
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
日高村商工会（法人番号：4490005003433） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 小規模事業者の発展、繁栄が地域経済の活性化に繋がることを商工会役職員共通

の意識として持ち、小規模事業者等の経営改善を図る支援機関として、組織の総力

をあげて経営発達支援事業を推進し、小規模事業者等の持続的発展を図る。 

 地域の総合的な活性化については、高知県産業振興計画、地域アクションプラン

等に基づき、高知県、日高村、商工会、農協等と事業者が連携して相互補完しなが

ら、地域経済の活性化に取り組む。 

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】 

外部データの有効活用および、ヒヤリング調査やアンケート調査により、小規模

事業者の経営状況及び地域経済動向等について調査し、課題等を整理・分析し情報

の活用と提供を行う。 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 巡回、窓口相談を通じて小規模事業者の抱える経営課題を正確に把握すべく、調

査シートや定量・定性両面での経営分析手法を活用し、情報を収集・整理し、デー

タベース化する。データベース化した調査シートや分析結果は小規模事業者の持続

的発展に向けたサポートに活用する。 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 小規模事業者が抱える課題を分類、整理し課題解決の重要度・優先順位を設定し、

実効性の高い事業計画策定支援を実施する。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行って取組状況や成果等を検証し、軌道修正

を行いながら、ＰＤＣＡサイクルを確立させ、小規模事業者の持続的発展に向けて

伴走型で支援する。 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 ①ＢｔｏＢを目的とした需要調査（バイヤー商談会における需要調査、専門家を   

通じた需要調査） 

 ②ＢｔｏＣを目的とした需要調査（対面方式による商品評価調査） 

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】 

 ①展示会・商談会への出展支援、②ＩＴ（ホームページ、ＳＮＳ等）を活用した

新たな需要の開拓、③マスメディアを活用した広報支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ①地域資源の掘り起しと更なる有効活用、②㈱村の駅ひだかを活用した地域経済

活性化策の立案、③㈱屋形船仁淀川、㈱村の駅ひだか、オムライス街道等による更

なる交流人口の拡大 

連絡先 

住 所 〒781-2153 高知県高岡郡日高村本郷 61番地 1 2F 

名 称 日高村商工会 

電話番号 0889-24-5901 

ＦＡＸ  0889-24-4415 

ＵＲＬ http://www.kochi-shokokai.jp/hidaka/ 

E-Mail hidaka@kochi-shokokai.jp 

 



- 1 - 

 

  （別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．日高村の現状と課題 

 

高知県のほぼ中央部に位置し、東西 10.0

ｋｍ南北 9.2ｋｍの広がりがあり、総面積は

44.88ｋ㎡。北から東は仁淀川を隔てていの

町、南は土佐市、西は佐川町及び越知町と接

し、北部と南部に山があり、これらの山地に

囲まれた盆地状の中央部にＪＲ土讃線及び

国道 33 号線が走り、沿線に商店、住宅、農

地が形成されている。 

日高村の人口は平成 29年 6月 30日現在で

5,137人、世帯数 2,438戸である。 

平成 28年 3月に高知西バイパスがほぼ全線開通し、国道 33号線の渋滞が大幅に緩和され、

高知市街地や伊野ＩＣを通じて高知県外や高知龍馬空港へのアクセスが向上したことによ

って、日高村産の付加価値の高いシュガートマトの出荷等の物流の効率化が図られ、また日

高村が交流人口の増加を捉えて実施している「オムライス街道」、「日高まるごとイタリアン

プロジェクト」、「清流仁淀川の川下りを楽しめる屋形船」や、地域特産物の紹介・販売・観

光情報発信を目的として設立した「㈱村の駅ひだか」は着実に地域外顧客のニーズを捉え、

当村への流入客増加と売上高の増加に結びついている。また日高村では、道路の利便性もよ

くＪＲ土讃線の駅も３つある等、高知市へのアクセスも容易であることから、当村への移住

促進を村のホームページを通じて行い、お試し滞在住宅の設置や空き家情報の提供、移住に

伴う補助金・助成金、その他子育て・医療等に関する情報提供や施策を実施等、移住者の獲

得に力を入れている。 
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※平成７年、平成 12 年、平成 17 年、平成 22 年、平成 27 年の資料は国勢調査より 

※平成 32 年、平成 37 年の資料は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より抜粋 
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当地域の小規模事業者数は、平成 17年度に 194事業者であったが平成 24年度は 175事業

者、平成 29 年度では 165 事業者と減少傾向が続いている。中でも建設業、卸小売業が大幅

に減少と建設業の構造的不況（後継者不在による廃業）が多く見られる。製造業は横ばいで

あるが、その約半数が日高村の基幹産業である製紙業であり、明治、大正、昭和の時代から

の代々続いた小規模事業者である。取引先との連携等による製品開発を各事業所独自に続

け、特殊紙製造でそれぞれの特色を活かした製品で特化し、全国シェアの大半を持つ事業所

も存在する等、地域経済を支えている基幹産業である。卸小売業は、高齢化や人口減少を要

因とする地域内消費購買力の低下、近隣市町の大規模小売店出店による購買流出、さらには

ネット販売や通信販売などの環境変化に対応できずに廃業に至ったケースが多い。衰退傾向

が見られる地域内小規模事業者であるが、その反面、飲食・サービス業は増加傾向にある。 

増加要因については、オムライス街道や㈱村の駅ひだかの設立等、日高村総合振興計画に

よる交流人口の拡大と補助施策を活用した新規開業や出店によるものと推察される。 

 

 

 

 
 

 

 

【日高村の課題】 

 ①人口減少、少子高齢化等により地域購買力の減少に伴う小規模事業者の廃業の増加。 

 ②地域資源を活かした小規模事業者の売上・利益の拡大が出来ていない。 

 ③経営者の高齢化、後継者不足による廃業の増加。 

 ④創業・開業予定者への支援が出来ていない。 
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２．日高村商工会の現状 

 これまでの日高村商工会は、小規模事業者に対する指導・支援内容が、金融・税務・労

務など従前の基礎的な経営相談指導にとどまっており、各事業所の有する経営資源及び地域

経済動向を根拠とする実現可能性の高い経営計画の策定や需要動向を踏まえたマーケティ

ング戦略など経営の本質に迫る経営支援は単発的かつ限定的なものであった。また創業支援

についても創業のための資金調達や記帳指導のみにとどまり、関係機関と連携した継続的な

支援体制が不十分であった。 

 経営指導員等の支援スキル向上の対策については、高知県商工会連合会が実施する職員

研修に参加している他、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する小規模事業者支援研

修に経営指導員を派遣している。 

 平成１２年度より、当会では「店舗等外観助成金制度」を設け、店舗外装や看板設置へ

の助成によって、商工会会員の販売促進活動を応援してきた。近年、助成金の使用範囲を出

来るだけ広げてほしいとの要望もあり、新たな助成金事業を平成３０年度より実施すること

で計画している。 

 また平成２９年度より高知県産業振興計画に、商工会等による地域の小規模事業者に対

する「経営計画策定や新事業展開等へ支援の強化」が盛り込まれ、高知県全体を各ブロック

に分割し、各商工会及び機関で連携した取組が開始された。 

当地域では高知県商工労働部経営支援課・高知産業振興部計画推進部・高知県商工会連

合会・いの町商工会・土佐市商工会・佐川町商工会・越知町商工会・仁淀川町商工会・日高

村商工会・高知県産業振興センター・高知県事業引継ぎ支援センターと合同で経営計画策定

や経営発達支援計画についての各商工会の取組み事例発表・意見交換や各種施策等の情報共

有を図ることを目的とした「連絡会議」（主催：高知県商工労働部経営支援課）を年３回開

催し、伴走型支援ノウハウの共有化に取り組んでいる。 

 

【商工会の課題】 

 ①小規模事業者等の経営実態や取扱商品等の需要動向を正確に把握できていない。 

 ②地域経済の動向調査が十分に出来ていない。 

 ③経営資源の把握とそれを活かした経営指導が不十分である。 

 ④移住者等への創業支援が不十分である。 

 ⑤他の支援機関等の連携を更に強化し、経営支援機能の充実を図る必要がある。 

 

 

３．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

 当商工会では、日高村の小規模事業者の今後の１０年を視野に入れた持続的発展を目指す

ために、「新たな活力と交流の創出」と「地域資源の活用による地域経済の活性化」を第一

目標とし、日高村行政が策定した「第五次日高村総合振興計画」の振興策に掲げている地域

資源の「仁淀川の地下水などを利用した和紙産業」、「シュガートマト」、「霧山茶」、「仁

淀川の屋形船」などを磨き上げ、組み合わせることで新たな価値を創造する。 

また、販路開拓と情報発信の支援を行うことで、日高のブランド力を磨き、高知西バイパ

スが開通したことによる交流人口の増加を新たなビジネスチャンスとして活かしていく。 

具体的な振興のあり方は次のとおりである。 



- 4 - 

 

 

中長期的な振興のあり方 

 ①小規模事業者の持続的発展に繋げるため、地域の需要や市場動向を踏まえ目標設定した

事業計画に基づく経営の推進。 

 ②小規模事業者の販売力及び情報発信力の強化支援。 

 ③小規模事業者支援能力を向上し、伴走型支援体制を構築する。 

 

 

４．経営発達支援計画の目標と方針 

 

 日高村商工会では、小規模事業者に対する中長期的な持続的発展を前提として、今後の５

年間、下記のような経営発達支援事業の目標と方針を設定する。 

 

目標 ①事業計画策定による経営の推進 

    小規模事業者が取り扱う商品・製品・提供するサービスの需要動向の把握、分析を行

い、持続的発展を実現する為の経営計画及び事業承継計画策定の支援を行う。 

 【方針】 

   経営指導員等の計画的な巡回指導、窓口相談を通じて、小規模事業者の経営課題を把

握し、その課題に対応した地域経済動向や経営状況分析を踏まえた事業計画の策定を支

援する。定期的なフォローアップにより小規模事業者の持続的な発展へ繋げる。 

 

目標 ②販路開拓とＩＴ活用について専門家による情報提供と具体的な支援を行う。 

   小規模事業者が取り扱う商品・製品・提供するサービスの需要動向の把握、分析を行

い事業者に適した販路開拓とＩＴ活用の支援を行う。 

 【方針】 

   他の支援機関と連携した商談会やホームページ、ＳＮＳ等のＩＴを活用した販路開拓

を専門家と共に支援し、経営課題の解決を図り、小規模事業者の持続的な発展へ繋げる。 

 

目標 ③経営発達支援事業の実施に向けた小規模事業者支援能力の強化 

   小規模事業者に適切な経営支援を行うため、経営指導員等の研修会参加による資質向

上を図るとともに、その知識やスキルを組織全体で共有する仕組みづくりを構築する。 

   また高知県内支援機関との情報交換も積極的に行い、経営指導員等の小規模事業者支

援能力の強化を図る。 

 【方針】 

  ①経営指導員等の研修会参加による商工会職員の資質向上を行い定期的に知識の共有

化を図る。小規模事業者の分析結果等をデータベース化し、組織として支援ノウハウ

を共有する仕組みを構築する。 

  ②専門家や高知県内支援機関との情報交換等の定期的な実施による支援ノウハウ等の

共有を図る。 

③日高村商工会経営発達支援計画評価検討委員会を新たに設置し、事業の評価・見直し

を行い、結果を公表することで、効果的なＰＣＤＡサイクルを構築する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成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】 

 

 現状では小規模事業者の事業計画策定支援等の際、断片的に地域経済動向情報を収集し

ているものの、その情報を広く活用出来ていない。個々の企業の規模や経営資源、商圏か

らみた事業の将来性を把握したうえで、情報提供を行う必要がある為、統計資料を把握す

るとともに、個別企業訪問による聞き取り調査を実施し、村内の小規模事業者の収益状

況・景況・経済動向を情報収集し、業種別・地域別に課題を整理して分析を行い経営支援

や事業計画策定に活かせる資料を作成する。また小規模事業者自らが中長期的な経営方針

を導き出せる根拠資料として活用してもらうため、当会ＨＰで情報提供を行う。 

 

（事業内容） 

調査分析項目 内   容 頻度 

日高村内人口

調査 

過去５ヶ年の人口・世帯数・高齢化率を時系列で示すと

ともに、四半期ごとに人口・世帯数・高齢化率をタイム

リーに把握し、商工会ＨＰにて情報提供する。 

四半期毎 

空き店舗調査 

年１回、日高村内の国道３３号線沿いに立地する空き店

舗を巡回にて実施調査し、地図に落とし込み、創業者や

移転者が活用できる情報を整備し、対象者に都度提供す

る。 

年１回 

日高村景況調

査 

日高村内の全小規模事業者に対し、調査項目を「業況判

断ＤＩ（業種別）」「売上額ＤＩ」「原材料及び商品仕

入単価ＤＩ」「採算性（経常利益）ＤＩ」「設備投資動

向」とする景況調査を、巡回や郵送調査により実施し、

特異な傾向や特徴を把握、整理する。 

次年度以降に先の調査分析結果と比較するため、２０社

抽出した標本調査を実施し、短期的な動向を分析する。 

収集した情報は商工会ＨＰにて情報提供する。 

隔年１回 

 

※標本調査

は年２回 

事業承継調査 

事業承継に係るアンケートを実施し、後継者の有無、今

後の事業承継の考え方、後継者に関する悩み、生前贈与

の検討、親族以外への承継を検討しない理由や承継時期

を調査・分析することで、問題点を把握し計画的な事業

承継を実施する。 

隔年１回 
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（目標） 

 上記の調査・収集・分析データは、経営状況の分析や事業計画の策定支援を実施する際の

基礎資料として活用する。また日高村の実情にあわせたデータに整理し、当会ホームページ

上に公開することで、小規模事業者が今後の経営方針を決定する際にデータ活用ができる環

境づくりを行う。この取り組みによって小規模事業者では把握することが難しい外部環境の

情報提供体制が構築され、実現性の高い事業計画策定支援に繋げることが出来る。 
 

調査内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

日高村内人口調査 ― 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 

空き店舗調査 ― １回 １回 １回 １回 １回 １回 

日高村景況調査 

全小規模事業者 

（10～11月） 

― １回 ― １回 ― １回 ― 

日高村景況調査 

標本調査 ※20社 

（7月、1月） 

― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

事業承継調査 

（10～11月） 
― １回 ― １回 ― １回 ― 

HPデータ更新 ― 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 本商工会における従来の経営支援では、各種補助金申請支援時、金融斡旋時にあわせて断

片的に経営分析を実施する程度であった。経営発達支援事業においては、事業の持続発展、

販路開拓等に意欲的な小規模事業者を広く対象とし、下記の通り経営分析を実施する。 

 

 日高村の小規模事業者の抱える経営課題を正確に把握し、事業計画策定のために巡回、窓

口相談を通じて調査シート（※別表）を活用することで、情報（沿革や事業規模、売れ筋商

品、売上傾向、顧客の需要・市場動向、自社の強み）を収集・整理し、データベース化する。 

 調査シートは、継続的に支援をしていく中で随時更新し、年度毎にデータをまとめて保存

していくことで、経過等を把握できるようにする。データベース化した調査シートは小規模

事業者の持続的発展に向けたサポートに活用する。 
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    ※別表 
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 また商工会単独での分析等が難しい専門的な課題については、専門家（中小企業診断士、

税理士、弁理士、弁護士等）、高知県商工会連合会、よろず支援拠点、高知県事業引継ぎ支

援センター等と連携し、高知県、地元金融機関、日本政策金融公庫等の協力を得ながら分析

を実施する。 

 

 

（分析項目と分析手法） 

・財務分析 

売上推移表や損益計算書、キャッシュフロー計算書から財務分析を行い、また帳簿確認した

上で決算書との乖離や経理方法の確認をし、ミスリードをおこさない分析を実施する。同業

他社等との比較による問題点の抽出や目標利益達成損益分岐点売上高を明らかにする。 

 

・ＳＷＯＴ分析 

ＳＷＯＴ分析による経営分析を実施し、事業者とともに、内部環境や外部環境を強み・弱み・

機会・脅威の４つのカテゴリーで要因分析し、売上高や利益に直結する課題を抽出する。 

 

・ＡＢＣ分析 

商品（サービス）や販売先等の売上高と粗利益を重点分析することにより、事業者ごとの売

れ筋商品や死に筋商品を把握し、品揃えの最適化を図る。 

 

（目標） 

 年間巡回計画を作成し、巡回訪問により調査シートを作成していき、経営課題を解決する

ために経営分析を実施していく。 

 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

巡回訪問件数 300 400 400 450 450 450 

経営分析件数 - 7 8 10 10 10 

調査シート作成件数 - 7 8 10 10 10 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

 事業者が経営課題を解決するために「１．地域の経済動向調査」及び「２．経営状況の分

析」、「５．需要動向調査」の結果を踏まえた上で、各事業所の強みを活かし、売上高や利

益に直結する持続発展的な事業計画の策定支援を実施する。また専門家（中小企業診断士、

税理士、弁理士、弁護士等）、高知県商工会連合会、よろず支援拠点、高知県事業引継ぎ支

援センター等と連携を図り、調査シート及び経営分析を行った資料を元に課題解決の重要

度・優先順位を検討した上で事業計画策定支援を行うとともに伴走型の支援を行い、小規模

事業者の持続的な発展を図る。 
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 （事業内容） 

 ①事業計画策定を推進するために事業者の支援ニーズ掘り起こしを実施する。 

  イ．巡回・窓口相談時に調査シート作成から入り、事業計画策定を目指す小規模事業者

の支援ニーズ掘り起しを行う。 

  ロ．日々の記帳指導や決算期を通じて記帳指導事業所及び決算・確定申告指導事業所に

対する支援ニーズ掘り起しを行う。 

 ②創業予定者、希望者には、開業計画、需要を見据えた事業計画策定の必要性を十分に理

解できるよう伴走型支援を行う。また高知県商工会連合会が主催する創業塾等、創業に

係る情報提供を行うことで、知識の向上を図り、事業計画策定・資金調達等の課題を経

営指導員と共に解決する。 

 ③事業承継希望者には専門家（中小企業診断士、税理士、弁護士等）、高知県商工会連合

会、高知県事業引継ぎ支援センター等と連携し、事業者に適応した事業承継計画を作成

する。 

 ④事業計画作成については、必要に応じて、専門家派遣（中小企業診断士、税理士、弁護

士等）、高知県商工会連合会の中小企業診断士や専門経営指導員を活用し、様々な視点

からの検討を行った上で実施する。 

 

 （目標） 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定件数 1 5 7 7 8 8 

創業計画策定件数 - 1 1 1 1 1 

専門家派遣等による支援 - 1 2 2 3 3 

 
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 （事業内容） 

 ①事業計画策定後は四半期に１回は巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うと共に、事業

実施が困難な場合は、その原因を分析し計画の見直しについて指導、助言を行い、速や

かに事業計画の軌道修正を図る。また必要に応じ、専門家（中小企業診断士、税理士、

弁護士等）、ミラサポを通じた中小機構専門家派遣、高知県商工会連合会の専門家派遣、

高知県事業引継ぎ支援センター等を積極的に活用し、経営課題を解決する。 

 ②売上増加や収益改善に伴い資金が必要な場合、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改

善資金（マル経）や小規模事業者経営発達支援融資制度等を活用して事業者にとって有

利な施策で資金調達面の支援を実施する。 

 ③販路開拓や設備投資等は、国等の補助金制度の周知を図り、その申請の助言、指導、支

援を実施する。 

 ④上記の結果を踏まえ、景気動向、経済情勢等経営環境の変化があった場合は、都度軌道

修正を行うことでＰＤＣＡサイクルを確立させ、小規模事業者の持続的発展に向けた伴

走型支援を実施する。 
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（目   標） 

 支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定件数 1 5 7 7 8 8 

フォローアップ延回数 4 20 28 28 32 32 

創業フォローアップ延回数 - 4 4 4 4 4 

専門家派遣制度利用 1 2 4 4 6 6 
 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

 現状では、巡回指導や補助金申請時に小規模事業者が開発した商品、サービスに対して、

事後的に販路開拓等の支援を行っているため、効果的な支援となっていない場合が多い。 

 小規模事業者の販売する商品・提供するサービスに関する需要動向を事前に収集・整理・

分析した情報を小規模事業者に提供し、事業計画に随時反映させることにより、円滑な事業

計画の実施支援を行う必要がある。 

 

 

 

（本事業での取り組み） 

 需要動向調査により収集・分析した情報は、小規模事業者が事業計画を策定する際に実施

する経営分析で活用する。小規模事業者に需要動向を把握することの重要性を認識させ、デ

ータ及び分析結果を踏まえ、策定した事業計画書によって商品・サービスの磨き上げや販路

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の向上に繋げる。 

 

 

 

（実施内容） 

 １．ＢｔｏＢを目的とした需要調査 

  バイヤー商談会における需要調査 

 バイヤー商談会を通じて、試作・開発した商品の内容・包装・内容量・価格・想定し

ている販売先（売り場）等に関し、プレゼンテーションを行い、バイヤーから各項目に

ついてヒアリング調査を実施することで、その評価を基に販売促進先の選定や商品を磨

き上げ、販路拡大に繋げる。 
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 ２．ＢｔｏＣを目的とした需要調査 

  ①対面方式による商品評価調査 

個社の新商品や既存商品の評価を希望する小規模事業者を対象に、村の駅ひだかや

まるごと高知等の来場者を対象とした対面方式の商品評価調査（１事業者１商品につ

き５０件）を実施し、消費者特性（年齢、性別など）、商品評価（味、食感、価格、

分量、パッケージ、ネーミング、ＰＯＰ等の良い点・悪い点、購入希望価格、購入意

向の高さ）を聴取し、収集した評価調査内容を整理・分析する。 

商品評価調査の結果を対象事業所に示し、消費者目線での商品評価を踏まえた改善

点を検討し、商品改良や新商品開発を実施する。 

 

 （目標） 

 支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 
バイヤー商談会における需

要動向の提供事業者数 
- 1 2 2 3 3 

対面方式による商品評

価調査の提供事業者数 
- 1 2 2 2 2 

⇒収集サンプル数 - 50 100 100 100 100 

 

 

 

 

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】 

 

（現状と課題） 

 現状では、新たな需要の開拓に寄与する事業は、小規模事業者の販売する商品、提供す

るサービスに関する展示会・商談会への出展等の情報提供のみとなっており、出展前の事

前準備や出展後のフォローアップが実施できておらず、今後の事業展開へ向けての伴走型

支援が行えていなかった。またＩＴを活用したホームページによる販売促進や電子商取引

については、支援事業所からの要請があってからの対応型支援になっており、事業計画作

成と合わせた需要開拓支援が行えていなかった。 

 

（本事業での取り組み） 

 事業計画を策定した小規模事業者の商品、サービスを地域内外への新たな需要開拓によ

る新規顧客獲得や販路拡大に繋げていく。具体的には商工会ホームページや会報を通じて

展示会及び商談会の出展に関する情報提供を行う。また情報提供に加え、出展を希望され

る小規模事業者に対しては、出展前、出展後に伴走型による適切な支援を行うことで、商

談設立件数を増やしていく。 

 ＩＴの活用については、小規模事業者の強みや売れ筋商品、店舗の魅力等を把握し、場

合によっては専門家と相談しながら、店舗、工場・商品等の紹介にとどまらない新たな販

路開拓に繋がる強み（魅力）を伝える情報発信支援を実施する。 
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（事業内容） 

 ①展示会・商談会への出展支援 

   事業計画策定事業者と新商品開発・新サービスの

提供を実施する事業者を対象に、販路開拓や新規顧

客獲得に向けた展示会・商談会に参加する際に事前

準備支援として中小企業診断士等の専門家と協力

して商品・サービスのＰＲシートやパンフレット作

成、展示会・商談会における顧客からの聞き取り調

査シートの作成と、商談等でのプレゼンテーション

能力の向上を支援することにより、適切な事前準備

を実施することで、当日のプレゼンテーションのみ

でなく展示会・商談会参加後の商品サンプル提供や

商談、商品（内容・包装・内容量・価格等）に関す

る評価や改善点の情報収集が実現できる。 

   事後支援としては、展示会・商談会等で得られた

顧客からの聞き取り調査シートから「顧客への商品

サンプル提供状況」「顧客との商談進捗状況」「商

品の評価、改善点」等に整理し、事前準備支援を行

った専門家と共に商品・サービスの需要分析の実施

による商品・サービスの磨き上げやＰＲシート・パ

ンフレット・プレゼンテーション方法等を検討する

ことで、次回参加時における商談成功率の向上に繋

げる。 

 

（想定している展示会等） 

主催者等  

高知商工会議所 

高知県商工会連合会 

トップバイヤーセミナー・個別相談会 

商品についてトップバイヤーから直接フィードバック 

全国商工会連合会 
ニッポン全国物産展 

毎年１回、全国規模で開催 

㈱ふるさとサービス 
むらからまちから館 

アンテナショップでの展示・販売 

(一財)高知県地産外商公社 
まるごと高知 

アンテナショップでの展示・販売 

㈱村の駅ひだか 
村の駅ひだか 

アンテナショップでの展示・販売 

高知県産業振興センター 
ものづくり総合技術展 

機械等製造業者の開発製品・技術の展示やデモ 

 

 

展示会・商談会広報⇒事業所の参加申込 

 

事前準備支援 （専門家と協力） 

・商品・サービスＰＲシート作成 

・パンフレット作成 

・顧客からの聞き取り調査シート作成 

・プレゼンテーション能力向上 

展示会・商談会 

顧客への商品・サービスのプレゼンテー

ションを実施し、聞き取り調査シートを

用いて情報収集を実施する。 

事後支援（専門家と協力） 

聞き取り調査シートの分析から 

・商品・サービスの需要分析 

・商品の磨き上げ 

・ＰＲシート、パンフレット改善 
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②ＩＴ（ホームページ、ＳＮＳ等）を活用した新たな需要の開拓 

 地域内外問わず幅広い消費者に対してＰＲするため、現在ホームページを作成してい

ない事業者または有効活用出来ていない小規模事業者に対して、日高村商工会ホームペ

ージ内で企業紹介ページを作成、企業紹介、商品・製品のＰＲ方法を伴走型で支援し、

小規模事業者自らが更新できるよう支援を行うことで既存商圏以外への需要の掘り起

しを行う。また全国商工会連合会のＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への出品を促

し、知名度の向上と売上増加を図り、新たな需要を開拓する。 

 展示会・商談会に参加する小規模事業者や現在ホームページにて販路開拓に積極的に

取り組んでいる小規模事業者には、専門家派遣を通じてホームページリニューアルやＳ

ＥＯ対策、ＳＮＳ有効活用、多言語化、スマートフォン対応等を実施し、ホームページ

をより充実した販路開拓ツールとすることで、新たな需要の掘り起しを行う。 

 

 

 

③マスメディアを活用した広報支援 

  事業計画策定事業者と新商品開発・新サービスの提供を実施する事業者を中心に、認

知度を高め、新たな需要を開拓するために商工会から各種報道機関へプレスリリースを

行うことで、小規模事業者の広報支援を実施する。加えて、販路開拓による成功事例を

商工会ホームページ等でＰＲすることで、地域の小規模事業者への波及効果も期待でき

る。 

 

 

 

（目標） 

 内 容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①展示会等参加件数 - 1 1 2 2 2 

うち成約件数 - 1 3 5 5 10 

専門家活用事業者数 - 1 2 2 3 4 

②アンテナショップ等へ 

 の出品事業者数 
- 2 3 3 3 3 

目標売上高   単位：千円 - 200 500 700 1,000 1,000 

③日高村商工会企業紹介 

 ページ参加事業者数 
- 20 20 20 20 20 

④インターネット販売事業者数 1 2 3 4 6 7 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売金額 単位：千円 100 1,000 2,000 3,500 4,000 5,000 

専門家活用事業者数 0 2 3 4 4 4 

⑤マスメディアへの広報数 - 2 4 5 5 5 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（目的） 

地域経済の活性化にあたっては、これまで日高村、商工会、農協、各団体・企業がそ

れぞれの立場から単独で取り組んでいたため、結果として単発的な取り組みとなること

が多く、成果が乏しい面があった。そこで日高村、高知県地域支援企画員、日高村地域

おこし協力隊、コスモス農業協同組合、㈱村の駅ひだか、㈱屋形船仁淀川、日高村商工

会、その他地域関連団体と連携し、「（仮称）日高村地域経済活性化情報交換会議」を

年１回開催し、地域経済活性化の検討、各種団体及び組織の情報やノウハウの共有化を

図る。 

 

 

（現状と課題） 

 管内廃業者の増加に伴う空き店舗が増加傾向にあり、新規創業者の掘り起しと、創業者

の空き店舗への誘致が、当地域における商業活性化の大きな課題となっている。 

 また日高村が中心となり、交流人口の増加を捉えて実施している「オムライス街道」「日

高まるごとイタリアンプロジェクト」、「清流仁淀川の川下りを楽しめる屋形船」、地域特

産物の紹介・販売・観光情報発信を目的として設立した「㈱村の駅ひだか」など地域外を

対象とした取組は、着実にニーズを捉え、小規模事業者等の売上高の増加に結びついてい

るものの、現状では各々の機関が独自に動いているため、今後は各機関が連携することで

更なる地域ブランドの掘り起しを図りながら、更なる交流人口の拡大につなげることが重

要課題となっている。 

  

 

（事業内容） 

 ①地域資源の掘り起しと更なる有効活用 

 高知県地域支援企画員や日高村地域おこし協力隊等と連携し、地域の動きや情報を拾い

あげ、拾い出した情報の中から新たな特産品開発と農商工連携や６次産業化等による事業

化の展開方策を協議する。また「仁淀川の地下水などを利用した和紙産業」、「シュガー

トマト」、「霧山茶」、「仁淀川屋形船」などの地域資源の更なる磨き上げや新事業展開

等を協議する。実際に事業化に取り組む際は、小規模事業者地域力活用新事業全国展開事

業（中小企業庁）や高知県食品ビジネスまるごと応援事業（高知県）等を活用し取り組む。 

 

 

 

 ②㈱村の駅ひだかを活用した地域経済活性化策の立案 

 ㈱村の駅ひだかを活用した新たな商業活性化策として、特産品であるシュガートマト、

霧山茶、農産物等を全国にアピールし、日高村、高知県地域支援企画員、日高村地域おこ

し協力隊、㈱村の駅ひだか、小規模事業者と共に当地域および㈱村の駅ひだかの知名度を

向上させるコンセプトづくりと地域内小規模事業者の売上増加や利益確保につながる地

域経済活性化策を立案する。 
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 ③㈱屋形船仁淀川、㈱村の駅ひだか、オムライス街道等による更なる交流人口の拡大 

  交流人口の拡大に寄与する事業として、当村の有する地域資源を「食」「遊」「買い物」

「観る」等を中心としてジャンル別に整理した上で、日高村、高知県地域支援企画員、日

高村地域おこし協力隊、㈱屋形船仁淀川、㈱村の駅ひだか、小規模事業者、商工会等で作

るワークショップで検討を重ねることで、日高村内の各ジャンルを各々選択して楽しむこ

とで回遊性を高めることを目的とした、ガイドブック等の作成を検討、支援する。 

 

 

 

 

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 

  

（現状と課題） 

   当商工会における経営指導員等の支援ノウハウについては、個人の能力と努力に依存す

る部分が多く、また経営指導員１人区であるため、他商工会等経営指導員との情報交換や

相談を行う機会は少なかった。専門的な課題が生じた場合に随時専門家や高知県商工会連

合会、日本政策金融公庫高知支店に相談を行い、支援を行ってきたが、１人区ゆえ日常の

支援業務を通じての情報交換等、支援ノウハウ等の共有化は行えていなかった。 

 

 

 

（本事業での取り組み） 

   今後は、高吾地区商工会（いの町商工会・土佐市商工会・佐川町商工会・越知町商工会・

仁淀川町商工会）及び関係機関（高知県商工労働部経営支援課・高知県産業振興部計画推

進部・高知県商工会連合会・高知県産業振興センター・高知県事業引継ぎ支援センター）、

専門家等と連携し、小規模事業者に対する支援ノウハウ等の共有するための情報交換につ

いて以下の事業を行う。 

 

 

 

 （事業内容） 

  ①関係機関（高知県商工労働部経営支援課・高知産業振興部計画推進部・高知県商工会

連合会・高知県産業振興センター・高知県事業引継ぎ支援センター）と高吾地区商工

会（いの町商工会・土佐市商工会・佐川町商工会・越知町商工会・仁淀川町商工会・

日高村商工会）で構成された「連絡会議」（主催：高知県商工労働部経営支援課）を

年３回開催し、経営発達支援計画や経営計画策定に関する各商工会の取組み事例発

表・意見交換や各種施策等の情報共有を図り、伴走型支援ノウハウの共有化を図る。

（年３回開催） 
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  ②日本政策金融公庫高知支店、高知県信用保証協会が主催又は共催する説明会、研修会

に積極的に参加し、経済情勢による新たなる制度の情報収集や景気・市場動向につい

ての意見交換を行い、支援ノウハウの共有化を図る。（年２回開催） 

 

 

 

  ③専門的知識が必要な事業計画の策定については、中小企業診断士、弁護士、弁理士、

税理士等と協力し、伴走型支援による事業計画策定を実施することにより、支援ノウ

ハウの共有化を図る。（年６回開催） 

 

 

 

  ④高知県商工会等職員協議会が主催する支援事例発表大会を通じて、支援の実態や支援

ノウハウの共有化を図る。（年２回開催） 

 

 

 

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かなめであり、その経営支援の最前線に立つ経営指導

員・経営支援員は、自らの支援能力を高めるため自己研鑽が重要である。支援の現場で学

ぶＯＪＴと外部の研修施設等で学ぶＯＦＦ－ＪＴを組み合わせて経営指導員・経営支援員

の支援能力の向上を図り、かつ職場内での情報・ノウハウの共有を図ることで組織として

の支援力の底上げを図る。 

 

 

 

（事業内容） 

 ①高知県商工会連合会の主催する経営指導員等基本能力研修への参加 

  高知県商工会連合会が主催する基本能力研修に参加することで、経営支援に係る手法と

支援ノウハウの習得を図る。（１人：年１回以上） 

 

 

 

 ②中小企業基盤整備機構の主催する経営指導員向け小規模事業者支援研修への参加 

  中小企業基盤整備機構主催の小規模事業者支援研修に参加することで、より実績的な支

援方法と支援ノウハウの習得を図る。（経営指導員：年１回以上） 
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 ③支援ノウハウのデータベース化による可視化・蓄積 

個々の職員が習得した支援ノウハウ（「２．経営状況の分析」の中で作成した調査シー

ト等や「３．事業計画策定支援」・「４．事業計画策定後の実施支援」で作成した事業

計画書等）を可視化・蓄積し、組織の情報として商工会内のデータサーバに保存し、全

職員が閲覧・提供可能なものとする事で支援ノウハウの共有化を図る。 

 

 

 

 全職員がＯＪＴにより支援能力のアップを図り、研修やセミナーで習得した支援スキルや

事業計画策定事業者の経営情報・支援状況を職員間で共有するために、経営発達支援会議

を年３回開催し、組織としての支援力を向上させる。 

 

 
 

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 

 

 経営発達支援計画を円滑かつ効果的に実施するために、日高村商工会経営発達支援計画評

価検討委員会を設置し、毎年７月、２月の年２回開催する。まず７月に年度当初計画決定を

し、翌年の２月に各事業の成果、評価及び見直しを行う。当発達支援計画を遂行する中で、

小規模事業者、支援機関、日高村、商工会等がそれぞれの責務と役割を明確にし、相互連携

の中で当経営発達支援計画のＰＤＣＡサイクルを構築する。 

ＰＤＣＡサイクルの構築に当たっては、外部有識者（域外の中小企業診断士）の見識を取

り入れることで、事業成果を検証及び改善によって計画の精度を高め、小規模事業者への支

援強化を図る。 

なお、評価検討委員会における評価と見直しの結果は、商工会ホームページに掲載する他、

商工会総会資料にも掲載して取組み事業の状況、成果、改善点、改善策を周知する。 
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（日高村商工会経営発達新計画評価検討委員会組織構成） 

 人数 構成 

商工会役員 5 会長（１）、副会長（２）、その他役員（２） 

若手経営者 3 若手経営者（３） 

高知県商工会連合会 1 広域指導課長（１） 

外部有識者 1 域外の中小企業診断士（１） 

日高村職員 1 日高村産業環境課長（１） 

計 11  

 

 

 

（ＰＤＣＡスキーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（計画作成）Ｐ 

日高村商工会 

 
 

日高村商工会経営発達支援計画評価検討委員会 

予算（案）、事業計画（案）の検討 

 
 

理事会にて決定・承認 

（実行）Ｄ 

日高村商工会及び 

各関係団体との連携 

支
援 

意
見 

小規模事業者 

 

（評価）Ｃ 

日高村商工会経営発達支援計画評価検討委員会 

事業達成度・成果を評価 

事業の見直し・廃止・改善点を指示 

商工会ホームページにて資料、議事録公開 

（承認）Ａ 

理事会へ提案 

総会へ報告 

（改善）Ａ 

改善計画の検討 
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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 29年 7月現在） 

（１）組織体制 

 

 ①日高村商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者数  １６７名 

会員数  １２８名 

役員数  １５名 

職員数  ５名 

内経営指導員数  １名 

 

 ②商工会事務局組織（職員５名） 

   事務局長             １名 

   経営指導員            １名 

   経営支援員（補助員）       １名 

   経営支援員（記帳専任職員）    １名 

   一般職員（記帳指導員）      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り組み、目標達成を目指す。 

 

 

 

 

総 会 

理事会 

会 長 

副会長・理事 

青年・女性部 

監 事 

委員会 

商工業者 

金融審査委員会 

会 員 
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（３）連絡先 

 日高村商工会 

〒 781-2153 

住所 高知県高岡郡日高村本郷 61番地 1 2F 

電話 0889-24-5901 FAX  0889-24-4415 

E-Mail hidaka@kochi-shokokai.jp 

 

 

 

（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 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 2,020 2,120 2,120 2,220 2,270 

 

各種調査事業費 

専門家支援事業費 

需要開拓事業 

地域活性化事業費 

会議費 

 

600 

300 

600 

500 

20 

500 

400 

600 

600 

20 

500 

400 

600 

600 

20 

500 

500 

600 

600 

20 

500 

550 

600 

600 

20 

 

 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国・県及び村補助金のほか本事業実施にあたり活用可能な委託費等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

mailto:hidaka@kochi-shokokai.jp
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（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査及び経営状況の分析 

  情報交換 

  専門家による経営分析と助言 

 

２．事業計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援 

  情報交換 

  事業計画策定支援及び事業者への助言 

 

３．需要動向調査及び新たな需要の開拓 

  情報交換 

  専門家による助言 

  ビジネスマッチングの機会提供 

 

４．地域経済活性化の取組 

  情報交換 

  ビジネスマッチングの機会提供 

 

５．支援能力の向上 

  支援ノウハウの情報交換 

  経営指導員等の計画策定能力の向上 

 

 

連携者及びその役割 
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名称（代表者） 住所 連携する内容 

中小企業基盤整備機構 

（理事長 豊永厚志） 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 

・専門家による経営分析と助言

および効果的な指導 

・実現可能な事業計画の策定支 

 援 

・新規創業者支援 

・販路開拓支援 

中小企業基盤整備機構 四国 

（本部長 上川謙二） 
香川県高松市サンポート 2-1 

高知県産業振興センター 

（理事長 栗山典久） 
高知県高知市布師田 3992-2 

高知県よろず支援拠点 

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

日本政策金融公庫高知支店 

（支店長 前田浩志） 
高知県高知市堺町 2-26 

・事業資金の調達支援 

・新規創業者支援 

・支援力向上にむけた情報交換 

高知銀行伊野支店 

（支店長 門舛俊也） 
高知県吾川郡いの町新町 80 

四国銀行伊野兼枝川支店 

（支店長 大久保貴人） 
高知県吾川郡いの町 3602-2 

高知県事業承継・引継ぎ支援セン

ター（統括責任者 原浩一郎） 
高知県高知市本町 4-1-32 

・事業承継・創業・第二創業等

に向けた支援 

上田章夫 
 税理士・経営革新等支援機関 

高知県高知市八反町 1-8-19 ・専門家による経営分析と助言

および効果的な指導 

・実現可能な事業計画の策定支 

 援 

・新規創業者支援 

山﨑公亮 
 税理士・経営革新等支援機関 

高知県高知市一宮町 2-27-19 

宮田稔 
 中小企業診断士・経営革新等支援機関 

高知県香南市野市町みどり野

3-21 

日高村 

（村長 戸梶眞幸） 
高知県高岡郡日高村本郷 61-1 

・新規創業者支援 

・地域商工観光業の振興 

全国商工会連合会 

（会長 森義久） 

東京都千代田区有楽町 1 丁目

7-1 

・国等の施策情報収集 

・展示会等斡旋 

・販路開拓 

・ビジネスマッチング 

・支援能力向上に向けた意見交

換 

高知県商工会連合会 

（会長 武田秀義） 
高知県高知市布師田 3992-2 

いの町商工会 

（会長 松木健二） 
高知県吾川郡いの町 3165-1 

・支援能力向上に向けた意見交

換 

土佐市商工会 

（会長 金子尚浴） 
高知県土佐市高岡町乙 3480-6 

佐川町商工会 

（会長 大原淑道） 
高知県高岡郡佐川町甲 1650-2 

越知町商工会 

（会長 坂本健常） 

高知県高岡郡越知町越知甲

1947-6 

仁淀川町商工会 

（会長 大原哲夫） 

高知県吾川郡仁淀川町大崎

460-1 仁淀川町中央公民館２階 
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事業計画 

策定・実施 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

支援能力向上 

新たな 

需要開拓 

事業承継 

創業･第二次創業 

経営分析 

需要動向調査 

日 

高 

村 
商 
工 

会 

小 

規 

模 

事 

業 

者 

等 
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 

中小企業診断士、税理士、専門家等 

高知県商工会連合会 

中小企業基盤整備機構 

高知県よろず支援拠点 

日本政策金融公庫、四国銀行、高知銀行 

全国商工会連合会、高知県商工会連合会 

いの町商工会、土佐市商工会、佐川町商

工会、越知町商工会、仁淀川町商工会 

専門家等 

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 

日本政策金融公庫、四国銀行、高知銀行 

中小企業診断士、税理士、専門家等 

高知県商工会連合会、日高村 

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 

高知県事業承継・引継ぎ支援センター 

日本政策金融公庫、四国銀行、高知銀行 

中小企業診断士、税理士、専門家等 

高知県商工会連合会、日高村 

中小企業基盤整備機構 

全国商工会連合会 

高知県商工会連合会 

高知県、日高村 

中小企業診断士、税理士、専門家等 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 


