
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 津野町商工会（法人番号：６４９０００５００４２８０） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 関係機関等との連携を密にし、地域資源を活かした新商品の開発や既存製品の磨き上げ等

の提案、販路開拓の支援を行い、様々な角度から経営課題の解決に取り組み、地域商工業

者の維持・発展を主とした支援体制を強化する。商工業者の個々に応じた継続的な支援を

実施することで事業者の持続的発展を目標とする。 

事業内容 Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域の経済動向を定期的にアンケートによる調査をし、外部データと合わせて分析を行

う。分析結果を当会ＨＰにて小規模事業者に公表する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

客観的な経営分析に基づく経営計画の策定と実行を支援していくため、小規模事業者の支

援ニーズ調査を実施し、結果を基に巡回訪問することで経営課題の把握・分析をする。商

工会職員単独では、困難な経営分析の事案に対しては専門家派遣を活用し、経営分析を実

施する。また、小規模事業者の経営分析能力の向上を目的としたセミナーを開催する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

巡回や説明会による小規模事業者の啓発を促し、事業の持続発展に意欲的な事業者を発掘

し、事業経営計画策定支援を取り組み、地域経済のボトムアップを目指す。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画の実施をフォローアップするために 3年間を目途とし、四半期に一度以上の巡回

訪問を実施する。巡回訪問の際に計画実行の詳細に関するアドバイスや必要に応じて計画

の変更等サポートを行う。専門的な課題には、他の支援機関や専門家と連携して取り組

む。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

需要動向や消費者ニーズの各調査を行い、小規模事業者へ情報を提供し、販路開拓等を売

上につながる支援を実施する。 

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】 

各社の販路開拓に結びつくと考えられる展示会や商談会の情報提供を行い、出店前・出店

中・出店後の各段階に必要な支援をすることにより商談成約に結びつける。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

津野町のイメージアップ・特産品開発・津野町ブランド戦略を実行するため「津野町地域

経済会議（仮）」を設立し、地域経済の活性化や事業の推進に積極的に関与し主導的な役

割を果たしていく。 

連絡先 〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野 479 

津野町商工会 本所 

電話 0889-55-2034  FAX 0889-55-2740 

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

メール：tsuno@kochi-shokokai.jp

http://www.kochi-shokokai.jp/tsuno/
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（別表１） 

経営発達支援事業の目標 

 

1.地域の現状と商工会の課題 

 

（１）地域の概況 

津野町は、高知県の中西部に位置する面積１９７．８５平方キロメートルの地域で、北

部は東から佐川町、越知町、仁淀川町、愛媛県久万高原町、西部は梼原町、南部は西から

四万十町、中土佐町、東部は須崎市に接しています。 

四国山地に抱えられた地域は急峻で、約９０％が山林で占められ、農地や宅地の面積比

率は低くなっています。葉山地域は中央部を東西に清流新荘川が、東津野地域は東部に不

入山を源流とする日本最後の清流四万十川、中央部四万十川の支流北川が流れ、どちらの

地域も川沿いに集落が点在しています。津野町の人口は、約 6,000 人で少子高齢化が顕著

な地域である。また、地域経済の担い手である小規模事業者の廃業件数も増している。今

後もこのような状態が続くと、さらなる地域経済の低迷が危惧される。 

 

【（第一表）津野町の人口・世帯数推移】 

区分 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 29年 

人口 7,258 6,862 6,407 5,974 

世帯数 2,449 2,463 2,406 2,688 

 

（２）各分野別の課題 

 ①商工業分野 

  地域経済の減退等を要因とし、小規模事業者の売上高が減少、さらには事業主の高齢

化・後継者不足、生産年齢の減少も加わり廃業が増加、小規模事業者数が減少している。

小規模事業者の持続発展に資するため、経営計画に基づいた経営の推進や、需要開拓・

販路開拓、さらには創業・事業承継への取組が必要とされている。 

 

 

 

【（第二表）津野町の商工業者・小規模事業者数推移】 

区分 平成 20年 平成 23年 平成 26年 平成 30年 

商工業者数 317 303 275 241 

小規模事業者数 295 293 265 231 

 

【業種別商工業者・小規模事業者数】        平成 30年 4月 1日現在（単位：社） 

区分 建設業 卸・小売 飲食・宿泊 サービス 製造 その他 計 

商工業者数 81 57 35 34 23 11 241 

小規模事業者数 79 52 35 34 21 10 231 
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②農業分野 

  本町の農用地は傾斜地が多いなど生産条件が厳しく、過疎化・高齢化による担い手の

減少や耕作放棄地が増加 

している。また農産物の価格低迷や生産資材価格の上昇等により、その経営は厳しく、６

次産業化等を通した高付加価値化が課題となっている。 

 

 ③林業分野 

  本町に占める森林面積の割合は９０％を占めており、古くから林業は基幹産業として

栄えてきた。しかしながら近年木材価格の低迷や生産コストの増加による採算性の悪化、

林業従事者の高齢化による担い手不足等を解消するため、地域内外での木材利用拡大（学

校机の木造化・公共施設の木造化等）が課題となっている。 

 

 ④観光分野 

  津野町は県内でも知名度が低い町であり、また多数の町外客を集客する観光施設もな

いため、年間観光入込客は 182,423人（平成 25・26年度平均）と多いとは言えない。こ

のため本町に点在する観光資源を有機的につなぐ観光ルート開発や、町のイメージアッ

プへの取組み、さらには土産物になるような特産品開発と「津野町ブランド」の確立が

課題となっている。 

 

 

（３）商工会としての課題 

  商工会においては、経営改善普及事業を通じて、地域小規模事業者の経営支援を実施

してきてはいるものの、小規模事業者数の減少に表されている様に、必ずしも効果的な

支援とはなっていない。また地域の関係機関や各種産業間での意思共有と連携がさほど

図れておらず、地域活性化の取組みにおいても、単発のイベント等を実施することが中

心になってきている。 

  今後商工会としては上記商工業分野の課題解決を中心に置きつつ、農林業分野・観光

分野と関連させた取組を実施することで、津野町全体の産業振興に寄与していくことが

課題となっている。このため今後１０年程度を見越した中長期的な小規模事業者に対す

る振興のあり方を示したうえ、直近の５年間本計画で実施する目標を設定する。 

 

 

２．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

    

  小規模事業者各々の強みと、津野町の地域資源を活かした商品開発やブランド化への

取組を実施していくことで、小規模事業者の売上高向上を主とし、農林業・観光事業等、

地域経済に広く波及させていく。そのためこれまで以上に地産地商・外商戦略を強化し、

具体的な販路を開拓していくとともに、それらを達成する道筋として計画に基づいた経

営推進を強化していく。またこれら経営力向上への取組や、スムーズな事業承継や起業・

創業への取組を強化していくことで、小規模事業者減少への歯止めをかけていく。 
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 ＜中長期的な目標＞ 

①地域内外に誇れる伝統・技術・産品等の発掘による新商品開発を通じ、津野町商品の

ブランド力アップに結びつける 

②地産地商・外商戦略の強化を通じた地域内での経済好循環の確立と外貨の獲得による

地域経済の浮揚 

③小規模事業者の経営力強化を通じた、小規模事業者数減少への歯止め 

④空き店舗活用を含めた起業・創業の増加を通じた、小規模事業者数減少への歯止め 

⑤スムーズな事業承継実現を通じた廃業の食い止め 

⑥観光振興を通じた入込客の増加と関連業種への波及 

 

３．経営発達支援計画における目標 

    

  上記の中長期的な目標を達成していくための、本計画における六つの柱を下記のとお

り定めた。 

 

①地域資源を活用した「売れる商品」を開発・製造できる小規模事業者の創出 

②地産地商・外商戦略強化に向けた小規模事業者の販路開拓力・商談力の向上 

③実効性のある経営計画に基づく経営への転換による小規模事業者の持続発展 

④空き店舗を活用する創業者等の発掘と、早期経営安定化に向けた支援 

⑤後継者候補へのスムーズな事業継承支援と、後継者候補発掘に向けた支援 

⑥観光入込客増加に向け関係機関との連携を強化、振興策を協議・検討していく 

 

４．経営発達支援計画における取組方針 

①マーケットインの視点に立った商品づくりを支援 

小規模事業者がマーケットインに基づく「売れる商品づくり」を実施できるように需

要動向調査を実施、情報提供するとともに、専門家のアドバイスを効果的に組合せた

商品づくりを支援していく。 

②展示会・商談会・ECサイト等の情報提供と、出展・商談に向けた商談力の向上 

  小規模事業者にとって効果的な展示会・商談会・ECサイト等を個社の業種や想定ター

ゲットに応じて提供する。また個社の商談力向上に向けた支援を、専門家のアドバイ

スを交え実施していく。 

③経営計画の策定から実行を伴走型で支援 

  地域経済の動向や個社の経営分析結果を踏まえたうえで、実効性のある経営計画の策

定を支援。また定期的なモニタリング実施により、計画実行を支援し PDCAサイクルを

回していく。 

④空き店舗情報等の整理・情報提供と創業計画に基づく経営の推進を支援 

  空き店舗情報を整理・津野町役場と情報共有したうえで、創業予定者等にタイムリー

に情報を提供する。また創業予定者に対して、地域経済動向を踏まえたうえで実効性

のある経営計画の策定を支援。また定期的なモニタリング実施により、計画実行を支

援し PDCAサイクルを回していく。 

⑤事業承継ニーズの調査と、早期事業承継計画作成に向けた支援 

  町内の事業承継における現状を把握したうえで、スムーズな事業承継を支援していく。
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承継および後継者人材確保の案件を発掘した際には早期に高知県事業引継ぎ支援セン

ター・（一社）高知県移住促進・人材確保センターと連携し支援していく。 

 ⑥観光および関連産業の浮揚に向けた取組を協議・検討していく仕組みづくり 

津野町・津野山農協・ＪＡくろしお・津野町森林組合と連携し、津野町観光のイメー

ジアップに向けた取組みや、ブランド戦略・特産品開発にむけた取組を協議・検討し

ていく協議会を設立し、地域活性化に向けた基本計画を立案していく。 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

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３１年４月１日～平成３６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】 

 地域経済動向調査の現状は、従来から独自調査は実施しておらず、また経済動向の外部データ（２

次データ）についても、組織的なデータ管理や利活用をほとんど行っていない。 

経営発達支援計画においては、以下の通り地域経済動向を定期的に調査・把握することで、小規

模事業者に影響を及ぼす変化を分析する。調査分析したデータは「経営状況の分析」【指針①】、「事

業計画の策定支援」【指針②】や「事業計画策定後の実施支援」【指針②】の基礎データとして有効

活用するとともに、ＨＰで小規模事業者に公表していく。  

 

【事業内容】 

＜１次データの収集＞ 

①定期実施の景況調査 

津野町の主要産業である建設業・卸小売業・製造業・飲食宿泊業・サービス業、5業種を対象に、

巡回による定期景況調査を半期に一度実施し、地域経済の現状を把握するとともにＨＰで公表

する。 

 

「調査対象者」 下表の通り 16件 

 建設業 卸小売業 製造業 飲食宿泊業 サービス業 

小規模事業者数 79 者 52 者 21 者 35 者 34 者 

調査先数 4 件 4 件 2 件 3 件 3 件 

 「調査項目」 

売上（増・減）、仕入単価（上昇・低下）、採算（好転・悪化）、資金繰り（好転・悪化）、 

業況（好転・悪化） 

 「調査手法」 

   半期に 1度、巡回訪問によるヒアリング調査を実施する 

 「集計活用手法」 

   業種毎・項目毎に集計し、ホームページを通して年２回情報提供する。また事業計画策定支

援時の基礎資料として活用する 

 「目標」 

   現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査回数 - 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

ＨＰによる広報 - 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 
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 ②小規模事業者へのアンケート調査 

 地域小規模事業者が抱えている課題を把握するため下記のアンケート調査を郵送にて実施す

る。結果の収集・分析によって共通する課題を把握し商工会支援策に活かしていくとともに、

経営計画の策定に活用する。実施対象は町内小規模事業者全て（回収目標：約 20％）とし、実

施年度は２年に１度とする。 

 

「調査対象者」  

  町内小規模事業者全て 

 「調査項目」 

①小規模事業者の年齢構成 内容：代表者の年齢について 

②顧客層  内容：町内外・男女・年齢 

③経営状況  

③-1 売上 内容：増加・変化なし・減少 

③-2 利益 内容：同上 

③-3 仕入単価 内容：同上 

③-4 採算 内容：好転・変化なし・悪化 

③-5 資金繰り 内容：同上 

③-6 設備投資の状況 内容：過去 3年間の設備投資の有無 

③-7 取引状況 内容：県外顧客との取引の有無また売上全体の割合 

④経営課題 内容：人材について、商品について、収益性について等 

⑤景況感  

⑤-1 短期景況感 昨年度と比較 

⑤-2 中期景況感 3年前と比較 

⑤後継者の有無（状況） 内容：後継者の有無・いない場合は承継の希望の有無 

⑥将来に対する展望 内容：事業を拡大したい・維持したい・廃業したい等 

 「調査手法」 

   2年に 1回、郵送による一斉アンケート調査を実施する 

 「集計活用手法」 

   調査結果は項目毎に集計し、ホームページを通して 2 年に 1 回情報提供する。また商工会の

経営支援事業の策定、事業計画策定支援時の基礎資料として活用する 

 「目標」 

   現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査回数 - 年 1回 - 年 1回 - 年 1回 

郵送調査数 - 244件 - 244件 - 244件 

調査表回収数 - 50 件 - 50 件 - 50 件 

ＨＰによる広報 - 年 1回 - 年 1回 - 年 1回 
 

 

 

＜２次データの収集＞ 

  各種統計データから管内小規模事業者に影響を及ぼす項目（人口増減、他業種の景況、県内の

消費動向等）を収集・分析し、地域経済の現状を把握するとともに、当会会員向けとしては会報

を発行、非会員向けとしてＨＰにより小規模事業者に公表する。 
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 ①高知県景況調査（収集元：高知県商工会連合会） 

  津野町内の景況調査実施時にあわせ、高知県内の景気動向を収集する。結果については、津野

町景況調査と比較分析し今後の影響等を把握するとともに、当会ＨＰにより小規模事業者に公

表する。 

 

「収集項目」 

売上（増・減）、仕入単価（上昇・低下）、採算（好転・悪化）、資金繰り（好転・悪化）、 

業況（好転・悪化） 

 「収集手法」 

   半期に 1度、高知県商工会連合会より調査表を収集する 

 「集計活用手法」 

   業種毎・項目毎に津野町景況調査の結果と比較分析し、ホームページを通して年２回情報提

供する。また事業計画策定支援時の基礎資料として活用する 

 「目標」 

   現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査回数 - 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

ＨＰによる広報 - 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 
 

 ②新規開業者の動向調査（収集元：日本政策金融公庫） 

  全国の新規開業者の動向を年 1 回収集し、創業支援に活用するとともに、当会ＨＰにより小規

模事業者に公表する。 

 

 「収集項目」 

   資金調達先、売上採算状況、開業時に苦労したこと及び現在苦労していること 

 「収集方法」 

   年に 1度、日本政策金融公庫ＨＰより情報を収集する 

 「活用手法」 

   ホームページを通して年 1 回情報提供する。また創業計画策定等、創業支援時の基礎資料と

して活用する 

 「目標」 

   現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
調査回数 - 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

ＨＰによる広報 - 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 
 

 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営状況の分析は、これまで専門家や県連の中小企業診断士が財務分析や SWOT 分析を行った実績

はあるが、職員が経営分析を駆使し組織的な経営支援を行うことは少なかった。 

また、小規模事業者には、決算書による客観的な財政状況・損益状況・コスト水準の把握、自ら

の強みや弱みなどの分析を行うことなく、経験や勘を頼りに経営を行う事業者が多く、経営状況の

悪化の原因が判らないまま非効率な経営に陥るケースも見受けられる。 

 

経営発達支援事業においては、客観的な経営分析に基づく経営計画の策定と実行を支援していく

ため、以下の手順と項目により、小規模事業者の支援ニーズの発掘と経営分析を実施する。 
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（事業内容） 

①支援ニーズ調査 

町内小規模事業者全員を対象に、郵送により、次の支援類型に基づき経営発達等の支援ニーズを

調査し、経営発達支援事業の対象事業者を絞り込み、効果的な経営分析と事業計画の策定につな

げる。（2年に一度、地域経済動向調査の小規模事業者アンケート調査と同時に実施）またこの調

査は、専門家の指導助言を得て実施し、調査用紙の配布時には、経営発達支援事業の必要性や仕

組みを分かりやすく説明したパンフレットを同封し、支援ニーズの掘り起こしを行う。 

その後は必要に応じて随時補足調査を行うことにしているが、ニーズ調査で支援事業の希望者が

少ない場合は、巡回指導や商工会の単会総会を通じて事業者の理解を促進し掘り起こしを図るこ

ととしている。 

 

【類型１ 経営発達支援ニーズ】 

・事業計画に基づく経営発達支援事業の取組に関する意向確認 

・経営発達関連の経営革新、創業、第二創業の取組に関する意向確認 

【類型２ 事業支援ニーズ】 

・設備投資、商品開発、需要開発、販売促進等の支援ニーズ 

【類型３ 事業承継支援ニーズ】 

・高齢事業者等の代替わりを促進する事業整理や事業承継等の支援ニーズ 

 

②巡回指導による経営課題等の把握 

アンケート調査で経営発達支援を希望する事業者には、巡回指導時のヒアリングにより経営状況

や支援ニーズを補足し、事業者の経営課題を把握する。 

なお、巡回指導については、経営状況の分析だけでなく、他の経営発達支援面【指針②③④】に

おいても、事業者から経営状況や経営課題に関する生の声を聴き、経営指導員等が事業者と信頼

関係を築き支援を円滑に進める重要なツールとして、積極的に取組むこととする。 

 

③セミナーの開催（内容：経営分析・計画策定両面のノウハウ向上を目的とするセミナー） 

小規模事業者の経営分析能力向上を図るため、財務分析や SWOT 分析の手法を習得するセミナーを

開催する。（事業計画策定支援に関すること【指針②】」で後述する経営計画作成セミナーと同時

に開催する。）本セミナーは、経営分析手法や計画策定スキルの習得を目的に年に 1回（4時間程

度）開催する。 

 

【セミナー・カリキュラム】 

〇計画の必要性  経営計画（事業計画）策定の目的と必要性 

〇経営ビジョン  5年先 10年先を見越した経営戦略ビジョン 

〇経営分析手法 

 その１  財務諸表を活用した財務分析による経営課題の把握 

 その２  人的資源等の経営資源、マーケティング、顧客、競争関係等から事業者の強みと弱    

      みを洗い出す定性分析（SWOT 分析） 

 その３  経済社会、業界、技術進歩、顧客ニーズ等の外部要因からビジネスの機会と脅威を 

      判定する構造分析（SWOT 分析） 

〇経営計画作成演習 

  経営課題の解決に向け「経営状況分析手法」を活用し、経営ビジョンを設定し、取り組むべ 

  き手段や対策（経営手法、技術や設備の導入、人的資源の確保、資金融資など）を整理し、 

  中長期的な売上増加と利益確保を目指す事業計画の作成演習を行う。 
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④経営分析の実施 

次の財務分析と定性分析により的確に経営状況を把握するため、5年間で 50 件の経営分析を行い、

客観的に財務体質や経営環境上の強み・弱み・機会・脅威を判定し、実効性の高い事業計画の策

定支援に活用する。 

 

＜財務分析＞ 

財務分析については、貸借対照表、損益計算書やキャッシュフロー計算書等のデータを用いて、

財務分析診断シートによる経営分析（収益性分析・安全性分析・生産性分析・成長性分析）を行

い、経営状況を客観的に判断する資料として事業者に提供する。 

 

＜定性分析＞ 

事業者の経営に関連する各種要因を判定する定性分析では、SWOT分析を採用する。まず、SWOT 分

析では、事業者の経営姿勢、人的資源（経営者・従業員）、マーケティング、顧客、競争関係（競

合他社との優位性の比較）などのミクロ的内部要因を徹底的に洗い出し、企業の強みと弱みを的

確に把握するとともに、経済、社会、政治、技術進歩、産業構造、顧客ニーズなどマクロ的な外

部要因の変化を構造的に分析・整理し、経営上のチャンスと脅威を見極め、事業計画の策定に活

用する。 

 

⑤専門家派遣を通じた支援 

商工会職員単独で困難な経営分析の事案については、専門家の支援を通じて実施する。 

 

（目標） 

区分 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 

支援ニーズ調査 

郵送調査数 

調査票回収数 

－ 1回 

244件 

50件 

－ 

 

1回 

244 件 

50件 

－ 

 

1回 

244件 

50件 

巡回による調査 － 10件 15件 20件 25件 25件 

経営分析件数 － 4件 8件 12件 13件 13件 

セミナー開催数 

参加者数 

－ 1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

専門家活用回数 － 1回 1回 2回 2回 2回 

※セミナー開催については、事業計画策定支援に関すること【指針②】と同時開催 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

当会では、これまで持続化補助金等に伴う事業計画策定実績はあるが、経営発達支援事業の基本

指針に基づく本格的な事業計画の策定についてはあまり経験がなく、また補助金活用者に支援対象

者を限定した取組みとなっていた。 

本事業においては経営計画の重要性を広く普及させるために「経営計画作成に関する説明会」の

実施や巡回による啓発活動を通じ、事業の持続発展に意欲的な小規模事業者を発掘、上記経営分析

を実施したうえで、計画策定支援を実施する。 

また支援内容としては、中長期的な視点から事業者の売上高の維持・増加と利益確保を図るため、

経済動向調査【指針③】、経営分析【指針①】や需要動向調査【指針③】の成果を活用して、初年度

4件（1指導員あたり 2件）を目標に計画策定支援に取組み、地域経済のボトムアップを目指す。 
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（事業内容） 

①経営計画作成に関する説明会 

町内においては、経営計画作成経験のない小規模事業者が大部分を占めている。そこで経営計画

の重要性の啓発と計画作成に意欲的な事業者確保を目的とし、計画概要と作成手順およびその重

要性を学習・認識できる事業計画説明会を年 1回開催する。 

 

②経営指導員および支援員の巡回を通じた啓発活動 

 上記説明会と同様に経営計画の重要性の啓発と計画作成に意欲的な事業者確保を目的とし、経営

指導員等の巡回を通じ、計画概要と作成手順およびその重要性を説明する。 

 

③セミナーの開催（内容：経営分析・計画策定両面のノウハウ向上を目的とするセミナー） 

上記の説明会に加え、具体的に事業者の策定スキルやノウハウの習得を目的とする計画作成セミ

ナーを年 1回開催する。（経営分析に関すること【指針①】で開催するセミナーと同時に開催する。）

本セミナーは、経営分析手法や計画策定スキルの習得を目的に年に 1回（4 時間程度）開催する。 

※セミナー内容詳細は経営分析に関すること【指針①】に記載 

 

④経営計画策定支援 

経営計画策定に関しては、セミナー内で完結することは難しいため、経営指導員を中心とした巡

回指導により、詳細なヒアリング実施や、経営資料の提供を受け経営課題を把握したうえで、実

効性の高い経営計画策定を支援する。また事業展開に必要な農商工連携、6次産業化、需要開拓や

ブランド化、さらに補助事業・制度資金の活用や年次計画の詳細に至るまできめ細かな指導・助

言を行い、事業計画の完成度を高める。 

 

⑤専門家の支援 

高度専門的な事業計画事案については、専門家から情報提供・指導・助言を受け経営計画の質を

高める。 

＜活用を想定する専門家例＞ 

・高知県商工会連合会による専門家派遣 

・よろず支援拠点のコーディネーター支援 

・中小企業基盤整備機構の専門家支援 

 

（目標） 

区分 現状 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

経営計画作成説明会 

参加者数 

－ 1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

巡回啓発活動実施件数 － 4件 4件 6件 6件 6件 

セミナー開催 

参加者数 

－ 1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

1回 

10名 

事業計画策定事業者数 － 4件 4件 6件 6件 6件 

専門家支援回数 － 2回 2回 3回 3回 3回 

 

⑥その他の課題別支援 

＜事業承継支援＞ 

事業整理を予定する高齢事業者等については、支援ニーズ調査や巡回指導により支援ニーズを確
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実に把握し、事業整理に向けた財政・税務処理、資産・債務の整理、遺族や従業員への事業承継に

向けた取り組みを支援する。支援の際には高知県事業引継ぎ支援センター等と連携のうえ、事業承

継計画の策定支援を実施する。 

 

＜創業支援＞ 

後継者のいない収益力等に優れ高い企業価値を有する事業整理予定者には、第三者等への事業承

継を奨励し、「事業承継セミナー」への参加支援、「（一社）高知県移住促進・人材確保センター」や

「津野町役場」と連携し、Ｕターン・Ｉターン希望者等とのマッチングを行う。マッチング後の事

業承継希望者には、計画策定支援を実施する。 

 また津野町内の空き店舗情報を整理・津野町役場と情報共有したうえで、創業予定者等にタイム

リーに情報を提供、計画策定支援を実施し、スムーズな創業につなげる。 

  

（目標） 

区分 現状 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

事業承継計画策定件数 － 1件 1件 1件 1件 1件 

創業計画策定件数 － 1件 1件 1件 1件 1件 

 

 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
商工会では、これまで補助金の作成指導等でその都度の指導は行ってきたが、継続的な伴走型の

支援は行っていなかった。 

今後は、事業内容に沿って事業者に寄り添った伴走型支援に取り組む。また、事業計画に課題を

抱える事業者には、専門家派遣を活用し、計画の見直しを行うなど、継続的にフォローアップして

いく。 

 

①計画の実行・見直しと専門家等との連携支援 

事業計画の実施をフォローアップしていくために、３年間を目途とし、事業計画策定事業者全て

を対象に四半期に一度以上の巡回訪問を実施する。（事業承継・創業支援についても同頻度のフォ

ローアップを実施する）その際、計画実行の詳細に関するアドバイスを行うとともに、新たな経

営環境変化への適応等、必要に応じ計画内容の変更と伴走型支援の期間を延長してサポートを継

続する。また、専門的な課題については、他の支援機関や専門家と連携した支援を行う。 

 

＜支援の内容＞ 

・計画したアクションプランの遂行状況のチェックと実施上のアドバイス実施 

・計画した売上・利益の達成状況のチェックと達成・未達要因の分析 

・計画遂行上に生じている課題のヒアリングと、専門家、他の支援機関と連携した課題解決 

・経営環境変化に対して、当初計画の戦略が適合しているかのチェックとアドバイスの実施 

・売上増加局面等における資金繰り状況のチェック（増加運転資金の必要性等） 

 

⇒これらの活動を通じ、必要に応じ当初計画を修正のうえ実行支援をしていく。 

 

②必要な資金調達 

 事業実施上に必要となる設備資金・運転資金等に関しては、日本政策金融公庫の小規模事業者経

営発達支援資金・小規模事業者経営改善資金（マル経）、県制度融資等の活用を支援する。 
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③優良事例の活用 

事業計画実行時の参考となる他社の優良取組事例は、成功要因等を整理・分析のうえ、当該事業

者にフィードバックし、実行の効果をあげていく。 

 

（目標） 

区分 現状 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

支援事業者数 － 4件 4件 6件 6件 6件 

ﾌｫﾛｰ延回数 － 16回 32回 56回 64回 72 回 

 

区分 現状 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

事業承継支援事業者数 － 1件 1件 1件 1件 1件 

ﾌｫﾛｰ延回数 － 4回 8回 12回 12回 12回 

創業支援事業者数  1件 1件 1件 1件 1件 

ﾌｫﾛｰ延回数  4回 8回 12回 12回 12回 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

商工会では、これまで需要動向に関する組織的な情報管理や利活用は行っていない。また、小規

模事業者は、需要動向や消費者ニーズの情報収集力が弱く、販路開拓力の強い商品を開発・販売で

きる小規模事業者はごく僅かに限られている。地域経済の現状は、高齢化と人口減少の進行に伴い

大幅に地域需要が縮小する一方、商品・サービスに対する消費者ニーズも大きく変化している。そ

のような中、多くの小規模事業者は、このような需要構造の変化に敏感に適応できず売上が伸び悩

んでいる。 

 

このような中、消費者や顧客の需要動向について小規模事業者に情報を提供し、販路開拓等を通

じて売上増加に繋がる支援が求められている。 

 

（事業内容） 
津野町の地域資源を活用した商品等に関し、下記の需要動向調査を実施する。 

 調査する商品例：茶を活用したスイーツ・味噌・ドレッシング等 
 
 ①バイヤー個別相談会における需要動向調査 
  高知商工会議所・高知県商工会連合会が開催するバイヤー個別相談会において、個社が開発・

試作している商品について、下記項目の評価を得る。（経営指導員と個社による同席相談調査） 
  調査項目：想定されるターゲット・ネーミング・味・パッケージ・内容量・適切な販売チャネ

ル・価格・販促方法 
  調査頻度：年１回 
  
 ②専門家の個別相談による需要動向調査 
  食料加工品の開発・販路開拓に精通した専門家の招聘により個別相談を実施、個社が開発・試

作している商品について、下記項目の評価を得る。（経営指導員と個社による同席相談調査） 
  調査項目：想定されるターゲット・ネーミング・味・パッケージ・内容量・適切な販売チャネ

ル・価格・販促方法 
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  調査頻度：年１回 
 
 ③イベント時における消費者への試食アンケート調査 
  当会と広域連携事業を実施する梼原町商工会の協力のもと、梼原町で実施するイベント時（梼

原グルメまつり）において試食による消費者アンケートを実施、アンケート結果を個社にフィ

ードバックする。 
  調査項目：味、価格、パッケージ、ネーミング、内容量 
  収集サンプル数：100 件 
  調査頻度：年１回 
  
 ④アンテナショップによる需要動向調査 
  小規模事業者が狙いとする市場に応じて、高知市内にある津野町のアンテナショップ「満天の

星」または東京にある「まるごと高知」の協力を得て、一般来店客に対しアンケートを実施、

結果を個社へフィードバックする。（経営指導員による調査または、経営指導員と個社による同

行調査） 
  調査項目：味、価格、パッケージ、ネーミング、内容量、購入意思の有無 
  収集サンプル数：30 件 
  調査頻度：年１回 
 
 ※調査項目やバイヤー・専門家・調査場所は調査対象とする品目によって修正しつつ実施する。 
 
（目標） 
  現状 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

バイヤー個別相談 
支援対象業者数 
調査アイテム数 

－ 年 1 回 
2 件 
2 品 

年 1 回 
2 件 
2 品 

年 1 回 
2 件 
2 品 

年 1 回 
2 件 
2 品 

年 1 回 
2 件 
2 品 

専門家個別相談 
支援対象業者数 
調査アイテム数 

－ 年 1 回 
1 件 
2 品 

年 1 回 
1 件 
2 品 

年 1 回 
1 件 
2 品 

年 1 回 
1 件 
2 品 

年 1 回 
1 件 
2 品 

イベント時調査 
支援対象業者数 
調査アイテム数 
収集サンプル数 

－ 年 1 回 
1 件 
1 品 

100 件 

年 1 回 
1 件 
1 品 

100 件 

年 1 回 
2 件 
2 品 

200 件 

年 1 回 
2 件 
2 品 

200 件 

年 1 回 
2 件 
2 品 

200 件 
アンテナショップ調査 
支援対象業者数 
調査アイテム数 
収集サンプル数 

－ 年 1 回 
1 件 
1 品 

30 件 

年 1 回 
1 件 
1 品 

30 件 

年 1 回 
2 件 
2 品 

60 件 

年 1 回 
2 件 
2 品 

60 件 

年 1 回 
2 件 
2 品 
60 件 

 
 
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】 

人口減少や高齢化に伴い地域需要が縮小するなか、小規模事業者が持続発展していくには、地域

内の需要の掘り起こしだけでは限界があり、高知県全域や都市圏を対象とする需要開拓が有効な手

段となる。 

そこで各々の個社の販路開拓に結び付くと思われる展示会・商談会等の情報提供を実施する。実

際に出展する小規模事業者に対しては、出展前・出展中・出展後の各フェーズに必要な支援を実施

し、効果的な商談と成約に結びつける。 
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①食品加工業者へのＢtoＢ支援 

 

＜情報の提供＞ 

 町内で食品加工業を営む小規模事業者に対し、下記展示会の情報を提供し出展を促す。 

展示会等名 内容 出展者数 来場者数 販路 

高知県産品商談会 高知県が県内外の量販店等を招

き、県内食品事業者及び生産者が

参加する商談会 

約 100者 バイヤー 

約 100名 

県内外 

首都圏トップバイヤー個別

商談会 

高知商工会議所と高知県商工会連

合会が共催する、首都圏トップバ

イヤーによる個別商談会 

約 50 者 バイヤー 

約 5名 

県外 

グルメ＆ダイニングショー 食卓を切り口に、新しいマーケッ

トとライフスタイル・食文化を創

造する東京開催の見本市 

約 200者 約 25,000名 県外 

 

＜出展前支援＞ 

 専門家の個別相談を交え、出展前に想定される見込顧客の抽出・事前案内の実施方法・        

商品 PR シート作成・POP作成等の支援を実施する。 

 

＜出展中支援＞ 

 事業者の出展に同行した場合は、会場内において商品ＰＲの補佐や、商品に対する来場者の反

応を収集し、事業者にフィードバックを行う。 

 

＜出展後＞ 

 展示会において接触した顧客情報を基に、見込み客を抽出し、専門家個別相談を通じた成約ま

でのアプローチを支援する。 

 

 ＜目標＞ 

内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

展示会・商談会等の情報提供社数 － 5社 5社 5社 5社 5社 

展示会出展社数 

1社あたり商談件数 

1社あたり成約件数 

－ 

1社 

10件 

1件 

1社 

10件 

1件 

1社 

10件 

1件 

1社 

12件 

2件 

1社 

12件 

2件 

  

 

②食品加工業者へのＢtoＣ支援 

 

＜情報の提供＞ 

 町内で食品加工業を営む小規模事業者に対し、下記展示会の情報を提供し出展を促す。 

展示会等名 内容 出展者数 来場者数 販路 

ニッポン全国物産展 全国から、ご当地自慢のグルメや

特産品の数々が集合する、都内で

開催される物産展。 

約 350者 約 150,000人 県外 
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＜出展前支援＞ 

 専門家の個別相談により、物産展でＰＲする商品とターゲットの選定、それに応じた販促物の

作成、継続的な取引につなげるための戦略構築支援を実施する 

 

＜出展中支援＞ 

 事業者の出展に同行した場合は、会場内において商品販売とＰＲの補佐や、商品に対する来場

者の反応を収集し、事業者にフィードバックを行う。 

 

＜出展後＞ 

 展示会において得た来場者の声をもとに、専門家とともに商品改良等の方向性を検討する。ま

た展示会内で顧客情報が得られた場合は、反復継続的な取引につなげるためのアプローチ戦略

の構築支援を実施する。 

 

＜目標＞ 

内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

展示会・商談会等の情報提供社数 － 5社 5社 5社 5社 5社 

展示会出展社数 

1社あたり売上増加目標（前年比） 
－ 

1社 

5％増 

1社 

5％増 

1社 

5％増 

1社 

5％増 

1社 

5％増 

  

 

③その他製造業者への支援（主にＢtoＢ支援） 

 

 その他、町内で製造業を営む小規模事業者に対し、業種・業態に応じて下記展示会（一例）の

情報を提供し出展を促す。またその際の支援方法についても、業種・業態に応じて都度決定し

ていく。 

 

展示会等名 内容 情報提供業種 販路 

ものづくり総合技術展 高知県内の幅広い分野のものづく

り企業 100 社以上が出展し、優れ

た技術や製品を広く PR すること

で販路開拓や受注拡大を目指す県

内最大級の展示会であり、当日は

100 社以上の県外企業を招待して

商談会も開催される 

機械等製造業 県内外 

関西機械要素技術展 軸受、ベアリング、ねじ、ばねな

どの機械要素や、金属、樹脂に関

する加工技術を一堂に集めた西日

本最大級の専門技術展です（約

1,200 社が出展）。毎年、設計・開

発、製造・生産技術部門を中心と

した製造業ユーザー約 38,000 人

が来場し、出展企業と商談を実施。 

製造業・建設業等 県外 

※上記以外にも各社に合うと考えられる展示会や商談会等の情報提供を適宜行う 
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＜目標＞ 

内  容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

展示会・商談会等の情報提供社数 － 5社 5社 5社 5社 5社 

展示会出展社数 

商談件数 

成約件数 

－ 

0社 

0件 

0件 

0社 

0件 

0件 

1社 

10件 

1件 

1社 

10件 

1件 

1社 

10件 

1件 

  

 

④ＩＴ活用支援 

津野町では、自社ＨＰを持っている事業者が少なく（30件程度）、今後も高齢化や人手不足が進ん

でいる当町事業者は自社ＨＰを持つことが難しい。取り掛かりとして、ＳＮＳや通販サイトを活

用した販路開拓を実現するため、セミナーを開催する。 

 

＜セミナー内容＞ 

小規模事業者でも簡単に出来る販路開拓手法として、前半に「ＳＮＳ活用」後半に「通販サイト

活用」セミナーを一日で開催する。 

 

◎ＳＮＳ活用セミナー：ＳＮＳの紹介と活用のメリット、活用の手法、操作方法等の研修を実施

し、実際に活用できるようになるまで支援するセミナーとする。 

 

◎通販サイト活用セミナー：主な通販サイトの紹介（規模、売れ筋、価格帯、手数料）、活用のメ

リット、実際に活用する際の手続きの方法を指導するセミナー。 

 

＜参加者へのフォローアップ＞ 

 セミナー参加者の中から、ＳＮＳおよび通販サイトの活用に意欲をみせる小規模事業者を発掘し、

対象事業者については専門家派遣を交え、実際の活用までを伴走型で支援していく。 

 

＜目標＞ 

内容 現状 H31年度 H3年度 H33年度 H3年度 H35年度 

ＳＮＳ・通販サイト活用セミナー 

参加事業者数 

- 

- 

1回 

10社 

1回 

15社 

1回 

20社 

1回 

20社 

1回 

20社 

活用者数 - 1社 2社 3社 3社 3社 

1社あたり売上目標（前年比） - 5％増 5％増 5％増 5％増 5％増 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

地域経済の活性化については、これまで津野町、商工会等がそれぞれの立場から取り組んでいる

が、ほとんどが短期的か単発的な取り組みとなるケースが多く成果に乏しい面があった。今後は、

地域創生の一環として、長期的な視点に立って地域の活性化に向け関係機関が目的意識を共有し、

協力連携して地域経済の再生に取り組むことが求められる。 

 

このため、当計画一年目に津野町、商工会、農協、森林組合、専門家等を構成メンバーとする「津

野町地域経済会議（仮）」を設立し、意思の共有を図ったうえで、以下のテーマに沿った地域経済活

性化基本計画を策定し、二年目から官民が協力連携して本格的な活性化対策や事業を推進する。そ
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のうち、特産品開発や津野町ブランド戦略については、商工会が総合経済団体として積極的に関与

し主導的な役割を果たしたい。 

 

（事業内容） 

①津野町のイメージアップ 

観光入込客の増加や地域特産品の販売額増加を目的とし、津野町を全国にアピールし、津野町の

知名度を飛躍的に向上させるコンセプト作りに取り組む。コンセプトとして、「歴史」、「文化」、

「自然」のキーワードが想定される。 

②特産品開発・改良 

茶葉などの地域資源を活用した新たな特産品開発（研究・試作・販路開拓等）と農商工連携や第

六次産業化等による事業化の展開方策を協議する。 

③津野町ブランド戦略 

上記②における特産品開発の輪を拡げることを通じ、長期戦略として「津野町ブランド（仮称）」

の確立を目指し、地域外に売り出す「津野町ブランド戦略」を策定する。地域ブランドの推進に

ついては、商工会が中心となり関係機関と連携し、専門家の指導・助言を得ながら進める。 

 

 

＜事業実施スケジュール＞ 

 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

津野町地域経済会議設立 ●     

津野町地域経済会議開催（年 3回） ● ● ● ● ● 

津野町イメージアップ戦略検討 ● ●    

イメージアップ戦略実行  ● ● ● ● 

特産品開発（方向性・実現性検討） ●     

特産品開発（研究・試作）  ●    

特産品開発（製造・販売）  ● ● ● ● 

ブランド戦略検討・策定  ● ●   

ブランド戦略実行    ● ● 

 

 

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 

 

広域連携先商工会との連携を従前以上に強化し、次のとおり経営発達支援事業の関連情報を共有

する体制作りに取り組み支援力の向上を図る。 

また、その他の支援機関との情報交換により職員の知識を高め、支援ノウハウを蓄積する。 

 

（事業内容） 

①広域連携先商工会との協力連携 

従来から地域的なつながりのあり、広域連携先でもある梼原町商工会と経営発達支援計画におけ

る支援ノウハウを共有すべく「津野町・梼原町商工会経営発達支援連絡会議（仮）」を結成し、年

1回の会議を開催する。会議では、互いが事業計画策定・伴走型支援・需要動向・販路開拓等の支

援ノウハウや取り組み状況に関する情報を交換し、困難な事例に対する意見交換を行うなど、職

員の能力を高めることができる体制を整える。 
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②他の支援機関との連携 

高知県産業振興計画に基づき実施される地域連絡会議（構成員：高知県経営支援課・高知県産業

振興推進高幡地域本部・津野町商工会・中土佐町商工会・四万十町商工会・梼原町商工会・須崎

商工会議所）に年３回参画し、支援事例等の情報共有を行い、ノウハウの蓄積に努める。 

 

③金融機関との連携・情報交換 

当会と日本政策金融公庫が連携して実施する、一日相談会（年二回）において、公庫担当者と資

金調達上の課題や手法、財務戦略支援のポイント、目利きの着眼点等の支援手法について情報交

換を実施し、ノウハウを蓄積する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

従来から、経営指導員・経営支援員は、高知県商工会連合会が採用する研修カリキュラムに基づ

き、職種ごとに研修を受講してきたが、組織的な活用を図ってきていなかった。また、個社支援に

関しても人事異動や各職員の知識やスキルの差があることから一定のレベルでの支援を行うことが

できていなかった。職員間で知識や情報を共有することにより、組織としての支援力を強化し、体

制を整備することで、中長期的に支援を継続できる業務執行体制を整える。 

 

（事業内容） 

①基礎的な支援スキルの養成  

〇基礎的な研修の受講 

経営発達支援の基礎的な知識を習得するため、次の研修カリキュラムを経営指導員が積極的に受

講する。 

「商工会等専門スタッフ研修」（高知県商工会連合会主催） 

「小規模事業者支援研修」（中小企業整備基盤機構主催）※支援員も可能な限り受講を心掛ける 

 

〇経営発達支援スキルの習得 

経営指導員・支援員が経営発達支援事業で求められる次の支援スキルを習得するため、連携支援

機関、中小企業大学校、経営コンサルタント会社が主催する研修会やセミナーの受講を検討する。

また、専門家派遣時には、同行し支援スキルの向上に取り組む。 

・経営分析スキル（財務分析、SWOT 分析） 

・事業計画策定スキル 

・経済動向調査と需要動向調査の分析スキル 

・売上増加と利益確保を図る需要開拓スキル 

②専門的な支援能力のレベルアップ 

経営指導員の専門的な支援能力を高めるため、当計画開始 5 年以内に中小企業診断士等コンサル

ティング能力に長けた国家資格の取得を目指す。そのほか、連携支援機関、中小企業大学校、経

営コンサルタント会社が主催する専門的な支援能力を養成する研修やセミナーに経営指導員を参

加させる。 

③組織としての支援力強化 

全職員が OJT により日常的な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

計画策定事業者の経営情報を職員間で共有するため、「経営発達支援学習会」を年 4回開催する。

併せて、事業計画の最終段階において、全職員による「事業計画検討会」を開催し計画内容の充

実を図るなど、組織としての支援力を強化する。 
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④組織としての支援ノウハウ共有 

 各職員が実施した支援情報については、可視化・蓄積し、組織の情報として共有・活用を行うた

め、当商工会共有フォルダ内に保存する。 

 

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 

事業の評価・見直しについては、第 3 表による「津野町商工会経営発達支援事業評価委員会」を

設置し、毎年 3月（年一回）に委員会を開催し PDCAサイクルに基づく評価・見直しを行う。また、

最終年度に次回計画の策定方針を提案することにしている。 

なお、当評価委員会における「評価と見直し」の結果は、商工会ＨＰにて誰もが閲覧できる情報と

して掲載する。 

 

【（第 3表）「津野町商工会経営発達支援事業評価委員会」の委員構成】 

区分 人数 構成 

商工会役員 3 商工会会長 1名、商工会副会長 2名 

商工会職員（事務局） 3 事務局長 1名、経営指導員 2名 

若手経営者 3 青年部等若手経営者 3名 

県連職員 1 高吾地区担当職員 1名 

外部有識者 1 中小企業診断等資格保持者 1名 

津野町職員 1 地域支援企画員等 1名 

計 12  
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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（案） 

 

（平成３０年１０月現在） 

（１）組織体制 

津野町商工会組織図 

      役 員   （２１名） 

役職等 氏   名 

会 長 谷脇 幸秀  

副会長 大谷 忠勝 市川 寿久  

理 事 安西 忠数 大崎 公孝 下元 文男 

中澤 定二 中本 昇治 西森 孝廣 

西森 久幸 松山 哲雄 松尾 信寿 

今橋  榮 金尾  敦 川上 和孝 

高橋 和人 山本 昇平 西森 富美子 

市川 智章   

監 事 池野 利彦 池 雅次郎  

 

       定期的な事業報告       事業実施状況、成果の評価・見直し案の提示 

      

    商工会事務局組織及び経営発達支援事業実施体制（７名） 

役職等 氏 名 

事務局長 未定          （総括） 

経営指導員 上田 翔平 吉村 めぐみ （担当） 

経営支援員 橋田 佐和子  （支援） 

記帳指導員  村田 よし子  （支援） 

一般職員  谷脇 絵里奈  江里口直子  

 

                    連携 

    連携【関係機関・団体】 

・高知県・津野町・高知県商工会連合会・中小基盤整備機構 

・高知県中小企業団体中央会・よろず支援機関・ミラサポ 

・近隣商工会、須崎商工会議所・金融機関 

・各種団体等  

 

（２）連絡先 

  〒785-0201 

  高知県高岡郡津野町永野 479 

   津野町商工会（本所） 電話：0889-55-2034 FAX：0889-55-2740 

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

   メール：tsuno@kochi-shokokai.jp 

http://www.kochi-shokokai.jp/tsuno/
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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） 

 
H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

必要な資金の額 2,950 2,950 3,000 3,000 3,000 

 

 

各種調査 

 

事業計画策定・実施支援 

 

販路開拓支援 

 

地域経済活性化支援 

 

会議開催費 

 

 

 

1,500 

 

500 

 

450 

 

250 

 

250 

 

1,500 

 

500 

 

450 

 

250 

 

250 

 

1,500 

 

500 

 

500 

 

250 

 

250 

 

1,500 

 

500 

 

500 

 

250 

 

250 

 

 

1,500 

 

500 

 

500 

 

250 

 

250 

 

 

（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 

 

会費収入・県及び市町村補助金収入のほか本事業実施にあたり活用可能な委託事業費等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

事項 

連携する内容 

 

（１）経営分析・需要動向調査 

   ・情報交換 

   ・専門家による経営分析と助言 

（２）事業計画の策定・実施支援 

   ・情報交換 

   ・事業計画策定支援および事業者への助言 

（３）事業承継・創業・第二創業（経営革新）支援 

   ・情報交換 

   ・専門家による助言 

   ・行政による新規創業者への補助 

（４）新たな需要開拓支援 

   ・情報交換 

   ・専門家による助言 

   ・ビジネスマッチングの機会の提供 

（５）支援能力の向上 

   ・支援ノウハウの情報交換 

   ・経営指導員等の計画策定能力の向上 

   ・経営指導員等のコミュニケーション能力の向上 

 

連携者及びその役割 

 

（１）連携者リスト 

名 称（代表者） 住 所 連携する内容 

中小企業基盤整備機構 

（理事長 高田 坦史） 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 

・専門家による経営分析と助言 

および効果的な指導 

・実現可能な事業計画の策定支援 

・新規創業者支援 

・販路開拓支援（収益拡大） 

中小企業基盤整備機構 四国 

（本部長 福本 功） 
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 松岡 哲也） 
高知県高知市布師田 3992-2 

高知県よろず支援拠点 

（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 小松 宗二） 
高知県高知市布師田 3992-2 

日本政策金融公庫 高知支店 

（支店長 小原 励一） 
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 
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高知信用金庫 葉山支店 

（支店長 森田 浩司） 

高知県高岡郡 

津野町姫野々502-4 

・支援力向上にむけた情報交換 

四国銀行 東津野代理店 

（店長 田村 淳尚） 

四国銀行 須崎支店 

（支店長 笹岡 俊一） 

高知県高岡郡津野町力石 2878 

 

高知県須崎市西古市町 3-7 

高知銀行 梼原支店 

（支店長 島﨑 正也）  

高知県高岡郡梼原町 

梼原 1444-1 

高知県中小企業団体中央会 

（会長 町田 貴） 
高知県高知市布師田 3992-2 

・販路開拓支援 

・支援力向上にむけた情報交換 

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 

高知県 商工労働部 

（部長 原田 悟） 

高知県高知市丸ノ内 

1丁目 2番 20号 ・新規創業者支援 

・地域商工観光業の振興 津野町 産業課 

（課長 戸田 喜博） 

高知県高岡郡 

津野町永野 471番地 1 

全国商工会連合会 

（会長 森 義久） 
東京都千代田区有楽町 1-7-1 ・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 
高知県商工会連合会 

（会長 吉村 哲也） 
高知県高知市布師田 3992-2 

ＪＡ土佐くろしお 葉山支所 

（支所長 伊藤 久文） 

高知県高岡郡 

津野町永野 478-4 

・支援力向上にむけた情報交換 
ＪＡ津野山 東津野支所 

（支所長 森山 美幸） 

高知県高岡郡 

津野町力石 2884-1 

津野町森林組合 

（代表理事組合長 大地勝義） 

高知県高岡郡 

津野町力石 2878 

 

（２）連携することによるおもな効果 

 （1）専門家による効果的な指導 

 （2）小規模事業者への有益な情報提供 

 （3）ビジネスマッチングの機会提供による販路開拓と効果的ＰＲ 

 （4）経営指導員等の資質の向上 

 （5）商工会の支援能力の向上 
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連携体制図等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者等（農林業者及び地域住民を含む） 

【外部連絡先】 

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 

税理士及び中小企業診断士 

高知県中小企業中央会 

【協力先】 

高知新聞社 

ＪＡ土佐くろしお 葉山支所 

ＪＡ津野山 東津野支所 

津野町森林組合 

【津野町商工会】 

事務局長 1 名 

経営指導員 2 名 

経営支援員等 4 名 

  （合計 7 名） 

【金融機関】 

日本政策金融公庫 高知支店 

高知信用金庫 葉山支店 

高知銀行 梼原支店 

四国銀行 各支店等 

【行 政】 

高知県（商工労働部） 

津野町（産業及び建設課等） 

【関係連絡先】 

全国商工会連合会 

高知県商工会連合会 

その他 近隣商工会 
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