
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 越知町商工会(法人番号 5490005003515) 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３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、現在衰退傾向にある商店街内に「地

域ならではの魅力ある店舗」を創出し、地域外からの来街者の増加と中長期的な商店街

の復興を図ります。併せて空き店舗を活用した移住者の開業支援等のビジネスモデル構

築によって、新規創業者の増加と商店街の充実を図ります。また地域の総合的経済団体

として山間地域の高齢者等買い物弱者救済、観光需要と連結した新ビジネスモデルの構

築、行政と連携した交流人口拡大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 

産業動向及び人口動向など、事業計画策定に必要不可欠な地域の経済動向を収集・把

握した上で、各データを一元管理し、事業計画策定に有効活用すべく小規模事業者に提

供し、実現可能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 

小規模事業者の実態を把握するため、経営指導員等による年間巡回訪問を強化し、小

規模事業者の有する経営資源や経営状況等の把握・分析による事業所データ整備とサポ

ート・ケア企業に対する経営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、年間を通じた経営セミナー（経営者向け、事業承継）や個別面

談の実施、創業セミナーへの参加を事業計画策定のきっかけ作りとし、経済動向調査に

よる外部環境データ、経営分析結果も取り入れながら各々の事業者の経営環境・経営方

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戦略策定後の実施支援として、巡回訪問に

よる資金調達支援や補助金等施策活用をフォローアップします。 

５．需要動向の調査に関すること 

 規模ごと（県内～近隣地域）の商圏分析・競合分析、市場動向分析等各調査 

によって事業計画の策定から実施における精度向上を図ります。 

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 

既存商圏の拡大・販路先の開拓等、小規模事業者の新市場開拓ニーズに対し、全国各

地で実施する商談会等の情報提供及び準備から当日までの支援、実施後のフォローアッ

プを各関係機関と連携しながら行う事で新たな需要の開拓（新商品の認知度向上、企

業・商品特性を踏まえた販路の開拓）に寄与します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．商店街内における広域的な客動線の構築 

２．空き店舗を活用した移住者の創業支援 

３．山間地域の高齢者等買い物弱者の救済 

４．観光需要と連携したビジネスモデルの構築 

５．行政と連携した交流人口拡大に資する事業等の実施 

連絡先 

越知町商工会 

〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲 1947-6 

 電話番号 0889-26-1181 FAX 番号  0889-26-2318 

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

 E-mail    ochi@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 

■地域の現状と課題 

１．越知町の人口動態の現状と課題 

 高知県中部、高知市から西方 32km の山間地にあって 8町村に隣接している越知町は 

四国の屋根といわれる石鎚山に囲まれ、西方には町シンボルである「横倉山」、そして全国水

質ランキング１位を誇る一級河川「清流仁淀川」が流れる自然豊かな町である。 

 越知町の人口は昭和 22 年の 13,565 人をピークに、その後の高度成長期において急激

に人口が減少、第 2次ベビーブーム期の昭和 55 年の微増後(9,052 人)は再び減少傾向が

続き、平成 27 年の人口はピーク時の 5割を下回る 6,055 人となっている。 

年齢別の構成においては、昭和 55 年当時は 65 歳以上の人口は 1,584 人と全構成中で

最も低い割合だったが、その後急激に高齢化が進展した事により、平成 27 年における

65 歳以上の人口は 2,626 人と町内生産年齢人口（15～64 歳）2,901 人と並ぶ高い割合と

なっている。また高齢化に伴い、年小人口（0～14 歳）の割合も低下しつづけており、

平成 27 年の実数は昭和 55 年の 1,584 人から 528 人と約 1／3まで減少している。 

 

【図表１】越知町における総人口と年齢別の人口構成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査・住民基本台帳 

 

 全国的に見ても非常に高い水準であり少子高齢化の影響は第 1次産業の衰退、第 2次

産業・第 3次産業においては事業者の高齢化と後継者不足による廃業や地域購買力の低

下につながっている。これら人口減少問題への対策に早急に着手することが喫緊の課題

であり今後は子育て世代が魅力を感じる町、都市部の人々から移住先として選んでもら

えるよう、越知町の強みである自然の豊かさと人の絆の深さを最大限に活かした「あら

ゆる世代が暮らしやすく、住みやすい街づくり」を進めていく必要がある。 

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総数 9,052 8,754 8,234 7,803 7,411 6,941 6,374 6,055

0～14歳 1,666 1,523 1,268 1,053 830 701 599 528

15～64歳 5,802 5,515 5,056 4,471 4,039 3,588 3,130 2,901

65歳以上 1,584 1,716 1,910 2,278 2,542 2,651 2,645 2,626
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２．産業別における現状と課題 

産業別動向としては、昭和 40 年頃までは、第 1 次産業の就業者が半数以上を占めて

いたが、それ以降は第 2次・第 3次産業の就業者割合が増加している。 

産業別割合としては、第 3次産業が 59.6%と全体の半分以上の割合を占めているものの、

町内産業全体は大幅な縮小傾向にあり、町内総生産額は平成 14 年の 18,705 百万円から

平成 24 年は 15,193 百万円と比較すると 3,512 百万円（約 18.8%）減少となっている。

 

【図表２】越知町における産業別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

【図表３】越知町における総生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：市町村経済統計書 

 

これら町内産業の縮小が若者の町外、県外への流出につながり、更なる少子化・年齢

別人口割合の遍在化が顕著となり、人口減少の進行という負の連鎖を招いている。 

平成 14年と比較すると 
3,512百万円(18.8%)の 
減少となっている 
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しかしながら観光産業においては、近年の「仁淀ブルー」認知度向上に伴う観光需要

が増加しつつあり、平成 24 年より観光協会が主体で実施している体験型観光「ラフテ

ィング事業」は全国各地から観光客が訪れるようになり、夏季シーズン利用者数は平成

27 年度においては 2191 名（カヌー766 人、ラフティング 1425 人）となった。平成 26

年度と比較して約 2倍増の利用者数であり、全国的に浸透しつつある。 

また越知町を代表する秋の一大イベント「コスモス祭り」には県内外から約 10 万人

の来町者が訪れており、秋季シーズンにおける地域活性化の一翼を担っている。 

近年では商工会・行政・商工業者が連携して「未来革命おち：ロマンティックイルミ

ネーション冬物語」の実施、春には「桜ぼんぼり祭り」を新たに企画・実施する等、四

季折々に応じて越知町の自然を県内外に広くＰＲする為の取組みも行われている。 

これら各種取組によって、年々越知町への来町者は増加しており、自然体験等をきっ

かけに越知町の自然に魅かれた都市部からの移住希望者も増加しつつある。 

 今後はこれら来町者による経済効果を町内産業の発展につなげる仕組みづくり、地域

イベントと商工業者が連携した取り組み等を構築していく事が課題となっている。 

 

３．商店街および地区内商工業者における現状と課題 

越知町商店街は明治維新の改革後、県下各地から集まった人々で形成された商人の町

である。商店街は直線 850ｍに各種店舗が並ぶ形で構成されており、食料雑貨店、衣料

品店、電気小売店を中心に構成されているが、少子高齢化の進行と車社会の発展による

高知市内への顧客流出に伴い、商店街における購買率は年々減少傾向にある。 

越知町における品目別の町内購買割合と顧客流出率は以下の図表の通りである。 

 

【図表４】越知町における購買割合と顧客流出割合（品目別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 22 年度買物出向調査より抜粋 

 

品目
地元

購買率
流出率

無店舗

販売率

佐川町

（隣接町）

その他近隣市

町村
高知市 愛媛県他

通販・移動

販売等
合計

購買流出先

4.7% 

2.3% 

2.2% 

4.1% 

6.2% 

4.8% 

1.2% 

100.0% 1.8% 18.2％ 29.1％ 14.5% レストラン

飲食店・喫茶店
36.4％ 63.6％ 

100.0% 65.0％ 3.3％ 10.0% 花・苗・園芸用品 21.7％ 78.3％ 

100.0% 1.8% 3.5% 24.6％ 57.9％ 5.3% 家具インテリア 7.0％ 89.5％ 3.5％ 

100.0% 66.2％ 10.8％ 電気製品 23.1％ 76.9％ 0.0％ 

100.0% 8.2% 6.1％ 73.5％ 6.1% 楽器・ＣＤ 6.1％ 85.7％ 8.2％ 

100.0% 1.8% 9.1％ 58.2％ 7.3% 時計・カメラ 23.6％ 74.5％ 1.8％ 

100.0% 2.5% 7.5％ 72.5％ 5.0% アクセサリー 12.5％ 85.0％ 2.5％ 

100.0% 1.6% 1.6% 16.4％ 49.2％ 6.6% 靴・カバン 24.6％ 73.8％ 1.6％ 

100.0% 3.2% 47.6％ 25.4％ 3.2% シャツ・下着類 20.6％ 76.2％ 3.2％ 

100.0% 25.6％ 56.4％ 5.1% 子供服 12.8％ 87.2％ 

100.0% 1.8% 3.5% 28.1％ 40.4％ 5.3% 婦人服 21.1％ 75.4％ 3.5％ 

100.0% 1.8% 17.5％ 66.7％ 5.3% 紳士服 8.8％ 89.5％ 1.8％ 

100.0% 1.6% 29.5％ 24.6％ 11.5% 書籍 32.8％ 65.6％ 1.6％ 

100.0% 1.6% 72.6％ 4.8％ 1.6% 医薬品 19.4％ 79.0％ 1.6％ 

100.0% 60.3％ 1.6％ 1.6% 日用雑貨 31.7％ 63.5％ 4.8％ 

100.0% 33.8％ 3.1% 一般食料品 56.9％ 36.9％ 6.2％ 

100.0% 30.9％ 4.6% 生鮮食品 60.3％ 35.6％ 4.1％ 

100.0% 50.0% 18.3% 5.4% 中間品 24.2% 73.7% 2.2% 

100.0% 20.6% 52.0% 5.7% 

100.0% 

買回品 18.3% 79.4% 2.3% 

0.3% 3.7% 

町内における購買割合

最寄品 54.0% 41.3% 4.7% 37.3% 
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 最寄品、生鮮食品、一般食料品等日々の生活に密接した品目に関しては地元購買率が

5 割を超えているものの、買回品、医薬品、衣料品から日用雑貨等に至っては町外への

流出率が 7割を超えており町内における購買率が著しく低い事が分かる。 

また中間品、日用雑貨、医薬品、電気製品においては隣接町である佐川町への流出率

が高く、越知町にはないドラッグストア、大手家電店の影響が強い事が分かる。 

衣料品やインテリア関連は主に高知市内に流出しており、商店街の衣料品店が町内の

若年層を初めとする顧客の囲い込みの実現に至っていない事が分かる。 

 全品目平均では町内購買率は 25.8％、流出率は 71.5％、無店舗販売率は 2.7％と顧客

流出率が町内購買率を大幅に上回っており、近隣町および高知市内への流出が事業者の

収益減少による経営の圧迫を招いており、その結果商店街が衰退しつつある。 

平成 27 年度における越知町の地区内商工業者数は平成 27 年現在で 336 業者であり、

業種別内訳は以下の図表の通りである。 

 

【図表５】越知町の商工業者数と業種別内訳 

 

 

 

 

商店街の存在もあり、小売業・飲食・サービス業が全体の約 6割を占めているものの、

前述の顧客流出に伴う購買率の低下によって地区内商工業者数は年々減少傾向にある。

 平成 14年から平成 27年における地区内商工業者数及び小規模事業者数の推移は以下

の図表の通りである。 

  

【図表６】越知町における商工業者数と小規模事業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：商工会統計調査 
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 商工業者数減少の主な要因は人口減少と高齢化に伴う固定客減少と購買流出による

収益低下による廃業であり、特に近年では相次ぐ廃業による「商店街の空洞化」と山間

地域における僻地人口の減少による地域小売店の廃業を受けての山間地域の無店舗化、

いわゆる「高齢者等買い物弱者の増加」が深刻な課題になっている。 

行政調べによると町内 63 地区中、町中心部（商店街地域）を除く山間地域 49 地区の

うち 46 地区が無店舗地区であり、65 歳以上人口の約 7割は無店舗集落に居住している。

このように人口減少、高齢化、後継者不足、顧客の流出と厳しい現状におかれている

越知町ではあるが、逆境の中でも町内需要の減少を喫緊の課題と捉え、外貨獲得、商圏

拡大の為に新たな取り組みを進めている事業所も存在している。 

大手スーパーのテナントを軸に多店舗展開を行うことで県内 10 店舗まで店舗を拡充

した事業所、近隣地域の若年層をターゲット顧客とした店頭販売部門の強化を積極的に

推し進めている店舗、全国的な需要獲得を経営方針とし、越知町の自然を都市部にＰＲ

する為の新事業を立案、実施に向けて取組みを進めている事業所等も生まれつつある。

いずれも早い段階で経営改革を進めた事をきっかけに既存の概念を捨て、新市場、新

分野へと挑戦している事業所であり、これら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、また商店街全体をひとつの集客施設と捉

え、店舗から店舗へ行きかう広域的な客動線を確立すること、空き店舗を活用した移住

者の開業に係るビジネスモデルを構築すること、そして山間地域の高齢者等買い物弱者

救済の為、移動販売サービス機能拡充によるサポート体制を確立することが今後の商店

街および地域内小規模事業者における重要課題となっている。 

 

■目標および目標達成方針 

 これら地域の現状と課題を踏まえて、越知町商工会は「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、行政機関、地域の金融機関、観光協会やその他の支

援機関、商店街と連携を密にしながら、市場動向や消費者ニーズの変化等、様々な経営

環境の変化に対応する事のできる小規模事業者を増やし、顧客満足度を高めることで

「あらゆる世代が暮らしやすく、住みやすい街づくり」の実現を図る。 

魅力ある店舗の創出と幅広い世代へのサービスによる商店街の復興と地域の活力の

底上げを図り、地域経済全体の発展に寄与することで「小規模事業者及び地域にとって

なくてはならない商工会」として存在価値の確立を目指す為、以下の経営理念をもって

経営発達支援計画を着実に遂行する。 

 

１．基本理念 

「誠意と情熱をもって企業を支え、地域を元気にする商工会」 

２．商工会としての使命（ミッション） 

「迅速かつ適切な情報の提供と企業ニーズに合致した有用性の高い経営支援」 

３．越知町における展望（ビジョン） 

「活力ある商店街と人の絆で結びつく暮らしやすい地域」 

４．商工会のあるべき姿・価値観（バリュー） 

「困ったときにいつでも頼れ、共に汗をかいてくれる身近な存在」 
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１．経営発達支援計画の目標 

 越知町における現状は前述の「地域の現状と課題(P.1)」に揚げたように非常に厳し

いものとなっており、早急に対策について進めていく必要がある。 

 越知町ではこれら深刻な課題に対して平成 27年度から平成 31年度までの 5カ年計画

として「越知町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定、人口減少の抑制、産業の活

性化、財源の確保に向けて「①地域資源を活かし雇用を創出」「②新しいおち家の家族

をつくる」「③若い世代・子育て世代の希望をかなえ、住みたい・住み続けたいまちづ

くり」「④安心していつまでも暮らし続けられる地域を守る」取り組みを進めている。 

 

【図表７】越知町まち・ひと・しごと創生総合戦略と連携した経営発達支援計画 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記は町行政の策定した総合戦略である。これら 5年間の各種取り組みの中で、地域

経済の活性化および商工業の発展と密接に繋がる「商業の振興」「観光の振興」「地域お

こし協力隊員の受入促進（受入後の創業サポート）」「山間集落の機能維持」取り組みに

おいて商工会組織として注力し、行政・各関係機関と連携の上で越知町総合戦略と商工

会が実施する経営発達支援計画において相互の進捗状況の共有と成果の検証を重ねな

がら、5 年間の計画期間で商店街機能の維持と小規模事業者の経営力向上を実現し、今

後 10 年間を視野に入れた地域小規模事業者の持続的発展の促進を中長期目標とする。 

【目標①】商店街の担い手確保とにぎわい創出のための事業承継計画や商店街活性化に

向けた地域需要や市場動向を踏まえた計画経営の促進 

【目標②】地域資源を活用した体験型観光の推進 

【目標③】地域おこし協力隊員の受入れ促進における創業計画の促進 

【目標④】山間集落の機能維持のための事業承継や経営計画の促進 

【目標⑤】町行政や関係支援機関との連携、及び人材育成による支援体制の強化 

【目標⑥】販路開拓における支援、及び伴走型のフォローアップ支援 
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２．経営発達支援事業の方針 

 各種取り組みにコンサルティング機能（計画策定から具体的実行支援）とフォローア

ップ機能を付加する事で、計画の進捗管理を確実に行うとともに、定性・定量効果を把

握することによって、各種取り組みの精度向上と目標達成を図る。 

観光業の振興については、「仁淀ブルー」認知度向上に伴う観光需要の増加を町内産

業の発展につなげる為、四季折々の地域イベントによる集客効果と商工業者が連携した

取り組みを構築する事によって、交流人口の増加と地域経済の活性化を図る。 

 これら支援計画の策定にあたっては、重要性・即時性の観点から抽出し、実現可能性

及び効果の高い計画を年間アクションプランに基づいて実行、2 年目以降はその評価・

見直しを経てアクションプランを修正、確実に実行しながら目標の達成を目指す。 

 

〈小規模事業者の支援策〉 

 当町における大幅な人口減少と地域の現状から見ても、これまでの「待っていれば売

れる商店」では生き残りが厳しい時代となっている。「待つ経営」から、自社の持てる

経営資源（人・モノ）を活用し、変化の激しい時代における顧客ニーズを把握・分析し、

こちらから顧客に訴えかけることによって顧客満足度をより高めていく「攻めの経営」

へと変革していく事が求められている。 

 これまで小規模事業者の経営では重視されていなかった経営理念・事業計画策定が、

これからの時代、そして「攻めの経営で顧客を捉えていく」為には必要不可欠なもので

ある事を多くの事業者に理解してもらいながら、事業計画策定を経営指導員が他の職員

や各支援機関と連携しながら伴走型で支援していく。 

 計画の策定に関してはただ立案するのではなく、企業とのやり取りの中でその重要性

と即時性、そして実行容易性と実現可能性を踏まえた具体的なアクションプランを策定

し、計画については「支援のＰＤＣＡ」を回しながら当初計画と実行時を比較し、都度

改善と修正を行いながら進めていく。 

 具体的にはＰ（計画）、そしてＤ（実行）において外部有識者の意見も参考にしなが

ら円滑な計画の策定と実行、そしてＣ（検証）とＡ（再実行）において反復していく。

 小規模事業者の経営力向上という目標に向け、商工会組織全体として本計画について

同じ目線と意識を持ち、役員の承認を得た上で情報とノウハウの共有、自己研鑽を行い

ながら、より有用性の高い伴走型経営支援の実践に向けた組織体制を確立する。 

 以上の取組みによって、商工会のあるべき姿「困ったときにいつでも頼れ、共に汗を

かいてくれる身近な存在」の実現と、地域の小規模事業者の経営力の向上および当町に

おける持続的なビジネスモデルの構築について支援する。 
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【図表８】小規模事業者に対する具体的な支援イメージ（支援のＰＤＣＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・製品及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、企業としての強みを調査分析 

する。 

・事業の持続的発展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、および事業承継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を実践する。 

 

 

 

 

 

 

巡回・個別面談から企業の潜在支援ニーズを拾い上げ、具体的な経営計画の策定 

小規模事業者の経営力の向上の実現 

必要に応じて 
専門家（外部有識

者等）の意見も 
参考にしながら 
計画策定の支援、 
アクションプラン

策定と実行支援を

行う。 
 

当初計画と実行時 
を比較・検証する。 
必要に応じて計画 
改善と修正を行う。 
（他支援機関とも 
連携しながら伴走型

で支援していく。 
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【主な数値目標】…「ビジネスプラン立案による経営」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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商店街内における広域的な客動線の構築 

②空き店舗を活用した移住者の創業支援 

③山間地域の高齢者等買い物弱者の救済 

④観光需要と連携した新ビジネスモデルの構築 

⑤行政と連携した交流人口拡大に資する事業等の実施 

 

＜商工会の経営支援体制の強化＞ 

①経営指導員等個々のコミュニケーション能力や計画策定能力等の資質向上を図る。 

②他の支援機関等と有機的に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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

(1)事業計画策定支援事業者数 年間 年間 年間 年間 年間 年間

　・持続化のための事業計画書策定数 15社 20社 25社 30社 35社 40社

　・事業承継における計画策定数 2社 5社 5社 5社 10社 10社

　・創業における計画書策定数 - 1人 2人 3人 4人 5人

(2)創業相談者数 2人 2人 4人 6人 8人 10人

(3)創業者数 - 1人 2人 3人 4人 5人
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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．地域の経済動向の調査に関すること【指針③】 

 （外部環境分析：市場分析・消費動向・顧客分析情報・データの収集） 

 

(1)越知町及び周辺地域の人口及び経済動向の把握に関する調査と分析結果の情報提供

及び事業計画策定支援【指針③】 

 

（現状） 

 事業計画策定に必要不可欠な地域の経済動向については、これまでは必要に応じて

個々の経営指導員が情報収集していたが、その管理・運用については組織として共有・

活用する状況には至っていない。 

 

（事業内容） 

 当商工会が地域経済動向データを把握した上で保有・管理・提供することによって、

町内の小規模事業者に活用してもらう機会を創出し、また事業計画の精度向上の為、外

部環境分析に活用する事を目的に地域の経済動向調査を実施する。 

 全国、四国、高知県、越知町及び周辺地域の経済動向を以下の統計資料から把握し、

また巡回訪問による個別企業からの経営課題の聞き取り調査で把握・分析したデータを

共有フォルダ内で一元管理する。 

 

① 統計資料から把握する経済動向について 
■総務省統計局：経済センサス活動調査 

「収集・分析データ…産業別事業者、就業者数・年間販売額等、商業に関する統計」

  ※経済センサス活動調査は、日々の経営支援で必要に応じて個々の経営指導員が 

   収集したデータを共有フォルダ内で項目ごとに分類、管理した上で提供する。 

 ■厚生労働省・人口問題研究所：日本の地域別将来人口 

「収集・分析データ…越知町の年齢別人口動態、エリア別世帯数」 

 ■高知県経営支援課：県民消費動向調査 

「収集・分析データ…県内における消費者の買い物行動や消費者意識、購買流出率、

インターネット、通信販売、移動販売の利用状況と買物出向状況」 

 ■高知県総務課：高知県の工業に関する統計 

「収集・分析データ…県内の工業動向の把握」 

※各データは四半期毎に収集し、整備した上で共有フォルダ内にて管理する。 
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② 関係機関等への聞き取りで把握する経済動向について 
 ■ハローワーク須崎：最新求人情報 

「収集・分析データ…越知町及び周辺地域の求人・求職情報 

 ■日本政策金融公庫・高知県信用保証協会 

「収集・分析データ…金融施策情報・町内の融資状況」 

 ■越知町企画課・町民課：地域状況調査 

「収集・分析データ…商店街空き店舗状況・無店舗集落の実態」 

※各データは月 1回収集し、整備した上で共有フォルダ内にて管理する。 

③越知町商工会が調査して把握する経済動向について 

 ■経営課題と経済動向調査 

「収集・分析データ…巡回訪問による個別企業からの経営課題と現状の聞き取り及び

地域における経済動向に対する小規模事業者の実態」 

  ※巡回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・分析の上でデータ化する事で地域の実情をより高い精度で把握する。 

【具体的な調査項目等】 

・ 町内小規模事業者(非会員含む)の①売上の増減②利益の増減③先行きの見通しに 

ついて年度毎に調査し、業種ごとに集計し分析する。 

・ 業種別に選定した小規模事業者の①売上の増減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。 

・ 町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ロードサイド、 

③その他に分類をして調査を行う。 

  ・ 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。 

 ※各データは後述「巡回訪問の強化(P.12)」「需要動向の調査(P.22)」における取り

組みの中で収集し、整備した上で共有フォルダ内にて管理する。 

④ 政策に関する動向について 
■国：中小企業庁 

「収集・分析データ…中小企業白書、小規模企業白書による実情把握とミラサポに 

よる施策・セミナー・展示会情報、専門家派遣や各種ツール」 

■県：高知県産業振興計画 

「収集・分析データ…地域アクションプランの現状」 

■町：越知町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

「収集・分析データ：地域創生計画の進捗と成果の検証、今後の方針決定」 

行政が主となり行う各種取り組み（施策）の中で商工会として注力する重要施策に

おける進捗把握と施策実行に係る参画の為、担当職員との連携を密にする。 

   ※各データは四半期毎に収集し、整備した上で共有フォルダ内にて管理する。 

 

 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。 

 個々の指導員が収集・分析に活用したデータについては活用事例と利用データをフォ

ルダ内の見出しで分かりやすく整理する事で同様にデータを一元管理、今後の情報提供

や同様の経営支援ケースに再利用するとともに事業計画策定に活用する。 
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（定性目標） 

 収集データ・各調査結果は、当商工会の発行する広報誌に記載し、巡回の際に小規模

事業者を中心に配布（訪問の際に事業主に対して情報提供を積極的に行う）すると共に、

当商工会ホームページでも閲覧可能とすることで幅広く情報提供を図る。 

 上記取り組みによって、個々の事業主では把握することが難しい外部環境を提供する

体制を整えることで、企業の経営資源のひとつである「情報」の充実を図ると共に、日々

の経営支援から小規模事業者の事業計画策定支援の際に実施する外部環境分析（ＳＷＯ

Ｔ分析におけるＯ（機会）やＴ(脅威)の抽出や、経営支援を行う上での根拠（定量的裏

付け）に活用する事で、ビジネスチャンス「Ｓ(強み)×Ｏ(機会)」の発掘を支援、また

経営課題を抱える小規模事業者に対し、タイムリーな情報を提供することによって有用

性の高い事業計画の策定支援につなげていく。 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

各統計資料データについては、平成 28・29 年度の 2年間で経営指導員（2名体制）が

分担して収集する。管理方法は商工会共有フォルダで、全職員が閲覧・提供可能なもの

とする。各データは項目ごとに広報誌等に連載方式で掲載し、提供後は巡回での聞き取

り等で事業所の反応を確認、検証し、その内容について精査する。 

 平成 30 年度以降は、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、有効活用事例に対しては

巡回の際同様の経営相談があった時に再利用する事で、経営支援件数の増加と支援内容

の充実、計画策定の精度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】 

 

(1)巡回訪問の強化【指針①】 

（現状） 

 これまでの商工会における巡回訪問の状況については、広報誌等の配布にあわせ巡回

しているものの、配布時期が不定期であること、また巡回訪問に明確な目的を設定して

いない等、計画的な巡回訪問が実施できていなかった。 

小規模事業者の有する経営資源や経営状況の把握・分析に関しては、小規模事業者の

持続的発展の為には日々の会計データ等によって自社の経営状況を正確に把握するこ

とが必要であるが、小規模事業者の多くは会計を確定申告の為の事務作業として捉えて

おり、日常の会計管理が充分に行われていない事が多い。 

その為、経営状況を把握する為の日々の会計データが不十分であり、結果として経営

計画策定に至っていないケースが見られる。 

 そのため、巡回による経営分析件数については微増しつつあるものの、個々の小規模

事業者の経営資源や経営課題に関する情報の把握には至っておらず、それらを活用でき

る体制の整備には至っていない。 

項　　　　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

広報誌へのデータ掲載 2回 2回 4回 4回 4回

データを活用した経営分析件数 20件 25件 30件 35件 40件

当商工会でのデータ活用事業所数 20社 25社 30社 35社 40社
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（事業内容） 

 非会員を含む小規模事業者を対象とした巡回訪問をより効果的に進めていく為には

目的意識を持った上で年間を通しての計画的な巡回訪問が必要である。 

現在巡回ツールとして使用している広報誌については配布時期を決めた上で（年4回）

配布内容を決定（時期に応じた外部環境データの提供・企業ニーズを見越した施策を盛

り込むと共に国や県・関係機関のパンフレットを同封）した上で巡回し、訪問先の企業

にタイムリーな情報を提供しながら企業の経営相談（潜在支援ニーズ）の掘り起こしの

中で企業の保有する経営資源や経営状況の把握を図る。 

経営分析に関しては、巡回の中で日々の会計情報の重要性について認識付けを行う。

具体的には収集した会計データを活用して損益分岐点売上・指標分析・ＣＦ分析等を

実際に行い企業に提供する事によって事業者の会計に対する意識改革を図ると共に、当

企業の強み・弱みを「見える化」し、経営課題の抽出と改善に係る具体的提案の根拠と

することで、潜在支援ニーズの掘り起こしを図る。 

専門的な相談案件に対しては、必要に応じて中小企業診断士等の有資格者が同行する

事によって対応し、企業の経営課題の解決を図る。 

経営指導員に関しては別途巡回スケジュール（年間）を設定、小規模事業者の生の声

を聞く機会を増やし、巡回訪問により収集したデータ（相談内容・対応・結果等）を企

業状況把握シートの活用によってデータとして集計・蓄積した上で情報交換、共有しな

がら経営支援スキル向上を図ると共に事業計画策定の基礎データとする。 

最終的には会計データを活用した分析同様、企業状況把握シートで企業の現状・課題

を「見える化」し、互いに共有する仕組みを構築することで事業計画策定のきっかけを

創出し、より有用性の高い巡回訪問・伴走型支援体制の構築を図る。 

 

（具体的な巡回対象と方向性について） 

① 越知町の小規模事業者336事業所(非会員含む)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・分析して経営指導の実施や事業計画の策定に役立てる。 

③ 経営指導員等は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。 

 

（具体的な調査項目(企業状況把握シート)） 

 

■企業概要  

①沿革 

②事業規模、店舗・工場の面積、席数など 

③後継者の有無 

④主力商品(売れ筋)はなにか 

⑤ ここ数年の売上傾向 
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■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 

 

（定性目標） 

① 週初めに経営指導員でミーティングを行い、巡回における収集データ（※企業状況
把握シート）の確認と各指導員の経営支援手法や支援先企業の現状について協議

し、巡回訪問における意識共有を行うことで経営指導員の支援スキル向上を図る。

② 年 4回を計画している広報誌の作成時期には、重点的に普及したい施策等チラシの 
選定と、前述の地域の経済動向の調査で収集した分析データの掲載内容・ＰＲ手法

について協議し、巡回訪問レベルの底上げを図る。 

 

巡回訪問においては、企業のより深い支援ニーズの掘り起こしに注力する。ただ巡回訪

問回数を増やすのではなく 1件 1件の巡回訪問密度を高め、会員事業所とのコミュニケ

ーションを充分に取りながら会員事業所の現状を把握し、今後の持続的発展のきっかけ

作り・潜在支援ニーズの掘り起こしを図る。 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

巡回訪問件数（※総件数） 618件 650件 700件 700件 700件 700件

経営指導員１人当たり件数 309件 325件 350件 350件 350件 350件

※単純な巡回訪問回数の増加ではなく、訪問時における支援クオリティの向上（地域の経済動向等の情報
　提供、企業ヒアリングにおける経営課題抽出、課題に対する改善提案等、小規模事業者に対し真に必要
　とされる商工会としての存在価値の確立）に注力した巡回訪問計画の遂行を図る。



- 15 - 
 

 

図表９【巡回訪問におけるアクションプラン（年間スケジュール）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記アクションプランに沿って年間巡回訪問計画を実施する。 

Ｐ（巡回訪問計画）に沿ってＤ（計画的な巡回訪問）を実施し、定期的に職場内ミー

ティングを行い、計画に対する実際の進捗状況・巡回状況（内容と反応感度）の精査を

行いながら（Ｃ）、必要に応じて改善しながら年間を通じた事業所に働きかける提案・

支援を実施することで地域小規模事業所に必要とされる巡回訪問の実現を図る（Ａ）。 

 

 

(2)サポート企業・ケア企業に対する計画的経営支援【指針①】 

（現状） 

 現状は巡回訪問や地域事業所からの経営相談に対し、各職員が対応し各々の経営課題

の改善に取り組んでいるが、現在地域商工業者が抱えている課題傾向を組織全体として

把握できておらず、その時の状況に応じた経営相談に終始している。 

また支援におけるデータベースが存在しない為、これまでの支援実績を商工会全体と

して有効活用できていない状況にある。 

（事業内容） 

 現状では、各事業所の意識（商工会への依存度、当人の経営に対する熱意、後継者の

有無）によって指導員のサポートレベル（企業への入り具合）に差が生まれている。 

 商工会を有効活用し、企業の推進力としている事業所もあれば事業意欲はあるものの

商工会の利用意識が低い事業所が存在するのも事実である。 

 これら経営相談における潜在ニーズの掘り起こしと事業の持続的発展のきっかけと

なる為に、商工会として各事業所の現状にあわせた経営支援を実施する。 

 意欲があり、独自の経営資源を有しているものの、具体的な事業ドメインや経営目標

が定まっていない事業所に関してはこれをサポート企業として、指導員が経営支援目標

を定めた上で訪問密度（頻度・滞在時間）を高め、提案型（攻めの巡回）の経営支援を

行うことで、事業者の支援ニーズの掘り起こしと今後の持続的発展を図る。 

広報誌、施策チラシ等、巡回
ツールを活用した重点巡回
（年４回を計画）

片岡
豊永

経営指導員による定期巡回
（週１回を目標）

片岡
豊永

情
報
化

巡回で得た企業データ分析
（企業状況把握シートの
　 整理と共有データ化）

片岡
豊永
他職員

巡回における収集データ確認と
各指導員の支援における手法
・現状の意識の共有（週１）

片岡
豊永

他職員（補助員・記帳）の
日々の業務で得た企業状況
のフィードバック会議（月１）

片岡
豊永
他職員

４月 ５月 ６月区分 巡回訪問（内容） 担当者
（責任者）

７月 ８月 ９月 １０月

定
期
巡
回

職
場
内
に
お
け
る

情
報
共
有

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

破線(緑)＝継続的な実施 実線(赤)＝重点的に実施 実線(青)＝収集データの整理
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 逆に経営状況が芳しくなく、多くの経営課題を抱えている事業所に対しては、これを

ケア企業とし、現状抱えている課題解決（資金繰り改善や取引先見直し等）を積極的に

進める事で、事業の継続に注力した経営支援を実施する。 

 また、これら経営相談内容を企業状況把握シートで収集・分析し、整備する事で地域

における経済状況（当町における経営課題の傾向と各課題への支援アプローチ）を把握

し、これを整備する事で今後の経営支援に有効活用するとともに個社にフィードバック

をすることにより、事業計画策定の基礎資料とする。 

最終的には前述の「1.地域の経済動向の調査に関すること(P.10)」で収集・整備した

外部環境・市場・消費動向・顧客情報等、各種データの提供と企業状況把握シート活用

で企業の現状・課題を「見える化」し、互いに共有する仕組みを構築することで事業計

画策定における分析件数の積み上げと支援クオリティの向上を図る。 

 

（定性目標） 

 巡回の中でサポート企業とケア企業の選定を行うことによって、支援ニーズにあわせ

た効果的な経営支援を行う。ケア企業に対しては上記支援アプローチで相談案件の増加

と将来的に重点指導先となり得る企業数に対する経営分析件数の増加を図る。 

あわせて潜在支援ニーズの掘り起こしを図りながら地域内小規模事業者の抱えてい

る経営課題傾向を把握し、データ化した上で共有する。 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

 

 巡回訪問における年間アクションプランにあわせてサポート企業・ケア企業の選定と

それぞれに応じた経営支援を実施。年度末には支援経過と改善効果について定性・定量

の観点で評価を行う事によって見直しを行い、次年度につなげていく。 

 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

 小規模事業者の持続的発展の為、事業計画を策定するにあたっては、前述の【1.地域

の経済動向調査(P.10)】で得たデータを有効活用した外部環境分析、そして【2.巡回訪

問の強化・サポート企業・ケア企業に対する計画的経営支援(P.15)】で蓄積した経営状

況データを取り入れた上で内部環境分析を行い、抽出した経営課題に対して専門家や各

関係機関と連携しながら、より有用性の高い事業計画策定を伴走型支援で行う。 

 事業計画策定支援ニーズの掘り起こしについては、巡回訪問の強化、経営者向けセミ

ナー、個別面談の開催や補助金申請における申請書（計画書策定）によって事業計画策

定のきっかけを創出し、伴走型支援の中で事業計画策定の有効性を啓蒙する。 

 

 

項　　　　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

サポート企業目標件数 20件 25件 30件 35件 40件

うちサポート企業に対する経営分析件数 20件 25件 30件 35件 40件

経営指導員１人当たり件数 10件 13件 15件 18件 20件
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（事業計画策定にあたっての掘り起こし内容と対象支援ニーズ） 

 

① 巡回訪問の強化…巡回先企業の経営課題聞き取りによる計画策定支援ニーズ 
② 経営者向けセミナー…参加経営者の意識喚起による事業計画策定支援ニーズ 
③ 事業承継セミナー…参加することによる事業承継計画策定支援ニーズ 
④ 創業セミナー…連合会主催セミナーへの参加による創業計画策定支援ニーズ 
⑤ 個別面談…現在抱えている経営課題解決の為の経営計画策定支援ニーズ 
⑥ 補助金申請…補助金申請をきっかけとする事業計画策定支援ニーズ 
 

(1)経営計画策定を促す経営セミナー・個別面談の開催と参加【指針①、②】 

 ①「経営者向けセミナー」をきっかけとした事業計画策定 

 小規模事業者の経営における意識喚起と経営の在り方についてのセミナーを新たに

実施することによって事業計画策定のきっかけづくりを行う。 

セミナー内容としては「販促における成功事例」や「即導入できる、導入したいと思

える経営手法」、またＳＷＯＴ・クロスＳＷＯＴをはじめとする「実践的な各種分析方

法」等、参加者が理解しやすい内容で開催することによって、参加事業者の意識喚起と

気づきを促し、これを機に事業計画の策定につなげていく。 

スケジュールとしては、経営者向けセミナーを年 3回（段階的にシリーズ化）で実施、

受講した事業所に対して、事業計画経営の有効性を啓蒙し、提案を行い、年間を通じた

重点指導の中で経営課題の抽出から事業計画策定までを伴走型で支援する。 

② 個別面談の開催【指針②】 
上記の経営者向けセミナーとは別に、「経営における個別面談」を実施する事によっ

て経営意欲の高い小規模事業者を支援するきっかけづくりを行う。 

具体的には年 3回、経営者向け個別面談を開催し、そこに経営指導員が同席すること

によって事業者をフォローすることで潜在支援ニーズの掘り起こしを図る。 

③ 事業承継セミナー【指針②】 
 高知県事業承継・人材確保センターとの連携による事業承継セミナーを実施すること

によって企業の事業承継を支援するきっかけづくりを行う。 

 事業承継に係る計画策定ニーズに対しては、企業に対し事業承継計画の策定を提案、

実施においては必要に応じて専門家と連携しながら経営指導員が伴走型で支援する。 

④ 高知県商工会連合会が主催する創業セミナーへの参加【指針②】 
 高知県連合会が主催する「創業セミナー」の周知・ＰＲを地域おこし協力隊を初めと

する町内の創業希望者を対象に行い、経営指導員が同行の上で参加する。 

 創業セミナー参加をきっかけづくりとし、創業意識の掘り起こしから各種経営分析に

始まる創業計画策定までを高知県商工会連合会と連携しながら伴走型で支援する。 

 

（定性目標） 

「経営者向けセミナー」「個別面談」「事業承継セミナー」「創業セミナー参加」を新た

に実施することによって「経営意欲の高い事業者の発掘」「事業計画策定における潜在

支援ニーズ」「事業承継における潜在支援ニーズ」「創業における潜在支援ニーズ」を具

現化することで、事業計画経営を啓蒙しつつ、重点指導先となり得る事業者を増やすと

共に個別面談をきっかけとした経営改善計画の策定につなげていく。 
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また経営改善計画の策定にあたっては、ただ策定するのではなく上記「1.地域の経済

動向の調査に関すること(P.10)」、「2.経営状況の分析に関すること(P.12)」で蓄積した

各データを有効に活用しながら実行容易性・実現可能性を踏まえた有用性の高い事業計

画の策定支援を行う。 

 

（定量目標） 

① 「経営者向けセミナー」の開催【指針①、②】 
 

 

 

② 「個別面談」の開催【指針②】 
 

 

 

③ 「事業承継セミナー」の開催【指針②】 
 

 

 

④ 「創業セミナー」への参加【指針②】 
 

 

 

 

(2)補助金等施策をきっかけとする経営計画策定支援【指針②】 

（現状） 

 これまで当地域における小規模事業所の補助金活用状況は著しく低く、施策の存在す

ら知らない事業所が大半であり一部の事業所のみが活用するにとどまっていた。 

 しかしながら小規模事業者持続化補助金をきっかけに当地域内での活用事例が増え、

活用事業者の評価も高く、地域内での補助金に対する関心度が急激に高まっていること

から今後は施策活用も経営支援ニーズの一翼を担う傾向にあると考えられることによ

り、事業計画経営の掘り起こしとして以下の補助金事業も視野に入れる。 

① 小規模事業者持続化補助金 
小規模事業者持続化補助金については申請をきっかけに事業計画書を策定する中で、

事業計画の「見える化」の重要性について理解してもらう事ができ、また事業計画を策

定する中で各指導員の経営支援スキル向上といった相乗効果も得られた。 

② 高知県商店街魅力向上事業費補助金 
昨年度に高知県経営支援課が新設した「地域における店舗の魅力を向上させる取組の

積極的支援と地域生活者の利便性の確保によって地域商業の活性化及び商業機能や商

店街の維持・発展につなげること」を目的とした補助金である。 

資金繰り・改善後の具体的指標等、より明確な事業計画が求められる補助金であり、

申請事業所の事業ドメインの明確化、経営ビジョンの構築、資金計画の「見える化」に

大きく寄与した。 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

経営セミナー参加事業者数 - 15社 20社 20社 30社 30社

上記のうち経営計画策定事業者数 - 5社 10社 10社 15社 15社

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業承継セミナー参加事業者数 - 5社 5社 5社 10社 10社

上記のうち承継計画策定事業者数 - 5社 5社 5社 10社 10社

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

個別面談参加事業者数 - 4社 5社 6社 7社 8社

上記のうち経営計画策定事業者数 - 4社 5社 6社 7社 8社

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

創業セミナー参加事業者数 - 5人 5人 5人 5人 5人

上記のうち創業計画策定事業者数 - 2人 3人 4人 5人 5人
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③ こうち産業振興基金 
経営革新認定企業のみが受けられる「こうち産業振興基金」については、認定企業

に対し伴走型支援で 2 年目における進捗状況の把握・検証による事業計画策定を伴

走型で支援している。 

④越知町創業補助制度（※協議中） 

前述「地域の現状と課題」で挙げた当町の課題である「高齢化と後継者不足による廃

業」「町内産業の縮小」への対策として「あらゆる世代が暮らしやすく住みやすい街づ

くり」計画の一環として商工会が提言、現在協議中の補助施策である。 

 具体的には観光需要増加に伴う「都市部からの移住希望者の開業ニーズ」をサポート

する為の補助制度であり、新設に向けた段階的な準備を進めている。 

 

（事業内容） 

① 小規模事業者持続化補助金 
前年度に続き、平成 28 年度も当補助金申請をきっかけとする事業計画策定について

指導員 2 名体制で伴走型支援を行う。支援においては前述「1.地域の経済動向等調査

(P.10)」「2.経営状況の分析(P.12)」データを有効に活用した上で有用性の高い事業計

画策定を支援する。 

② 高知県商店街魅力向上事業費補助金 
前年度に続き、平成 28 年度も当補助金申請をきっかけとする事業計画策定について

指導員 2 名体制で伴走型支援を行う。支援においては前述「1.地域の経済動向等調査

(P.10)」「2.経営状況の分析(P.12)」データを有効に活用した上で有用性の高い事業計

画策定を支援する。 

③ こうち産業振興基金 
昨年認定を受けた企業に対し、2年目となる平成 28 年度は計画の進捗状況を把握し、

成果の検証を行う中で前述「1.地域の経済動向等調査(P.10)」「2.経営状況の分析

(P.12)」データを有効に活用した上で有用性の高い事業計画策定を継続支援する。 

④越知町創業補助制度（※協議中） 

現在段階的に準備を進めている創業補助施策においては、まず行政が国の創業支援補

助計画の認定を受けた上で、認定機関のみ申請できる創業促進補助金の周知・ＰＲを行

い、行政と商工会・各関係機関が連携して支援にあたる。 

創業補助制度における取り組みの中で、商工会を「創業を希望する起業者の駆け込み

寺」として創業希望者に対する創業計画の策定支援ニーズの掘り起こしを図る。 

 

（定性目標） 

①と②及び③の支援目標としては補助金申請を事業計画策定のきっかけづくりとし、

計画策定を支援する中で事業計画経営の有効性を啓蒙することと、経営ビジョン・事業

ドメインの明確化及び小規模事業者の経営意識の向上を目的として実施する。 

④の支援目標としては開業時における起業者ニーズを引出しながら、外部・内部の環

境分析を行い「企業のあるべき姿」実現に向けた具体的な事業計画を伴走型で行うこと

で、町内における創業支援ニーズの掘り起こしを図る。 
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（定量目標） 

① 小規模事業者持続化補助金 
 

 

 

  ※29 年度以降は同条件で事業が継続した時の目標値。 

 

② 高知県商店街魅力向上事業費補助金 
 

 

 

※29 年度以降は同条件で事業が継続した時の目標値。 

 

③ こうち産業振興基金（※認定企業に対する継続支援） 
 

 

 

 

④ 越知町創業補助制度（※協議中） 

  

 

 

  ※28 年度は創業支援事業計画認定における行政支援と連携体制の構築が目標。 

  29 年度以降は同条件で事業が継続した時の目標値。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

(1)巡回訪問による事業計画実施支援の強化【指針②】 

（現状） 

 事業計画策定においては、巡回訪問で相談ニーズに応じて伴走型支援を行っているが

策定後の実施支援については定性・定量効果の検証や進捗状況の把握、必要に応じての

事業計画の修正が充分に行えているとは言い難く、企業に対するフォローアップ体制が

不十分である。 

 

（事業内容） 

 当支援計画によって事業計画策定後の実施支援をより効果的に進めていくためには、

支援当初から事業者の成長ステージに合わせた段階的かつ継続的な視野をもった上で

経営指導員が計画的に巡回訪問を進めていく必要がある。 

 事業計画策定をゴールとするのではなく、事業者が自らＰＤＣＡを回し、事業の持続

的発展と経営の安定化を図ることのできる状態に至ることをゴール（支援目的）として

中長期的支援を見据えながら、実施する際に都度起こり得る「発生課題」と計画が軌道

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業計画策定支援事業者数 12社 12社 14社 16社 18社 20社
上記のうち経営改善達成事業者率 - 50%以上 55%以上 60%以上 65%以上 70%以上

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

計画策定支援事業者数 4社 2社 3社 4社 5社 6社
上記のうち経営改善達成事業者率 - 50%以上 55%以上 60%以上 65%以上 70%以上

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

創業支援事業計画の認定 - 採択 － － － －

創業計画策定支援事業者数 - 1人 2人 3人 4人 5人

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

計画策定における継続支援 1社 1社 1社 1社 1社 1社
上記における経営改善（目標）達成率 - 60%以上 70%以上 80%以上 80%以上 80%以上
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に乗る事で起こり得る「成長課題」に対応・解決できる支援を進めていく必要がある。

 具体的には、経営指導員は前述「(2)サポート企業・ケア企業に対する計画的経営支

援(P.15)」で経営分析を実施した支援先に対して巡回訪問密度（訪問頻度・滞在時間）

を高め、経営計画策定後のフォローアップを実施する。支援の中で各種取り組みにおけ

る定性・定量効果を検証・分析することで策定した計画の進捗度と効果を把握する。 

 また巡回時の事業計画実施状況（進捗・効果）の情報を共有し、各々の支援に活用す

ることを目的として週１回経営指導員ミーティングを行う。 

 巡回密度を増やす事で起こり得る不在時の窓口対応については、経営指導員以外の職

員（特に経営支援員：旧補助員）資質向上を後述の「③職場ミーティングにおける相互

の支援ノウハウ・情報の共有(P.35)」に則って図る。 

 これら提案から計画の策定、実施後の検証までを１セットとして伴走型でフォローす

る体制を構築し、充実させていくことで小規模事業者が相談しやすく、利用しやすい「頼

れる商工会」を目指す。 

 

（定性目標） 

① 週初めに 30 分間の経営指導員ミーティングを実施する。ミーティング内容としては
支援状況の報告、支援手法や日々の業務における目的意識の共有を図る。 

② 事業計画策定事業所の巡回指導においては、最低 4 半期に 1 回は実施する。巡回訪
問に関しては、単純な巡回訪問回数の増加を目的とするのではなく、訪問時におけ

る支援クオリティの向上（地域の経済動向等の情報提供、企業ヒアリングにおける

経営課題抽出、課題に対する改善提案等、小規模事業者に対し真に必要とされる商

工会としての存在価値の確立）に注力した巡回訪問計画の遂行を図り、事業計画に

おける進捗状況の把握と現状に応じた支援を実施することにより伴走型の支援とす

る。 

③ 事業計画実施後のフォローアップに関しては、本支援計画で策定支援を行った経営
計画の全てを対象として実施する。 

④ 小規模事業者の事業計画実施段階において、景気動向や経済情勢等の経営環境に変
動があった場合は速やかに事業計画の軌道修正を実施する。 

 

上記①から④までの各取り組みを継続して行うことによって、これまでの巡回訪問に

おける経営支援のクオリティアップを図ると共に、組織一丸となった支援体制の構築を

図り、事業者によって真に必要とされる商工会組織を具現化する。 

 

（定量目標） 

 目標とする巡回指導件数（経営計画策定から実施後のフォローアップまで対象） 

 

 

 

 

 

 

 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

巡回訪問件数（※経営指導員2名） 618件 650件 700件 700件 700件 700件
うちサポート企業に対する事業計画策定支援及

び実施後フォローアップ件数（※総件数）
- 20件 25件 30件 35件 40件

経営指導員１人当たり件数 - 10件 13件 15件 18件 20件
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(2)事業計画実施に係る資金調達支援 

 

（事業内容） 

① 金融支援 
事業計画の策定において設備投資の採算性の評価、資金繰り表の作成後の計画実施に

あたって資金の調達が必要となるケースに対し、日本政策金融公庫の小規模事業者経営

発達支援融資や小規模事業者経営改善融資（マル経）の活用を支援し、必要に応じて地

域金融機関（四国銀行、高知銀行、高知信用金庫）と連携した県制度融資も検討しなが

ら事業計画の遂行にあたり、より有用性の高い資金繰り計画の提案、実施を支援する。

地域金融機関との連携を密にするため、後述の「(1)地域金融機関との連携体制の構

築(P.32)」を積極的に実施し、支援の際に適切かつ迅速な対応ができる体制を構築する。

② 施策活用支援 
事業計画実施の際に活用することのできる補助金施策については案件ごとに補助金

制度の有無を調査し、申請書作成において伴走型で事業者と共に作成することによっ

て、各々の事業者の経営環境・経営方針に合致した事業計画の実施を図る。 

 

（定性目標） 

 上記①、②の取り組みによって、計画実施の際に起こり得る資金面の課題を迅速に解

決しながら、より明確な事業計画の方向性を示すことで実現可能性を向上させる。 

 

（定量目標） 

 

 

 

 ※金融制度利用件数については、事業計画実施において新規設備導入の円滑な実施の

ために金融制度を活用した件数をカウントしたものとする。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

(1)需要動向調査・経営分析【指針③】 

（現状） 

 これまでは前述「1.地域の経済動向等調査(P.10)」と同じく、需要動向についても必

要に応じて個々の経営指導員が情報収集していたがその管理・運用については組織とし

て共有・活用する状況には至っていない。 

（事業内容） 

 小規模事業者の販売する商品及び役務の需要動向における情報を規模ごと（県外・県

内・近隣地域）に収集し、整理・分析することで、小規模事業者の事業計画策定の際の

外部環境分析に活用し、アンゾフの成長マトリクスにおける 4つの成長分野、ポジショ

ニングマップ分析における注力すべき分野の判断材料に活用し、より的確な経営支援を

行うための商工会における経営資源、事業計画策定時の基礎資料として活用することを

項　　　　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業計画実施における金融制度利用件数 4件 5件 6件 7件 8件

補助金等施策活用件数 15件 19件 23件 27件 30件
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目的とする。 

 

① 商圏分析「具体的収集項目…町別人口動態（年齢別・男女別・世帯数）」 
インターネットにおける町別人口動態（年齢別・男女別・世帯数）を高知県・近隣地

域別にデータ収集・グラフ化した上で整備し、支援先企業にあわせて活用することで、

事業計画を策定する際の事業ドメインの構築や対費用効果の高いチラシ配布・ポスティ

ング等の販売促進に有効活用する。 

 

② 競合分析「具体的収集項目…競合状況（企業数・事業規模・業務内容等）」 
 町内及び近隣地域の競合状況（企業数・事業規模・業務内容等）については、当商工

会の所有する商工業者名簿、タウンページや行政の所有しているデータによって把握

し、県内における競合状況は、該当地域の商工会との連携、インターネット調査を通じ

てデータを収集・把握し、より広域な競合状況についてはインターネット調査を主に必

要に応じて収集する。競合分析データは事業計画策定における各種分析（3Ｃ分析、ポ

ジショニングマップ分析、5Ｆ分析）、経営方針と成長戦略、新市場参入の際の判断材料

に活用する。 

 

③ 市場動向調査「具体的収集項目…業種別の販売商品及び薬務の需要動向」 
 業界動向や小規模事業者が販売する商品及び役務の需要動向に関しては「業種別審査

辞典（一般社団法人 金融財政事情研究会）」で業種ごとに把握する。 

外部環境における市場動向調査は、日経テレコン 21 のＰＯＳ情報や各種マーケティ

ング調査情報を活用して商品の需要動向を把握する。 

 

 

 

 

 

 

内部環境における市場動向調査はＢｔｏＣとＢｔｏＢの観点から個社の現状におけ

る商品、製品、サービス毎の需要動向を把握する。 

個社の取り扱う商品や製品、サービス毎の売上高の増減を調査することで、売上高が

増加または減少している取扱商品等について、その規格やデザイン、素材、数量、価格

帯、量目、その他の商品内容を分析することで、市場ニーズの動向や売れ筋商品とその

傾向を把握する。 

 市場動向分析も上記と同じく事業計画策定を策定する際の事業ドメイン、成長戦略、

ＰＰＭ分析による現状と今後の保有経営資源の方向性の判断材料に活用する。 

 

④ 消費動向調査・分析「具体的収集項目…町別流出率（品目別）・消費動向」 
 買い物行動や消費者意識（町別購流出率・消費動向）については「県民消費動向調査

（高知県経営支援課）」で品目・町別にデータを収集・整理、把握することで、地域に

おける潜在需要の掘り起こしや既存商品・既存サービスの見直し、そして新商品・新役

務の提供先（ターゲット地域）の選定と今後の経営戦略における成功要因抽出に活用す

情報ソース 内容

　日経テレコン２１ 　ＰＯＳ情報、売れ筋商品情報

　日経流通新聞 　売れ筋商品情報

　じゃらんリサーチセンター 　国内旅行、観光振興
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る。 

 

 

⑤ その他分析「具体的収集項目…会計データ・経営支援で蓄積された分析データ」 
 小規模事業者の財務分析を行う上で、現在当商工会が所有している会計データの整備

とこれまでの経営支援で蓄積された分析データを整理し、共有化する。また業種ごとの

経営実態を把握し、財務分析の際には中小企業経営指標を活用することで、財務分析の

際、「収益性・効率性・生産性・安全性・成長性」の観点で提案・助言を行い、事業計

画における資金繰り計画策定支援を行う他、最大目的は個社の事業計画策定に活用す

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、経営指導員 2名が必要に応じて閲覧し、活用できる体制を構築する。 

 個々の指導員が収集・分析に活用したデータについては活用事例と利用データをフォ

ルダ内の見出しで分かりやすく整理する事で同様にデータを一元管理、今後の経営分析

や同様の経営支援ケースに再利用する。 

 

（定性目標） 

 収集データ・分析結果は小規模事業者が経営・事業計画を策定する際に実施する経営

分析で活用する。各収集データを分析フレームワークに落とし込むことで３Ｃ分析に始

まる「顧客・市場・競合」やポジショニングマップ分析と成長戦略における「注力すべ

き分野の選定」、ＰＰＭ分析で「自社の保有する経営資源の方向性」を確立した上で、 

実現可能性の高い事業計画の策定と、今後企業が進むべき方向性を定性・定量の面から

助言・提案する為の裏付け（論理的思考に基づく明確な根拠・事実）とする。 

 最終的にはデータを活用した助言・提案に基づき策定した事業計画によって個社の既

存商品・サービスの改善や個社の販路開拓、新分野・新市場への進出等を実現すること

で売上の増加と経営力向上に繋がっていく体制を構築する。 

 

（定量目標） 

 平成 28・29 年度：巡回訪問の強化にあわせ、支援先企業の需要調査・経営分析件数

を 

増やしながら経営指導員の経営支援スキルの向上を図る。 

 また分析によって得たデータ・支援手法を職場内で共有すること

によって、効率的で精度の高い経営支援体制を構築する。 

 平成 30 年度以降：上記組織体制の構築によって、支援ニーズを満たす満足度の高い 

経営支援を実現、経営分析件数と支援事例を増やす事でより多彩な

分析データの保有と事業計画の精度向上を図ることで、実現可能性

が高い事業計画の策定と企業の経営力向上を図る。 

 

 

 

 

 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

当商工会における独自調査の実施 15回 20回 25回 30回 35回 40回

調査データを活用した経営分析件数 15件 20件 25件 30件 35件 40件
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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】 

 

事業者が前述「3.事業計画策定支援に関すること(P.16)」実施において販路開拓の必

要性が生じた場合に、各関係機関と連携して情報提供や展示会への参加等の支援を行

う。 

 

（現状） 

 新商品の開発・新市場参入において、販路開拓は必要不可欠な経営戦略である。 

しかしながら当町では地域特産品の開発実績が少なく、新商品や新サービスの販路開

拓を目的とした展示会や商談会の参加など新需要開拓に資する取り組みが行われてい

なかった。 

商工会においても、経営支援における販路開拓に対する積極的な支援体制は構築され

ておらず、各々の経営指導員が担当支援企業に販路開拓の必要性が生じた場合におい

て、ＩＴ等を活用して展示会情報を収集して支援先企業に提供するといった「受け身か

つ部分的な支援」に留まっており、行政をはじめとする各関係機関との連携による支援

体制や準備から当日までの積極的な支援を実施できる組織体制が構築されていない。 

 

(1)展示会、販売会、商談会等の情報収集と提供【指針④】 

 

（事業内容） 

 事業計画策定の際に新市場参入、販路開拓の必要性が生じた小規模事業者に対して、

有用性の高い展示会・商談会等の情報提供を円滑に行う。 

 具体的には、幅広い「新需要開拓支援ニーズ」に対応する為の基礎データ収集として

展示会や商談会等の日程や場所、各展示会における内容（費用・コンセプト）について

高知県商工会連合会と連携し、専門家や専門指導員を活用しながら情報の収集にあたり

ながら、他地域の商工会における出展事例等を参考に、商工会の所有するネットワーク

だからこそ得られる情報を収集・蓄積する。これまで各経営指導員が個別収集したデー

タについては整備した上で共有フォルダ内にて一元管理し、経営指導員ミーティングの

中で相互の情報共有を図り、販路開拓・新市場参入における相談があった際に迅速かつ

的確に対応できる組織体制を構築する。 

 あわせて高知県地産地消・外商課、新産業推進課、高知県地産外商公社と連携し、各

機関の保有する業種ごとの展示会・商談会情報と支援ノウハウを収集することで、事業

者が参加するまでの支援体制を整備する。 

 また、近年の仁淀川ブームと当町における観光需要の増加から将来起こり得る「仁淀

ブルー」ブランド等の商品開発・販路開拓支援ニーズに関しても、商工会担当課である

企画課との連携を深め、将来的な小規模事業者の新市場参入・販路開拓の為の事業計画

策定を円滑に行える支援体制の準備を整える。 
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上記取り組みによって、新市場参入・販路開拓の必要性が生じた支援先企業に対し、

有用性の高い情報を提供することで小規模事業者の経営力向上を図る。 

 

 

 

（定性目標） 

 当商工会が保有している販路開拓に係るデータ、関係機関との連携で収集したデータ

を整備・共有することによって、支援ニーズが生じた際に企業力・商品特性を踏まえた

展示会や商談会等の情報提供をはじめとする迅速な支援体制の構築をはかる。 

また情報提供においては該当企業への提供だけでなく、町内小規模事業者への巡回訪

問時に周知用チラシを配布し、攻めの巡回による助言・提案を行うことで新市場参入や

販路開拓等市場参入における潜在的支援ニーズの掘り起こしを図る。 

 

 小規模事業者の需要開拓につながる展示会等情報一覧と期待効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

 

 

(2)展示会・商談会参加に対するフォローアップ【指針④】 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

商談会・展示会への参加事業所数 2社 4社 5社 6社 8社 10社

巡回ツールとしての情報の提供 0回 2回 2回 4回 4回 4回

　展　示　会　名 内　容 会　　期 会場 期待効果

1 FOODEX JAPAN 食品・飲料小売 3月上旬 東京
・商品知名度の向上と

　商談の場の創出

2
スーパーマーケット

トレードショー
ＢtoＢ、食品・店舗設備等 2月中旬 東京

・小売・外食産業の垣根を

　超えたイノベーション創出

3
土佐っておいしい！

食の商談会

首都圏を中心とする
販路開拓・販売拡大

10月下旬 東京
・首都圏を中心とした

　県外への販路開拓

4 外食ビジネスウィーク
外食産業における
食品・飲料・設備

8月下旬 東京
・外食産業における新需要

　開拓の足掛かり

5
首都圏アンテナショップ

「まるごと高知」物販催事

高知県産品の試食
販売および観光PR

通年 東京
・地域特産品のＰＲ

　販路開拓

6 エコプロダクツ 環境関連 12月中旬 東京
・環境ビジネスにおける

　販路開拓と新市場参入

7 NEW環境展 　〃 5月下旬 東京
・環境ビジネスにおける

　販路開拓と新市場参入

8
東京インターナショナル

ギフトショー

ギフトと生活雑貨の
国際見本市

2月上旬 東京
・モノづくりにおける

　販路開拓と新商品ＰＲ

9 中小企業総合展
経営革新承認事業者に
よる製品・技術・サービス

通年 東京・大阪
・新商品・技術・サービスの

  販路開拓・業務提携

10 ものづくり総合技術展 ものづくり技術・製品の紹介 10月下旬 高知
・県内における優れた技術

 製品・商談の場の提供
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（事業内容） 

 支援先企業の展示会・商談会への参加にあたり事前準備の支援を行う。具体的には 

展示会において該当商品をより効果的にＰＲする為の各種販促物（チラシ・パンフレッ

ト等）の検討と作成支援を行う。会場においては、事前にスケジュールと現地スペース

を把握し、効果的な販促を行う為の商品ＰＲ手法（陳列・レイアウト）の助言・提案や、

営業力スキルアップに係るセミナー等の紹介を行う。 

 また高知県商工会連合会を初めとする各関係機関と連携し、過去に出展事例のある展

示会・商談会については情報収集、提供することで販路開拓の可能性向上を図る。 

 参加後には企業ヒアリングと会場における反応について精査し、定性・定量の面から

出展効果を検証し、次の取り組みにつなげていく。 

 各関係機関との連携内容と連携による狙い（期待効果）は以下の図表の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．商店街内における広域的な客動線の構築 

 

（現状） 

 前述、「3.商店街および地区内商工業者における現状と課題(P.3)」で挙げたように、

当町では少子高齢化、車社会の発展による近隣町および高知市内への顧客流出によって

町内購買率が年々減少傾向にあり、結果商店街が衰退しつつある。 

 しかしながら、厳しい環境下においても独自資源と明確な経営方針によって外貨の獲

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

商談会・展示会におけるフォローアップ件数 2社 3社 4社 5社 6社 7社

⑤新産業推進課

⑥産業振興センター

③高知県商工会連合会

④他商工会（県内・県外）

①高知県地産地消・外商課

②高知県地産外商公社

連携内容 期待効果関係機関

①食品・飲料における「高知県ブース」としての出展

②独自販路開拓事業の情報収集

③商談におけるバイヤーとの交渉の円滑化

　（※当機関のサポートによる実現性の高い交渉）

④ＪＥＴＲＯを通じての販路開拓支援

①出展に係る経費の削減

②高知県ブランドを前面に出したＰＲ効果

③独自ＰＲ事業への参画による販促効果

④商談実現可能性の向上

⑤海外進出に係る販路開拓可能性

①業態に即した専門家の派遣

②専門的な視野による提言

③参加実績による経験の享受

①新需要開拓支援における専門家派遣

②商工会ネットワークを通じた情報提供

③他地域での出展事例等の情報提供

①新技術・新サービスの提供における

　「高知県ブース」としての出展

②上記役務に特化した展示会開催等の情報収集

①出展に係る経費の削減

②高知県ブランドを前面に出したＰＲ効果

③ターゲット重視の需要開拓効果

④商談実現可能性の向上
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得と商圏を拡大しつつある事業所も少なからず存在している。 

 これら勢いのある事業所を商店街の核として、成功事例による事業者の意識喚起を図

ると共に、商店街内に広域的な客動線（店舗から店舗へ）を構築する事で、意識改革と

波及効果の相乗効果を図ると共に魅力ある商店街の復興を図る。 

 

（事業内容） 

 経営意識の高い事業所に対する取り組みとその効果（定性・定量）を商工会広報誌の

コーナーとして掲載（例：頑張る企業シリーズ）し、購読者である小規模事業者に「頑

張って結果を出している企業の存在をＰＲすると共に、前述の「(1)経営計画策定を促

すセミナー・個別面談の開催(P.17)」において成功事例や取組事例を周知する事によっ

て地域内小規模事業者の意識喚起を図る。 

 特に成果を出している企業に対しては、本人に確認・了承の上で行政広報誌への掲載

も依頼し、地域内小規模事業者だけでなく町内の購読者に対して「地域ならではの魅力

ある店舗」のＰＲを図る。 

また事業計画策定の中で創出された企業の数社を核とした「魅力ある商店街ＭＡＰ」

作成について行政（越知町企画課）と連携の上で検討を進め、実現に向けて進めていく。

 これら取り組みによって町内外の顧客に対し、広域的な客動線（店舗から店舗へ）を

構築、「見える化」することで商店街の魅力創出と町内購買率の向上を図る。 

 

（定性目標） 

 本支援発達計画で経営力を向上させている小規模事業者を商店街の核とすることで、

町内顧客に商店街の魅力を再認識してもらうと共に、町外顧客に対しても魅力ある企業

をＰＲすることによって中長期的な商店街の復興を目指す。 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

２．空き店舗を活用した移住者の創業支援 

 

（現状） 

 前述、「3.商店街および地区内商工業者における現状と課題(P.3)」で挙げたように、

近年では相次ぐ廃業による「商店街の空洞化」が課題となっている。廃業後、店舗のあ

った土地の駐車場化による店舗の減少、また残った店舗も利用されないまま放置されて

いる等、年々進む商店街の空洞化に対する取り組み体制が整備されていない。 

 また当町で平成 24 年度から制度化されている「地域おこし協力隊」に関しては年々

希望者が増加、観光需要の増加と相まって町内への移住希望者は年々増加傾向にある。

しかしながら町内産業の衰退によって町内における移住者の就業機会が少なく3年間

という期限の中で越知町に在住したいという定住希望者に対し、起業面や就業面でサポ

ートできる体制が整っていない為、契約期限終了後は町外へ流出してしまっている。 

（事業内容） 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

頑張る企業の成功事例・取組の周知（※広報誌等） - 1回 2回 2回 4回 4回

魅力ある商店街ＭＡＰの検討・作成 - 検討 実施 必要に応じてリニューアルを実施
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 現在商店街にある「空き店舗」の現状について再調査の上、行政と連携して所有者と

協議し、可能な物件に対して再利用（※店舗として利用可能な）物件とする。 

 あわせて移住者の起業ニーズの掘り起こしを行い、創業意思のある移住者に対しては

起業への思い、創業における経営課題の解決に始まる創業計画を共に作り上げることで

移住者の起業を促進すると共に創業時の物件確保を図る。 

 地域おこし協力隊については、初年度は地域コミュニティの形成と人脈作りに努め、

2 年目以降は起業ニーズの聞き取りを行い、創業における各形態におけるサポート体制

の準備（起業における連携企業とのパイプ役となり、道の駅や地域イベントへのテスト

出展や起業ニーズを踏まえた希望出店店舗の検索等の実施）を進め、契約最終年度とな

る 3年目には創業準備（計画策定から各種手続き資金繰り計画策定支援）を行う。 

 3 年という契約期間を創業までの準備期間と定め、年度ごとの計画をもって契約終了

時に企業者がスムーズに創業できるビジネスモデルを構築する。 

 その他創業を希望する移住者に対しては、前述「(2)補助金等施策をきっかけとする

経営計画策定支援【指針②】(P.18)をきっかけづくりとし、創業支援体制の構築にあわ

せ周知・ＰＲを行い、各関係機関と連携しながら商工会を「創業を希望する起業者の駆

け込み寺」とすることで創業希望者に対する補助申請及び創業計画を伴走型で支援す

る。 

 空き店舗を活用した移住者の創業支援における連携イメージ図は「別表 4-3 の連携体

制図等(P.42)に記載。 

 

（定性目標） 

 上記の事業実施イメージに沿って潜在創業ニーズの聞き取りから創業支援までの体

制を構築し、支援サイクルを回すことで、都市部からの移住者および創業希望者に対し

明確な支援を行うことで町内起業者の増加と商店街空き店舗の活用を図っていく。 

 

（定量目標） 

  

 

 

 

３．山間地域の高齢者等買い物弱者の救済 

 

（現状） 

 当町の現状は前述「3．商店街および地区内商工業者における現状と課題(P.3)」で挙

げたように山間地域における僻地人口の減少による地域小売店の廃業を受けての山間

地域の無店舗化による「高齢者等買い物弱者の増加」が喫緊の課題となっている。 

 現在、当町では移動販売を営む業者が 4社（うち１社は中規模スーパーが実施）であ

るが全てが小売業であり、日用品購買における山間地域に住む高齢者の利便性は確保し

ているものの、日々の生活のサポートには至っていないことに加え、行政主導で実施し

ている担当委員による山間地域居住者の生活安全調査も人員不足の面からその頻度は

低く、山間地域における安心・安全面について充分な体制が整っているとは言い難い。

 また移動販売業を営む事業所数は平成 22 年度と比較すると 3 業者が廃業しており、

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

創業支援に係る相談件数 2人 2人 4人 6人 8人 10人

うち支援サイクルにおける創業件数 - 1人 2人 3人 4人 5人
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これら廃業に伴う販売区域の縮小も山間地域における深刻な課題となっている。 

 

（事業内容） 

 上記の現状から、当町では山間地域に居住する高齢者の生活面における安心・安全の

提供といった観点も踏まえて、「地域見守りサービス」機能を付加し、それに伴う補助

金等施策を提言し、その制度化に向けた取り組みを行う。 

具体的には現在移動販売業を営んでいる 4業者に対し、販売だけでなく日々の生活面を

サポートする支援機能を付加し、実施事業所に対して商工会・行政・各関係機関が一体

となったバックアップを行う。 

これまで担当委員が行っていた生活安全調査機能を山間地域の顧客と触れ合う機会

の多い町内移動販売業者に付加することで、日々移動販売を利用している高齢者の生活

状況や地域の情報・問題点をリアルタイムで収集・把握でき、また山間地域居住者のコ

ミュニティの場を形成することで、日々の生活リズムを確保することができる。 

また御用聞きによる特殊品の需要の掘り起こしもあわせて行うことで、移動販売業者

に小売機能だけではない付加価値を生み出すことも実現可能となる。 

これら新たな取り組みへのサポート体制を制度化し、実施企業に対し商工会と行政・

各関係機関がバックアップを行うことで山間地域の高齢者等買い物弱者の救済を図る。

 

（定性目標） 

 山間地域の生活者の安心・安全の拡充の為の新たな施策を行政と商工会が連携の上で

策定し、実施企業に対するバックアップ体制の構築を図る。これまで担当委員に依存し

ていたサポート機能を、より山間地域の生活者と触れ合う機会の多い移動販売業者に付

加することで、買い物弱者の救済と生活面における安心・安全の提供を図る。 

また施策ができた場合の申請等については、新たに事業計画に組み込む等経営指導員

が伴走型で支援を行うと共に、他業種（衣料品小売業等）や新たに宅配事業開始を検討

している小規模事業者に対して当施策の情報を提供し、実施に向けた支援を行う。 

 山間地域の高齢者等買い物弱者救済に係る「地域見守りサービス」機能の付加におけ

る連携体制図（業務フロー）は「別表 4-4 の連携体制図等(P.43)に記載。 

 

（定量目標） 

  

 

 

 

 

 

４．観光需要と連携したビジネスモデルの構築 

 

（現状） 

 前述、「2．産業別における現状と課題(P.2)」で挙げたように、観光産業においては、

近年の「仁淀ブルー」認知度向上に伴う観光需要が増加しつつあり、平成 24 年より観

光協会実施の体験型観光「ラフティング事業」における全国的需要の増加、町内におけ

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

当商工会提言による施策の制度化 - 1事業 1事業 1事業 1事業 1事業

新施策の利用事業所数 - 1社 2社 3社 4社 4社

新施策導入に伴う申請等策定支援数 - 1社 2社 3社 4社 4社
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る四季折々の地域イベントへの来町者増加と拡大傾向にある。 

現在は行政主導で全国的なアウトドアブランド「snow peak」との連携によるキャン

プ場の整備等、体験型観光の拠点づくりによる交流人口拡大への取り組みもスタートし

ており、今後更に観光需要拡大が見込めるものの、現在町内には宿泊業が１社しかなく、

増加しつつある交流人口を滞在させるための仕組みが不十分であり、また各地域イベン

トや体験型観光と町内商工業者がリンクしておらず一過性の経済効果に留まっている。

（事業内容） 

 年々増加しつつある来町者に対し体験型宿泊施設の新設や、より越知町の自然をＰＲ

する為の体験型観光メニューの拡充、イベント会場から商店街への動線確保といった取

り組みによって来町者による経済効果が商店街に波及する仕組みづくり（観光需要と連

携したビジネスモデルの構築）を各関係機関と連携の上で進めていく。 

 

（目標） 

 平成 28・29 年度：全国ブランド「snow peak」との連携による既存アウトドア施設の

充実と拡充における今後の方向性の協議・提案 

          移住者の開業支援とあわせた「体験型宿泊施設」の新設支援によ

る 

          滞在型観光の創出 

          体験型観光メニューの拡充（例：仁淀川下り体験の新設支援） 

            地域イベントと商店街のリンクによる客動線の確保 

 平成 30 年度以降：各地域イベント・観光需要の属性にあわせた取り組み提案と実施 

 

 

５．行政と連携した交流人口拡大に資する事業等の実施 

 

（現状） 

上記 3同様、観光産業における自然体験等をきっかけに越知町の自然、そして居住者

との触れ合いに魅かれた都市部からの移住希望者は増加しつつある。 

また越知町と友好姉妹町である北海道滝上町との交流も 10 年を超え、両町では地域

交流の中で視察や道の駅・地域イベント時には双方の地場産品の販売を行うなど「人の

絆による交流」を深めている。 

 商工会組織としても年 6回、町活性化に資する地域イベントを季節に応じて主催・共

催で実施しているが、その効果について定性・定量的に図ることなく、恒例で実施して

いるイベントが多い。また準備に多くの時間を割かれてしまい、本来の業務である経営

支援に係る時間を圧迫しているという課題（現状）がある。 

今後は現在実施している各地域イベントについて精査し、効果の低いイベントの見直

しを図る事で経営支援に係る時間を確保しながら、行政との連携の中で当町における

「強み」を活かした認知度向上、当町の魅力を幅広くＰＲする取組に注力することで、

交流人口の拡大を図る。 

 

（事業内容） 

 当町の強みである「自然の豊かさ」「人の絆の深さ」をよりＰＲする為、行政、商工
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会、観光協会で連携し、四季折々の地域イベントの充実を図る。 

 来場者が年間 10 万人を超える一大イベント「コスモスまつり」を核に、冬の「未来

革命おち：ロマンティックイルミネーション冬物語」、春の「ぼんぼり祭り」、夏の「仁

淀川かあにばる」についてマスメディアやＳＮＳを活用することで広くＰＲ活動を行う

とともに、観光産業の発展に携わる各連携機関（行政・観光協会・地域団体）と定期的

な協議を重ねた上で実施において連携し、各イベントを充実させることで当町の強み・

魅力をより広く、効果的に浸透させていきながら交流人口の拡大につなげていく。 

 商工会組織としては、これまで実施していた地域イベントについて、準備にかかる時

間やイベントに係る労働力、実施における満足度と経済効果それぞれについて定性・定

量の両面で検証し、精査を行う。これによって現在需要の低いイベントに関しては再考

及び撤廃の方向性で進め、需要が高く将来性のあるイベントに組織として注力すること

で経営支援に係る時間の確保と効果的な地域イベントの充実と拡大に努める。 

（目標） 

 平成 28・29 年度：現在実施している地域イベントの精査（定性・定量面で検証） 

商工会として注力すべき地域イベントの選定 

各連携機関との意見交換における地域イベントの再検証と 

          各々の組織の強みをあわせた効果的な地域イベントの実施 

 平成 30 年度以降：注力すべき地域イベントの拡充による交流人口の拡大 

 

 

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為の取組 

 

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)地域金融機関との連携体制の構築 

（現状） 

 越知町には地方銀行 2社、コスモス農協が 1社ある（※高知信用金庫は町内に ATM が

設置しており直接的な交流は佐川支店）。各金融機関とは地域イベントや日常業務の中

で交流はあるものの経営指導員と行員の個人的なつながりが主であり、情報共有体制や

組織における連携体制の構築には至っていない。 

 

（事業内容） 

 今後の地域における小規模事業者の支援にあたっては、経営指導員による経営分析と

事業計画策定および経営改善計画の実施にあわせ、地域金融機関と商工会が連携して円

滑な資金供給を行うことが必要となってくる。 

 今後の連携体制の構築にあたっては、まず商工会・金融機関による交流会を開催し、

互いの組織における現状、各々の支援ノウハウ情報を共有した上で意見交換の場を作り

支援ケースに応じた連携体制を構築していく。 

 具体的には支援先への同行訪問、資金供給に係る互いの情報提供と必要書類の円滑な

やり取り、融資相談時の経営指導員の同席等、支援ケースに応じて相互に伴走型支援を

実施することによって、効率的かつ円滑な支援体制を構築する。 

 また、日本政策金融公庫および高知県信用保証協会の担当者との交流も四半期に 1回
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実施することで、情報及び支援ノウハウの共有を図る。 

地域金融機関との連携体制図については「別表 4-2.連携体制図等(P.41)に記載。 

 

（定性目標） 

 地域金融機関および政府系金融機関との交流を密にし、支援における連携体制を構築

することによって経営支援の際の資金供給の円滑化と効率化を実現する。 

 

 地域及び公的金融機関との交流（連携）内容と期待効果は以下の図表の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定量目標） 

  

 

 

 

 

 

 

(2)行政および各関係機関との連携 

 

（現状） 

 当商工会は、行政（企画課）とは日常業務から地域活性化事業における相互協力、小

規模事業者支援に係る各施策の協議等、徐々に連携体制が構築されつつある。 

 しかしながら今後の方向性、移住者の創業支援ニーズ、小規模事業者支援に係る施策

の創設等についての情報共有は未だ不十分であり、明確な支援体制の共同実施体制には

至っていない。 

 また各関係機関（観光協会、地域団体等）との情報共有の場が少なく、各々の組織が

主となり実施する事業に対しては未だ連携体制が不十分である。 

（事業内容） 

 担当課である企画課と定期的な交流会（3 ヶ月に１回）の場を持つことによって地域

小規模事業者の現状についての意見交換や情報共有、今後必要となり得る施策について

提言する機会を創出する。 

 また企画課とは「1.地域の経済動等調査に関すること」にある統計資料の提供依頼と

あわせて、当商工会で収集した調査データや支援事例、施策についても必要に応じて共

有し、町広報等に掲載する等、相互で情報提供を行い有機的な連携体制を構築する。 

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

金融機関との交流会（情報交換会） - 3回 3回 3回 3回 3回

相互の支援先への同行
共同での経営計画策定支援

- 3回 3回 3回 3回 3回

政府系金融機関との交流 2回 3回 3回 3回 3回 3回

関係機関 連携内容 期待効果

①地域金融機関

　　・四国銀行 越知支店

　　・高知銀行 越知支店

　　・コスモス農協 越知支所

　　・高知信用金庫 佐川支店

①連携による経営改革共同策定支援

②交流会による意見交換

③各支援ノウハウの共有

④相互の現場同行

　（※支援先への同行訪問、融資相談先への同席）

①互いの組織の所有するノウハウ共有

②組織別視点での地域の現状の把握

③支援時の資金共有の円滑化

④効率的な伴走型支援の実現

②公的金融機関

　　・国民生活金融公庫 高知支店

　　・高知信用保証協会 本所

①各施策等の情報提供

②組織間情報の共有

③意見交換による情報提供・享受

①互いの組織の所有するノウハウ共有

②支援ケースに即した施策情報の把握

③支援時の資金共有の円滑化
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 観光協会、地域団体との連携についても交流（意見交換）の場を設ける事で各組織の

持つノウハウの共有と事業実施における協力体制・周知体制の強化を図る。 

行政および各関係機関との連携体制図は「別表 4-1.連携体制図等(P.40)に記載。 

（定性目標） 

 行政との連携体制の構築によって、地域の実情にあわせた施策の提言、地域の小規模

事業者への支援体制の充実を図る。各関係機関においても交流の場を創出することで、

各組織の持つ事業ノウハウの共有や情報提供・周知における横のラインを構築する。 

  

行政及び各関係機関との交流（連携）内容と期待効果は以下の図表の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

 

２．経営指導員の資質向上に関すること 

 

（現状） 

 当商工会の経営指導員は 2名、指導員歴は 10 年以上が 1名、5年以上が 1名である。

資質向上における自己取り組みとしては、１名は平成 27 年に中小企業診断士の資格を

取得、残る１名も診断士資格取得に向け目下勉強中である。 

資質向上研修会としては、高知県商工会連合会が主催する経営指導員研修会や他の職

務能力向上セミナーに積極的に参加して自己研鑽に努めている。 

 

（事業内容） 

 年度初めに経営指導員は自己評価シート（※苦手な分野と得意な分野、今後伸ばして

いきたい分野、今後の自身のあるべき姿について記載）に記入、自身の年間の成長目標

を設定した上でＯＦＦ－ＪＴ（目的意識をもった研修への参加）とＯＪＴ（職場内での

支援スキル向上）に取り組み、年度末には年度目標に対する自己評価を経た第三者評価

まで明確に行い、自身の成長目標について検証することで資質向上に繋げていく。 

 

(1)ＯＦＦ－ＪＴ（研修会による自己研鑽） 

 

① 高知県商工会連合会が主催する研修会等への参加 
    高知県商工会連合会や商工会職員協議会が主催する研修会に参加することで、

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

行政との意見交換会・交流会の開催 - 4回 4回 4回 4回 4回

各機関との意見交換会・交流会の開催 - 2回 3回 3回 4回 4回

関係機関 連携内容 期待効果

①行政機関

　・越知町企画課

　・越知町住民課

①有益な支援施策の提案

②越知町創生総合戦略の進捗状況の共有

③互いの組織の所有する情報交換

④施策情報等の提供

①互いの組織の所有するノウハウ共有

②組織別視点での地域の現状の把握

③支援時の資金共有の円滑化

④効率的な伴走型支援の実現

②各関係機関

　　・越知町観光協会

①互いの組織の所有する情報交換

②事業協力体制の構築

③取り組みの周知における横のライン形成

①互いの組織の所有する情報の共有

②互いの組織の強みを活かした相乗効果

③連携による周知・ＰＲの広域化
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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能力向上につながるカリキュラ

ムを選択、1年に 1名参加することで支援スキル向上を図る。 

研修終了後は、他職員に対し伝達講習を行うことでノウハウ共有に努める。 

 

(2)ＯＪＴ 

① 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への同行 
当商工会に在籍する中小企業診断士資格を有する経営指導員が事業計画策定

において、現場に同行した上で環境分析からドメイン設定、事業計画策定までの

支援ノウハウを伝授することによって経営支援スキルの向上を図る。 

 また、有資格者もＯＪＴの中でこれまで自身が習得した支援スキルの再確認と

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。 

 また、中小企業診断士取得に向け勉強中の指導員に対しては、有資格者が自身

の資格に至るプロセス・勉強法に始まる知識伝達を図り資格取得を目指す。 

 

② 当商工会における経営指導員相互の支援現場同行 
 当地域における支援案件において、相互に現場に同行することで、支援におけ

る視野を広げ、相互の情報共有と柔軟な経営支援体制を実現する。 

 

③ 職場ミーティングにおける相互の支援ノウハウ・情報の共有 
 週１回開催する指導員ミーティングと月 1 回開催する全職員が参加する職場

内ミーティング（日々の業務で得た企業状況のフィードバック会議）において、

情報姜瑜の際に有資格者による支援ノウハウ伝達を行うことによって、前述「(1)

巡回訪問の強化【指針①】(P.12)」に挙げた指導員不在時の窓口対応で支障をき

たさない体制を構築する。 

 経営指導員以外の職員においては、自身の目標に沿った実施研修や研修会への

参加によって各々の資質向上を図ることで円滑な窓口対応を実現する。 

 

  ④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。 

 

（定性目標） 

 経営支援スキル向上に必要不可欠である自己研鑽について、ＯＦＦ－ＪＴによる知識

の習得に努めると同時に、有資格者のノウハウを現場で伝授することによって、効果的

な経営支援能力の向上と有資格者の伝達力向上を図る。 

 更に職場内での情報・ノウハウの共有を図る事で組織の支援力の底上げを実現する。
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（定量目標） 

(1)ＯＦＦ－ＪＴ（座学） 

 

 

 

 

 

(2)ＯＪＴ 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 年度ごとに本発達支援計画に記載した各事業の実施状況及び成果について、以下の方

法によって評価・検証を行う。 

 

(1)事務局内部による進捗予実管理【一次評価】 

 当商工会の経営指導員 2名と経営支援員１名による「進捗管理担当部」を設置し、四

半期ごとに進捗予実管理を実施する。定性・定量目標と各事業に現状を比較、評価し、

乖離がある場合は原因を分析、実施スケジュールの見直しに始まる改善(案)を作成後、

全職員が参加する職場内ミーティングで共有、商工会長の承認のもと外部有識者に提示

する。（二次評価へ移行） 

 

(2)外部有識者による評価体制の導入【二次評価】 

 高知県商工会連合会の専門指導員・経営コンサルタント・税理士等、外部有識者の中

から 2 名を選定してアドバイザーを委託した上で四半期毎に上記(1)の進捗管理担当部

における各事業進捗状況・評価・改善(案)を提示し、外部有識者の見解と提示を受ける。

 

(3)検証結果に基づいた次年度における事業計画方針の決定【改善】 

 進捗管理担当部による内部視点の原因分析と外部有識者による第三者視点での原因

分析及び見直し案をベースに、必要に応じた次年度計画方針の修正策定と修正を行う。

 

(4)当商工会役員への報告【承認】 

 本発達支援計画の成果・評価・次年度計画（必要に応じた修正内容）については年度

ごとに当商工会役員に報告の上、承認を受ける。 

 

(5)成果・評価・計画修正内容についての公表 

 本発達支援計画の成果・評価・次年度計画（必要に応じた修正内容）については計画

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

県連主催の研修会参加 4回 6回 6回 6回 6回 6回

中小企業大学校の専門研修参加 1回 1回 1回 1回 1回 1回

項　　　　　　目 現状 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

中小企業診断士の支援現場同行 - 4回 4回 4回 4回 4回

指導員の相互支援現場同行 - 4回 4回 4回 4回 4回

他職員の実施研修参加 - 2回 2回 3回 3回 3回
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期間中、当商工会ホームページにて公表する。 

（当商工会ホームページ：http://www.kochi-shokokai.jp/ochi/） 

 

 

 

 

 

 

事業の評価及び見直しをするための仕組み（実施サイクル）は以下の図表の通り。 
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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 28 年 1 月現在）

(1)組織体制 

 

① 事業実施体制 
経営指導員（中小企業診断士）を中心に、全職員協力体制のもと、原則は経営指導員

２名が小規模事業所の経営計画策定と実施支援を担当する。 

計画の中で開催する事業に関しては各担当で分担し、必要に応じて他職員（補助員、

記帳専任職員）の協力（後方支援）のもとで実施していく。 

 

（役員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏　　　　　名

会　 長 (1) 坂本　健常

副会長 (2) 西森　歳勝　・　岡田　　徹

理 　事 (12)
吉村　彰一　・　藤原　幸子　・　加納　稔久　・　影山　幸雄
岡村　豊明　・　岡　　知秀　・　小田　和男　・　真鍋　明夫
西川　邦久　・　山本　浩司　・　清光　幸太　・　古味　千代子

監　 事 (2) 横川　満久　・　三宮　敬造

役　職　等
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)連絡先 

  高知県高岡郡越知町越知甲 1947-6 

   越知町商工会 

  電話番号    0889-26-1181 

  F A X 番 号    0889-26-2318 

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

 

（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 28 年度 
(28 年 4月以降) 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 1,310 1,850 1,850 1,870 1,870

 

経営発達支援事業 

事業計画策定・ 

実施支援 

・経営者向け 

セミナー開催 

・個別面談開催 

 

事業承継支援 

・承継セミナー開催 

・個別面談開催 

 

創業支援 

・創業セミナー参加 

・個別面談開催 

 

需要動向調査 

・分析資料購入 

・日経テレコン 21 等 

 情報取得費 

 

地域活性化事業 

・商工会主催 

560 

 

200 

 

150 

50 

 

100 

50 

50 

 

60 

10 

50 

 

200 

100 

 

100 

 

400 

 

760

250

150

100

200

100

100

110

10

100

200

100

100

700

810

300

200

100

200

100

100

110

10

100

200

100

100

650

770 

 

300 

 

200 

100 

 

200 

100 

100 

 

110 

10 

100 

 

160 

60 

 

100 

 

700 

 

770

300

200

100

200

100

100

110

10

100

160

60

100

700

役　職　等 氏　　名 実施体制 担当部

経営指導員

（中小企業診断士）
片岡　孝志

経営指導員 豊永　由佳

経営支援員（補助員） 北添　三代

経営支援員

（記帳専任職員）
山下　誠二

一般職員 坂口　美恵

事業への協力・
後方支援

経営計画策定
実行支援他 進捗管理担当部

（３名体制）
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イベント拡充費 

・商店街魅力向上費

（MAP 作成費等） 

 

支援力向上 

・交流会開催費 

職員資質向上旅費 

・県連研修 

・中小企業大学校 

・ＯＦＦ－ＪＴ 

 

400 

0 

 

 

350 

100 

 

100 

100 

50 

500

200

390

100

 

100

100

90

550

100

390

100

 

100

100

90

 

600 

100 

 

 

400 

100 

 

100 

100 

100 

 

600

100

400

100

 

100

100

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 

商工会自己負担、県、町補助金および本事業実施にあたり活用可能な国の委託事業費 

（伴走型小規模事業者支援推進事業） 

 

 

（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４－１） 

 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 

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【指針③】（別表 1:P.10） 

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 

(2)行政および各関係機関との連携（別表 1:P.33） 

・担当課である企画課との定期的な交流会を実施し、「越知町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」進捗状況の情報共有および各補助事業や施策に関する意見交換や地域資源を

活用した活性化策の協議を行う中で、地域の現状に沿った有用性の高い小規模事業者支

援施策の提案を行う。また、企画課には地域状況調査における商店街空き店舗状況や無

店舗集落の実態、町民課には町統計データを提供してもらうほか、相互に共有すべきデ

ータ等について協議を行うなど連携を図る。 

・観光事業の主体である観光協会についても同様に交流会を実施することで各々の組織

がもつノウハウの共有と事業実施における協力体制・周知等連携を図る。 

連携者及びその役割 

【越知町】              【越知町住民課】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲 1970  代表：課長 西川 光一 

 代表：越知町長 小田 保行      役割：統計データ提供、情報交換 

【越知町企画課】           【越知町観光協会】 

 代表：課長 中内 利幸        住所：高知県高岡郡越知町越知甲 1736-7 

 役割：創生総合戦略の進捗状況の共有、 代表：会長 岡林 友一 

情報交換・共有、支援対策協議  役割：情報交換・共有・事業協力体制 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【越知町】

企画課町民課
【観光協会】

【越知町商工会】

人
口
統
計
デ
ー
タ
等
の
提
供

組
織
間
で
の
相
互
デ
ー
タ
共
有

有
益
な
支
援
施
策
の
提
案

越
知
町
創
生
総
合
戦
略
の

進
捗
状
況
共
有
・情
報
交
換

施
策
情
報
等
の
提
供

情
報
交
換
・ノ
ウ
ハ
ウ
共
有

事
業
協
力
体
制
の
構
築
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（別表４－２） 

 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 

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 

(1)地域金融機関との連携体制の構築（別表 1:P.32） 

・地域金融機関と交流会を開催して互いの組織における現状、各々の支援ノウハウ情報

を共有した上で意見交換の場を作り、支援ケースに応じた連携体制の構築を図る。 

 具体的には支援先への同行訪問、資金供給に係る情報交換、融資相談先への指導員の

同席など相互に伴走型支援を行うことで効率的かつ円滑な支援体制を構築する。 

連携者及びその役割 

【株式会社 四国銀行越知支店】      【高知信用金庫佐川支店】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲 1720    住所：高知県高岡郡佐川町乙 1712-2 

 代表：支店長 野村 洋二         代表：支店長 大崎 俊一 

 役割：情報交換、経営計画共同策定支援   役割：情報交換、経営計画共同策定支援 

【株式会社 高知銀行越知支店】      【日本政策金融公庫高知支店】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲 1479-2   住所：高知県高知市堺町 2丁目 26 

 代表：支店長 伊野部 重徳        代表：支店長 近藤 通哉 

 役割：情報交換・経営計画共同策定支援   役割：情報交換、施策等情報提供 

【コスモス農協越知支所】           【高知信用保証協会】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲 2387    住所：高知県高知市上町 3丁目 13-14 

 代表：支所長 酒井 清志         代表：会長 高松 清之 

 役割：情報交換、経営計画共同策定支援   役割：情報交換、施策等情報提供 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【越知町内小規模事業者】

【地域金融機関】
【越知町商工会】

【公的金融機関】

日本政策金融公庫 高知支店 高知県信用保証協会 本所

各
施
策
等
の

情
報
提
供

交流会による意見交換

各支援ノウハウの共有

現場交流（同行訪問等）
四国銀行越知支店

高知銀行越知支店

コスモス農協越知支所

高知信用金庫佐川支店

情
報
共
有

意
見
交
換

連携による経営計画共同策定支援
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（別表４－３） 

 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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

２．空き店舗を活用した移住者の創業支援（別表 1:P.28） 

越知町企画課と連携して空き店舗調査の上、利用可能な物件の確保を図りながら地域

おこし協力隊については 3年という契約期間を創業までの準備期間と定め、年度ごとの

計画をもって契約終了時に企業者がスムーズに創業できるビジネスモデルを構築する。

 その他創業を希望する移住者に対しても商工会を「創業を希望する起業者の駆け込み

寺」とすることで創業希望者に対する補助申請及び創業計画を伴走型で支援する。 

連携者及びその役割 

【越知町】              【越知町企画課】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲 1970   代表：課長 中内 利幸 

 代表：越知町長 小田 保行       役割：空き店舗調査、利用可能物件の確保 

 役割：創業補助制度の新設、情報交換      商工会と連携した共同創業計画策定支援 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会・行政

各連携機関

地域おこし協力隊

（３年契約）

都市部からの移住者

および開業希望者

【具体的な支援内容】

①空き店舗調査

②所有者との協議（再利用）

③創業補助制度の新設

④連携企業とのパイプ役

⑤地域イベントの活用

⑥起業計画の策定

・起業ニーズの掘り起こし

・外部・内部環境分析

・事業ドメインの決定

・経営戦略の策定

・採算性の評価

・資金繰り計画策定

開業支援における補助金等

施策の創設および各種サポート

体制の構築によって

「開業を希望する企業者の

駆け込み寺」として越知町での

潜在開業ニーズを発掘

開 業

◆契約１年目

・地域コミュニティの形成

◆契約２年目

・起業ニーズの聞き取り

・サポート体制の準備

◆契約３年目（※最終年度）

・起業準備

（起業計画の策定支援）

・空き店舗の活用

開業計画支援に基づき、ＰＤＣＡをもって計画と実際の経営状態について検証し、

必要に応じて計画の修正・改善を図りながら、開業後も伴走型支援で起業者をサポートする。

また、本取組における成功事例のＰＲを行うことで、今後の町内における起業ニーズの向上を図る

起業相談ニーズ

支援支援
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（別表４－４） 

 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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

３．山間地域の高齢者等買い物弱者の救済(別表 1:P.29） 

山間地域に居住する高齢者の生活面における安心・安全の提供のため「地域見守りサ

ービス」機能を付加、制度化に向けた取り組みを行う。 

具体的には現在移動販売業を営んでいる 4業者に対し、販売だけでなく日々の生活面を

サポートする支援機能を付加し、実施事業所に対して商工会・行政。関係機関が一体と

なったバックアップ体制の構築と制度化に向けた取り組みを行う。 

連携者及びその役割 

【越知町      】             【高吾北消防署本部】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲      住所：高知県高岡郡越知町越知甲 3105-3 

 代表：越知町長 小田 保行        代表：署長 岡林 大介 

 役割：地域見守り支援制度化        役割：情報交換、協力支援 

【越知町企画課】             【佐川警察署地域課】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲      住所：高知県高岡郡佐川町丙 3555 

 代表：課長 中内 利幸          代表：署長 揚田 正 

 役割：情報交換・地域見守り共同支援    役割：情報交換、協力支援 

【越知町社会福祉協議会】         【町内移動販売業者】 

 住所：高知県高岡郡越知町越知甲      役割：地域見守りサービス機能の付加 

 代表：所長                   山間地域居住者への利便性の提供 

 役割：情報交換、地域見守り共同支援       地域コミュニティの場の創出 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


