

2回

2回

販路拡大等支援ノウハウ情報交換会

1回

1回

2回

2回

2回

2回

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
小規模事業者への効果的な支援体制の構築をはかる上では、職員個々の能力
向上もさることながら、組織としての支援能力の向上が、いま求められており、
そういう意味では、商工会組織の質的転換が求められていると言える。
具体的には、従来の経営指導員を中心とした職員個々の能力に依存した個別
支援体制から、職員個々の相互連携による組織的支援体制への転換による、相
互能力の向上と組織力の効果的な発揮が、今後の商工会づくりには欠かすこと
のできないものである。
そのために、能力の総和ではなく、能力の相乗となるようなチームワークを
醸成するための情報交換、コミュニケーションの活発化による相互理解に向け
た意識的な取り組みを日常的に行うことで、域内小規模事業者の伴走型支援を
はかるための組織内連携の構築を意識的に進めることが必要である。
（事業内容）
（１）日常的に職員相互の情報交換、コミュニケーションを意識的に行うこと
で、相互の信頼関係づくりと職場連帯感の構築に努める。
（２）小規模事業者支援においては、決算書、経営分析、事業計画書等の経営
情報を事業者毎に可視化、蓄積整理、ファイリングし、全員が閲覧可能
とする。また、事業者情報の交換等を毎週開催する職員会議で密に行う
ことで、個々の能力を結集し、商工会として組織的に支援する体制を意
識的に構築する。また、そのことを通して、職員個々の伴走型支援能力
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の向上をはかる。
（３）中小企業基盤整備機構の実施する「経営指導員向け小規模事業者支援研
修」や高知県商工会連合会の「専門スタッフ研修」「経営指導員初任者
研修」等に出席し、経営指導員等の現場における支援スキルの向上をは
かる。また、研修で得た知識、情報を職員会議で共有し、個々の支援能
力の向上をはかる。特に、勤続年数の少ない職員に対するフォローを綿
密に行い、職員間の支援能力の平準化をはかる。
（４）専門家派遣事業を積極的に活用し、専門家に同行することで、高度な支
援ノウハウを習得し、学んだ知識、支援ノウハウは、職員会議を通じて、
共有し、個々の支援能力の向上をはかる。
（目標）
項

目

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

職員会議の実施回数（月間）

1回

4回

4回

4回

4回

4回

経営指導員等向け研修への参加回数

2回

2回

2回

2回

2回

2回

専門家派遣の同行件数

3件

5件

5件

7件

7件

7件

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
毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法によ
り評価・検証を実施する。
（事業内容）
（１）中小企業診断士、中土佐町商工担当課長、金融機関等の有識者により、
事業の実施状況、成果の評価を行う。
（２）年 3 回の理事会において、評価・見直しの方針を決定する。
（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受
ける。
（４）総会の承認を受けた後、事業の成果・評価・見直しの結果を中土佐町商
工会のホームページで計画期間中公表する。
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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
（29 年 6 月現在）
（１）組織体制
①役員
役職名

会

長（1）

氏

名

三浦薫也

副会長（2）

岡

幸正・笹岡英文

理

事（17）

下元康夫・高橋幸彦・本井康介・田中隆博・近森伸夫
金子裕之・金澤史佳・岩本伸子・岩本貴志・岩本豊志
浜田浩清・佐竹憲章・濵田和昭・山口忠幸・岡田英文
田井紀且・岡田猶子

監

事（2）

川村靖仁・正岡淳一

②事務局
職

名

氏 名

事務局長

西岡修一

経営指導員

久保美佐・泉 遊生

経営支援員

池田弥生

一般職員

清岡 玲

（２）連絡先
中土佐町商工会

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼 6636-5
TEL：0889-52-2519 FAX：0889-52-3122
Ｅ-mail：nakatosa@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）

30 年度
必要な資金の額

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

1200

1200

1200

1200

1200

100

100

100

100

100

会議等開催費

50

50

50

50

50

事業計画策定支援

50

50

50

50

50

需要動向調査

500

500

500

500

500

販路開拓支援

200

200

200

200

200

地域活性化事業費

300

300

300

300

300

セミナー等開催費

（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
補助金（国・県・町）、受益者負担、商工会自主財源（会費、手数料等）
（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
（１）地域の経済動向調査に関すること
・金融機関との情報交換
（２）経営状況分析に関すること
・外部専門家による経営分析
・外部支援機関による経営分析
・外部支援機関による事業承継に関する指導
（３）事業計画策定支援に関すること
・外部連携機関による事業計画セミナー及び個別相談会の開催
・外部専門家による事業計画策定支援
（４）事業計画策定支援後の実施支援に関すること
・外部専門家による事業計画の見直し
（５）需要動向調査に関すること
・外部専門家による既存商品のブラッシュアップ
・高知県のアンテナショップを活用したテストマーケティング
（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
・外部支援機関等による観光イベント、商談会の活用
・外部支援機関による販路開拓支援制度の活用
・外部専門家によるホームページの作成、改良支援
（７）地域経済の活性化に資する取組
・町内他団体と連携し地域経済活性化推進会議の開催
（８）経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力のための取組
・金融機関と金融支援ノウハウについての情報交換の実施
・外部経営支援機関と事業承継支援ノウハウについての情報交換の実施
・外部経営支援機関との経営支援ノウハウに関する研修会の実施
・同行訪問による外部専門家の支援ノウハウの取得
・外部有識者による事業の実施状況、成果の評価
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連携者及びその役割
名

称／代表者

住

所

中土佐町
池田洋光
四国銀行 須崎支店
笹岡俊一
高知信用金庫 久礼支店
村田博和
土佐くろしお農協 久礼支所
川上徳男
久礼漁業協同組合
崎山義澄
大正町市場協同組合
田中隆博
久礼お宮さん通り商店街
田中隆博
中土佐町社会福祉協議会
大﨑昭南
高知県産業振興センター
松岡哲也
高知県よろず支援拠点
小松宗二
高知県中小企業団体中央会
町田 貴
高知県地産外商公社
武内孝幸
高知県事業承継・人材確保センター
杉本雅敏
川越税理士事務所
川越寅夫
山﨑公亮税理士事務所
山﨑公亮
日本政策金融公庫 高知支店
小原励一
商工組合中央金庫 高知支店
安達健祐
高知県信用保証協会
原田 悟
高知県商工会連合会
浜田敦夫

高知市布師田 3992-2

２０

全国商工会連合会
石澤義文

東京都千代田区有楽町 1-7-1

２１

中小企業基盤整備機構
高田坦史

東京都港区虎ノ門 3-5-1
虎ノ門 37 森ビル

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９

高岡郡中土佐町久礼 6602-2
須崎市西古市町 3-7
高岡郡中土佐町久礼 6211

連携する内容
地域経済活性化支援
情報交換
金融支援
地域経済活性化支援
情報交換

高岡郡中土佐町久礼 6442
高岡郡中土佐町久礼 8645
高岡郡中土佐町久礼 6370-2

地域経済活性化支援
情報交換

高岡郡中土佐町久礼 6366
高岡郡中土佐町久礼 52-2

情報交換

高知市布師田 3992-2
事業計画策定支援
販路開拓支援
新分野進出支援

高知市布師田 3992-2
東京都中央区銀座 1-3-13
オーブ プレミア 地下 1 階
高知市本町 2-2-29
畑山ビル 5 階
高知市針木本町 2-6
高知市一宮東町 2-27-19

販路開拓支援
新分野進出支援
事業承継・後継者対策
第二創業支援
経営分析支援
事業計画策定支援

高知市堺町 2-26
高知市本町 4 丁目 2-46

金融支援

高知市上町 3 丁目 13 番 14 号
高知市布師田 3992-2
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専門家派遣
情報提供
事業計画策定支援
専門スタッフ研修
専門家派遣
経営指導支援研修

連携体制図等
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