
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

四万十市西土佐商工会 

（法人番号）8490005002282 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

 過疎・高齢化の進行により集落機能が低下するとともに、地区内消費人口の

減少等による小規模事業者の厳しい経営環境を踏まえ、従前の経営改善普及事

業に加えて経営発達支援事業を積極的に推進することで、経営の持続化を図る。

とくに小規模事業者の事業計画策定による経営を促進し、その計画立案から実

行段階まで小規模事業者の視点にたった伴走型の経営支援を実践するととも

に、それらの販路拡大の取組みを支援する。 

 地域の総合的な活性化については、道の駅よって西土佐を活用した新たな商

業活性化策を立案するとともに、四万十川ブランドを活かした観光資源および

商品の開発・磨きあげによる地域経済活性化を図る。 

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】 

  （1）アンケート調査による経済動向の調査・分析 

  （2）ヒアリング調査による景況判断の背景・要因等の調査・分析 

  （3）行政等の統計資料の活用 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  （1）巡回訪問等を通じた小規模事業者の経営状況の分析 

  （2）財務分析・ＳＷＯＴ分析等を踏まえた経営課題の抽出 

  （3）外部専門家と連携した経営分析 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  （1）専門家を活用した事業計画策定説明会等の開催 

  （2）事業計画策定をめざす対象者の継続的掘り起こし 

  （3）創業および円滑な事業承継に向けた支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  （1）巡回訪問等によるフォローアップ強化 

  （2）専門家派遣の活用、他支援機関との連携によるフォローアップ支援 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （1）ＢtoＢを目的としたマーケティング調査の実施とフィードバック 

  （2）ＢtoＣを目的とした商品評価調査の実施とフィードバック 

  （3）各種機関による需要動向調査の収集・分析および提供 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  （1）各機関が開催する展示会・商談会等への出展支援 

  （2）ＩＴツールを活用した新たな逗葉開拓支援 

  （3）マスメディア等を活用した広報支援 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

  （1）地域資源を活用した新たな取組みに対する支援 

  （2）定住・交流仁国拡大に向けた情報発信 

  （3）道の駅よって西土佐を活用した新たな商業活性化策への取組み 

連絡先 

四万十市西土佐商工会 

〒787-1601 高知県四万十市西土佐江川﨑2642-1 

TEL 0880-52-1276  FAX 0880-52-2388 

E-Mail ksnsci@nishitosa.net 

URL nishitosa.net 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．地域における小規模事業者を取り巻く現状と課題 

（1）小規模事業者を取り巻く現状 

 平成 17 年 4 月 10 日、旧中村市と旧西

土佐村が合併して誕生した四万十市は、

高知県西部に位置する人口 34,794 人の

都市であるが、本会が管轄する西土佐地

域（旧西土佐村）の人口は 2,961 人であ

る。地域内には四万十川本流へそそぐ 5

本の支流沿いに約 30 の集落が散在して

いる。中心部である江川崎には行政機関

や団体事務所、商店などが集まり、人口

密度も比較的高く経済活動が維持され

ているが、地域内人口は年々減少し、地

域全体の活力は低下、小規模事業者にと

って大きな需要減退要因となっている。 

 西土佐地域の産業は農林業が中心で、

観光業については、四万十川ブームの頃

と比較すると入込客数はピーク時の約4

割減といわれている。一方、四国西南地

域への高速道路の延伸が進み、平成 24 年 3 月には、愛媛県宇和島市の三間 IC（江川崎から 35 分）、

平成 25 年 3 月には高知県四万十町に四万十町中央 IC（江川崎から 50 分）が開通した。また平成 28

年 4 月には江川崎に道の駅よって西土佐が開業し、年間 13 万人の入込客を核とした交流人口の拡大

をめざしている。 

 

 

 

西土佐地域
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 当地域の小規模事業者数等については、現状は横ばいで推移しているものの、経営者の高齢化や後

継者難による事業閉鎖・廃業等の進行が懸念されている。あわせて高齢化、人口減少による地域内消

費購買力の低下、大規模小売店の郊外進出、さらにはネット販売や通信販売など、小売業を取巻く環

境は厳しさを増している。一方、地域資源を活用した食料品製造業が創出されるなど、小規模事業者

による地産外商への取組みも進んでいる。機械器具等の大規模なものづくり産業の集積に乏しい当地

域の製造業は、「食料品」「木材・木製品」が中心であるが、地域の素材である農林水産物等は、その

大半が一次産品として素材のまま販売されており、一次産品（素材）を活かした加工商品などの商品

開発が進んでいない。また地域資源である日本最後の清流四万十川が多くの観光客を集客している

が、そのブランド力が地域商工業にじゅうぶん活かされていないのが現状である。 

 本会は、昭和 42 年 11 月設立。商工業者数 167、小規模事業者数 160、会員数 126（うち定款会員

等 6）、組織率 72％（H28 年 4 月現在）。設立から現在に至るまで、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り、これまでは、経営計画やマーケティング戦略など経営の本質に迫る経

営支援は限定的なものであった。創業支援についても同様で、創業のための資金調達や記帳指導のみ

にとどまることが多い。 

 小規模事業者等の経営支援を進めていくうえで必要な商工会自体の経営支援機能の強化と経営指

導員等の支援スキル向上のための対策については、高知県商工会連合会が実施する職員研修に参加す

るほか、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等を派遣

している。そのほか、他の支援機関との連携による経営支援については、日本政策金融公庫や幡多信

用金庫と協力して行う金融支援以外にはめだった連携実績はない。 

 

 
（2）小規模事業者を取り巻く課題 

①需要の変化・減少に対応する売上の維持・拡大 
②経営者の高齢化や後継者難による廃業の増加・開業の停滞 

③小規模事業者存続のための、地域経済の活性化 

④複雑・多様・高度化する小規模事業者の経営課題に対する支援体制の充実化 
 
 
２．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方  

 四万十市総合計画（※1）のめざすべき都市の将来像「人が輝き、夢が生まれる 悠久と躍動のまち 四

万十市」を達成するための基本目標の 1つとして「地域資源を活かした産業の力みなぎるまちづくり」

が掲げられている。これを受け、四万十市産業振興計画（※2）が策定され、ここには「地産地消（※3）」

建設業

卸小売業

サービス業

飲食宿泊業

製造業

運輸業
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を促進し市内における経済の循環を大きくするとともに、本市が有する豊かな地域資源（山川海すべ

てそろった豊かな自然環境、優れた農林水産物や加工品、食、さらには歴史・文化など）を磨きあげ、

組み合わせることで新たな付加価値を生み出し、四万十のブランド力を磨き、余すことなく発信し売

り出すことで、外貨を稼ぐ「地産外商」を推進し、競争力があり持続可能な産業としての力みなぎる

四万十市にしていきたいとの思いが込められており、次の 4点が重点項目として掲げられている。 

 

中長期的目標① 足腰を強め、地力を高める。 

        小売業を取り巻く環境が厳しさを増すとともに、低調な製造業、低迷する建設業な

ど、商工業の販売額・生産額が低下するなか、地域住民との協働による「地産地消」

を促進し、域外へのお金の流出を少なくし、域内における経済の循環を大きくする

とともに、観光とも連携した商店等の魅力・賑わいづくりへの取組み、食品加工や

木材・木製品など当地域の一次産品を活用した製造業の底上げを図る。 
中長期的目標② 産業間の連携を強化する。 

        国内市場が縮小していくことが懸念されるなか、他地域との競争に打ち勝っていく

ためには、産業間が連携して、当地域の特色、地域資源を活かした商品や製品など

を生み出していくことが重要である。一次産品の特色を活かした商品開発・販売促

進（6次産業化）や「食」の磨き上げなど、全国に通用し競争力のある商品づくり

に小規模事業者とともに取組むとともに、すそ野が広く、各産業分野に相乗効果を

もたらす観光分野において、観光を切り口にした産業間の交流と連携を深め、観光

資源、商品としての磨き上げを図り、周遊ルートなど面的に広がりのある観光地、

滞在型・通年型の観光地づくりを行政とともに推進する。 
中長期的目標③ 情報発信と外商の強化。 

        地域間競争が激化しているなか、市外・県外市場に向けた市産品や観光などの情報

発信力と販売（外商）力が問われている。四万十川を中心に全国的な知名度は高い

ものの、大消費地から遠く、経営基盤が弱い小規模事業者が多い当地域は、これら

の取組みが十分とは言えず、個々の事業者による取組みにも限界がある。各事業者

の情報発信力と販売（外商）力強化への支援はもとより、各事業者、各関係機関が

連携した、インターネットなどの情報発信・販売ツールを効果的に活用した一元的

な情報発信とアンテナショップや各種物産展・商談会、旅行エージェントなど、さ

まざまな機会、チャネルを活用した販売（外商）活動を推進する。 
中長期的目標④ 産業の担い手、人材の確保・育成。 

        担い手と人材の確保・育成は、全産業分野に共通する重要な課題である。地域内に

おける新規就業や起業などに向けた課題を整理し、課題に応じた担い手の確保策を

推進する。また、当地域の産業を活力あるものとし、持続的に発展させていくため、

産学連携や産業支援機関などが行う人材育成プログラムを積極的に活用し、新たな

ことに挑戦しようとする人材の確保・育成を図る。 
 

（※1）四万十市総合計画（平成 27 年 3月策定,計画期間＝平成 27 年度～平成 36 年度,10 年間） 

（※2）四万十市産業振興計画（平成 27 年 3月策定,計画期間＝：平成 27 年度～平成 36 年度,10 年間） 

（※3）地産地消＝地元で購買する、地元企業・地元産品を使うこと。 

 
 
３．商工会の役割 

 本会では、当地域における小規模事業者を取巻く現状と課題を踏まえ、行政が推進する施策方針を

小規模事業者の中長期的な振興のあり方として、地域の産業の強みと商工業の課題を踏まえつつ、関

係機関と連携して経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者が抱える経営課題を克服す

ることで中長期な経営の持続的発展をめざす。 
 これまで本会においては、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として地域の小規模
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事業者の経営基盤の安定に注力してきた。しかし、地域の小規模事業者は厳しい経営環境にあり、抱

える課題も事業者ごとに複雑化・多様化してきている。従来の経営改善普及事業の支援方法では、環

境変化を乗り越えることのできる事業者の育成に対応できなくなってきており、経営力強化を目的と

した個々の課題を解決するための支援が求められている。身近な支援機関である商工会は、市や県な

どの行政と連携を密にしながら、「地域資源を活かした産業の力みなぎるまちづくり」に率先して取

組み、小規模事業者が持続的に発展していくための伴走型支援体制を構築していく。 
 

 

４．経営発達支援計画の目標と方針 

 本会は、個社・個店の発展と繁栄こそが地域経済全体の活性化につながるとの考え方から、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することで

小規模事業者等の持続的発展を促進することを目標とする。 

 商工会の強みである地域に密着して活動してきた実績やネットワークを活用して、とりわけ地域商

工業者の約 96％を占める小規模事業者の経営支援に集中し、事業計画の立案からその実施段階まで

継続してきめ細かく丁寧に応えることができる伴走型の経営支援機能を活かしながら、これまでの経

営改善普及事業に加えて、新たに経営発達支援事業を実施する。そのほか、地域に密着した唯一の総

合経済団体として、地域のにぎわいづくりや担い手確保および地域経済の循環を大きくするための取

組みを行い、地域経済の活性化を図る。 

 

目標① 売上の増加や利益の確保に直結する小規模事業者支援 

    激変する外部環境の変化に対応しきれず、多くの経営課題を抱えている小規模事業者も多

い。本会では、事業者への積極的な巡回訪問や事業特性に応じた専門家派遣等を行い、経営

課題の解決を図り、売上・利益の確保に直結する支援を行う。 

    実施方針 

    ・経営指導員等の計画的な巡回指導、金融・税務等の窓口相談などを通じて、小規模事業者

の経営課題の掘起しを行い、その課題に対応した、ま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。 

    ・事業計画策定後は、定期的なフォローアップにより、持続的発展力をもつ事業者の育成を

支援する。 

    ・他の支援機関と連携した商談会やインターネットの活用など、多種多様な販路開拓の機会

を創出し、小規模事業者のビジネスチャンス拡大を支援する。 

 

目標② 地域経済活性化への取組みによる、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好な

    環境整備 

    道の駅よって西土佐を活用した新たな商業活性化策を立案するとともに、四万十川ブランド

を活かした観光資源および商品の開発・磨きあげによる地域経済活性化を図る。 

    実施方針 

    ・四万十市西土佐観光推進協議会等との連携のもと、地域経済活性化基本計画を策定し、関

係者間における方向性の共有を行う。 

    ・高知県地域支援企画員や四万十市地域おこし協力隊等との連携のもと、素材やアイデアの

掘起しと相談・サポート体制の強化に取組む。 

    ・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業等を活用し、事業者の新商品開発を支援

する。 

    ・地域および道の駅よって西土佐の知名度を向上させるコンセプトづくり、小規模事業者の

売上増加や利益確保に直結する道の駅よって西土佐を活用した新たな商業活性化策を行

政、事業者とともに立案する。 
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目標③ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた小規模事業者支援力の向上 

    小規模事業者にきめ細やか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、

他地域や連携機関との情報交換も積極的に行い、適切な情報をタイムリーに事業者に発信す

る仕組みづくりに取組むことにより、地域に密着した支援機関としての機能強化を図る。 

    実施方針 

    ・近隣商工会やその他の支援機関、専門家等との連携により、支援ノウハウ等の情報交換を

定期的に行うとともに、新たな需要開拓に向けた基盤構築を図る。 

    ・連携支援機関や経営コンサルタント会社等が行う経営発達支援スキル（経営分析、事業計

画策定、売上・利益確保等）の習得に努め、経営指導員等の資質向上を図る。 

    ・研修で得た内容や成功事例、小規模事業者の分析結果等のデータベース化を行い、組織と

して支援ノウハウを共有できる仕組みを構築する。 

    ・本会に新たに経営発達支援事業評価委員会を設置し、事業の評価と見直しと結果の公表を

行い、効果的なＰＤＣＡサイクルの構築をめざす。 
 

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２９年４月１日～平成３４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】 

 当地域における経済動向、小規模事業者の経営動向を把握し、四半期ごとに調査結果の記録と集計

を行う。調査結果は、巡回および窓口相談時に小規模事業者に提供するとともに、商工会ホームペー

ジで公表する。あわせて、小規模事業者に対する今後の適切かつ効果的な事業計画策定を推進する基

礎資料として、また経営判断の参考資料として活用することを目的とする。 

 

（調査方法） 

①アンケート調査   …地域内の 160 事業者に対して調査票を郵送・巡回等で送付・回収する。 

②ヒアリング調査   …上記対象事業者のなかから 12 事業者（各業種 2者）を抽出し、巡回訪問

            によるヒアリング調査を行う。 

③主要経済指標の収集 …四万十市、高知県等の主要経済指標を収集する。 

 

（調査内容） 

 アンケートの内容は、経営動向や景気見通しに関する景況調査とし、調査内容は下記のとおり。な

お、ヒアリング調査は、主に景況感判断の背景・要因等を把握することを目的として実施する。 

 調査結果は年 4回集計し（主要経済指標については年 1 回）、小規模事業者の事業計画の策定を推

進する基礎資料として、また地域内事業者の経営判断の参考資料として活用する。 

 ①アンケート調査 ②ヒアリング調査 ③主要経済指標の収集 

調査対象期間 年 4回 

① 4～ 6 月期（調査時期： 7 月中旬） 

② 7～ 9 月期（調査時期：10 月中旬） 

③10～12 月期（調査時期： 1 月中旬） 

年 1回以上 



６ 
 

④ 1～ 3 月期（調査時期： 4 月中旬） 

調査項目 ①売上高と増減 

②販売単価と販売数量の

増減 

③在庫水準 

④資金繰り 

⑤雇用人員 

⑥仕入価格 

⑦経常利益 

⑧設備投資 

⑨経営上の課題 

⑩先行きの見通し 等 

景況感判断の背景・要因、

経営上の課題等を中心

に、アンケート調査で把

握できなかった内容（詳

細）をヒアリングする。

①家計消費支出（総務省） 
②新設住宅着工戸数（国土
交通省） 
③新車登録・届出台数
（（社）自販連） 
④消費者物価指数（総務省）

⑤有効求人倍率（厚生労働

省） 等 

調査対象 地域内の 160 事業者 12 事業者（各業種 2 者）

を抽出 

 

 

（目標とスケジュール） 

内  容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

①アンケート調査（地域内

の 160 事業者を対象） 
未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

②ヒアリング調査（12 事業

者（各業種 2者）を対象） 
未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

③主要経済指標の収集 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

④調査結果の記録と集計 未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

 

（この事業により期待する効果） 

 これらの調査を実施し、地域経済の動向を把握し、事業者に提供することにより、個々の事業者に

とって実現性のある事業計画策定を支援することができる。また調査結果を活用した、行政に対する

支援策の検討および周知による小規模事業者の意欲創出につながることが期待できる。 

 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 本会における経営支援業務の現状は、巡回・窓口での金融・税務・経理・労務等、従前の基礎的な

経営相談・指導といった経営改善普及事業の枠を超えることができていない。小規模事業者の持続的

発展に向けた経営分析を行い、今後の方向性を示すため、巡回訪問ならびに窓口相談、個別相談会お

よび各種セミナーの開催等を通じて、当地域内小規模事業者の販売する商品またはサービス（技術）

の内容とそれらの需要動向、事業者固有のノウハウや財務内容等を調査する。 

 高知県商工会連合会およびよろず支援拠点、専門家派遣制度等を活用しながら、経営指導員を中心

に協議を行い、調査結果を分析して今後の経営支援や事業計画の策定に役立てる。また、経営分析

結果を商工会職員間において共有することで、経営指導員等の支援力の向上を図ることができ

る。 

 

（事業内容） 

（1）巡回訪問および経営分析セミナーの開催等を通じて経営分析の必要性を啓蒙し、分析対象とな

る小規模事業者を発掘する。企業概要・顧客の需要・市場の動向・自社および商品等の強み等

（調査項目の詳細は下記①～⑬のとおり）について調査する。調査結果をもとに、財務分析・

ＳＷＯＴ分析・ＡＢＣ分析などの手法で、事業者それぞれの事業環境や経営資源、売れ筋商品

等を分析し、経営戦略および事業計画の策定に役立てる。 
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（2）経営指導員が主となり、商工会職員全員での協議により調査結果を分析して、事業所の成長段

階や経営課題の内容により、専門家等の助言も含め、支援方針を検討する。商工会職員全員が

分析結果を共有することで、組織としての支援力の向上を図る。 

 

（調査する主な項目） 

企業概要 ①沿革 

②事業規模、店舗・工場の面積、席数など 

③主力商品（売れ筋）はなにか 

④ここ数年の売上傾向 

顧客の需要、市場の動向 ⑤主力商品の売上変化、利益率、売上高に占める割合 

⑥販売先と仕入先 

⑦業界の傾向、課題 

⑧自社の商圏規模、占有率 

⑨競合先とその状況 

自社および商品等の強み ⑩主力商品の他社商品との違い 

⑪人材力 

⑫店舗や生産設備 

⑬外部協力者や情報提供者の有無 

 

（主な分析手法） 

財務分析 売上推移や損益計算書、キャッシュフローから財務分析を行

い、競合先等との比較による問題点や目標利益達成損益分岐

点売上高を明示する。 

ＳＷＯＴ分析 ＳＷＯＴ分析による経営分析を行い、事業者とともに、外部

環境や内部環境を強み・弱み・機会・脅威の 4 つのカテゴリ

ーで要因分析し、事業環境変化に対応した経営資源の最適活

用を図る経営戦略を策定する。分析項目は、商品・売上・客

層・技術ノウハウ・組織・人員構成・販売体制等。 

ＡＢＣ分析 商品および販売先等を重点分析することにより、事業者ごと

の売れ筋商品を把握し、品揃えの最適化を図るとともに、販

売先等分析により、顧客管理を実施し、顧客の方向性を見出

し、経営戦略に活用する。 

 

（目標とスケジュール） 

内  容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

①経営分析件数 未実施 5 件 6 件 12 件 12 件 12 件 

 

 

・セミナー開催件数 

  〃  参加者数 
未実施 

1 回 

5 人 

2 回 

10 人 

3 回 

15 人 

3 回 

15 人 

3 回 

15 人 

②合議による調査結果の分析

と支援方針の決定 

・専門家との協議 

・経営指導員等会議（延回数） 

未実施 年 5回 年 6回 年 12 回 年 12 回 年 12 回

 

（この事業により期待する効果） 

 小規模事業者の経営分析を実施することで、事業者に経営状況や今後の方向性（財務の見直し、タ

ーゲット設定、チャネル、営業方針の見直し等）を示すことができ、経営の持続的発展が期待できる。

また、経営分析結果を商工会職員全員において共有することで、経営指導員等の全職員におけるノウ
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ハウの蓄積を図ることができる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 小規模事業者が経営課題を解決するための経営分析および地域の経済動向の調査結果を踏ま

え、自社とその提供する商品・サービス等の強みを活かした事業計画を立案して、販路開拓と販

売促進の手段を含めた事業計画を作成することで、小規模事業者の事業計画策定による経営を推

進する。 

 高知県商工会連合会、四万十市、専門家、金融機関等の他の支援機関との連携を図りつつ、商

工会からの巡回指導を中心とした積極的な提案による、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業

者の事業の持続的発展を図る。 

  

（事業内容） 

（1）事業計画策定による経営を推進するため、事業計画策定をめざす事業者の掘り起しを行う。 

・巡回および窓口相談時に事業計画策定をめざす小規模事業者の掘起しを行う。 

・事業計画策定等に関するセミナーおよび個別相談会を開催することにより、事業計画策定を

 めざす小規模事業者の掘起しを行う。 

・その他、金融相談や各種補助金の申請相談時に事業計画策定をめざす事業者の掘り起しを行

 う。 

・経営内容を把握している記帳自計化支援事業所および税務指導先事業所を対象に事業計画策

 定をめざす事業者の掘り起しを行う。 

・創業や第二創業および事業承継予定者を対象に事業計画策定をめざす事業者の掘り起しを行

 う。 ※四万十市商工課と創業支援情報交換会を開催する。 

（2）事業計画策定を希望する小規模事業者や創業希望者については、需要を見据えた事業計画の策

定を支援する。また、事業計画策定の有効性を理解させたうえで、市場動向や経営状況等を調

査分析した結果を踏まえて指導助言を行うとともに、創業希望者には高知県商工会連合会が主

催する創業塾を活用し、創業希望者の知識向上と創業計画の策定支援を行う。 

（3）事業承継希望者には、高知県事業承継・人材確保センターと連携し、対象企業に適応した事業

承継計画を作成することにより、精度の高い事業承継をめざす。支援内容としては、現状把握

→あるべき姿イメージ→ギャップの認識→解決アプローチ（ギャップを埋める）の順で支援を

していくが、ギャップを埋める過程での課題に対しては、その課題に対する専門家を活用する。

事業承継を実行するためには、その過程においてのフォローが重要であり、実行前、実行中、

実行後を通じて、代表者と後継者のフォローを実施し、伴走型の支援を行う。 

（4）事業計画の策定については、高知県商工会連合会と連携するなど、複数の経営指導員等による

様々な視点からの検討を行う。 

 

（目標とスケジュール） 

内  容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

①セミナー・個別相談会開催回数 

    〃      参加者数 
未実施

1回 

5 人 

2 回 

10 人 

3 回 

15 人 

3 回 

15 人 

3 回 

15 人 

②事業計画策定をめざす事業者の

掘り起し 
随時 随時 随時 随時 随時 随時 

③事業計画策定事業者数 

未実施

4件 5 件 10 件 10 件 10 件 

 

上記のうち 

・創業計画策定件数 

・事業承継計画策定件数 

・経営革新計画策定件数 

 

1 件 

1 件 

1 件 

 

1 件 

1 件 

1 件 

 

1 件 

1 件 

1 件 

 

1 件 

1 件 

1 件 

 

1 件 

1 件 

1 件 
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④行政等との創業支援情報交換会 未実施 4回 4 回 4 回 4 回 4 回 

 

（連携する講師・専門家等） 

 中小企業診断士、税理士、経営コンサルタント、よろず支援拠点および中小企業基盤整備機構等が

推薦する講師・専門家等 

 

（この事業により期待する効果） 

①小規模事業者の支援ニーズを効率的に発掘することで、巡回指導効果を高めることができる。 

②外部専門家の活用で、多面的な事業の経営計画の策定が可能となる。 

③外部専門家の活用で、経営指導員等の支援スキルの習得と共有が可能となる。 

④小規模事業者が経験した経営ノウハウを明文化することで支援データ蓄積することができる。 

⑤小規模事業者ごとにＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで利益向上にむけた小規模事業者の持続的

発展を促すことができる。 

 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 策定した事業計画をもとに経営を進める小規模事業者の実施段階において生じる経営課題につい

ては、必要に応じて専門家や他の支援機関等と連携を図りながら課題解決を図り、目標とする売上高

や利益額を達成するために伴走型の経営支援を行い、小規模事業者等の持続的な発展を図る。 

 

（事業内容） 

（1）事業計画策定後、少なくとも四半期に 1 度以上の割合で巡回訪問し、進捗状況の確認を行うと

ともに、計画通りの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支援する。 

（2）計画通り進んでいない事業者に対して、高知県商工会連合会等が行う専門家派遣事業を活用し

て、高度で専門的な経営課題を解決する。 

（3）売上増加や収益改善等の必要資金（設備・運転）については、日本政策金融公庫の小規模事業

者経営改善資金（マル経）や新設された小規模事業者経営発達支援融資等を活用して資金面で

の支援を実施する。 

（4）創業等の必要資金においては、日本政策金融公庫、高知県信用保証協会の創業資金を活用して

創業支援を実施する。また、事業承継等も日本政策金融公庫等の融資制度を活用する。 

（5）販路開拓や設備投資等においては、国等の補助金制度を周知し、その申請に関する助言・指導・

支援を行う。 

（6）上記結果を踏まえ、景気動向や経済情勢等の経営環境の変化があった場合は、そのつど軌道修

正を行うとともに、定期的なＰＤＣＡサイクルを確立させ、計画された事業を確実に実施する

ためのフォローアップ（伴走型支援）を行い、小規模事業者の持続的発展をめざす。 

 

（目標とスケジュール） 

内  容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

①巡回訪問等によるフォローアップ 

・フォローアップ事業者数 

・フォローアップ延べ回数 

未実施

 

4 件 

16 回 

 

9 件 

36 回 

 

19 件 

76 回 

 

29 件 

116 回 

 

39 件 

156 回 

 ・専門家派遣 

・金融 資金繰り支援 

・販路開拓支援 

・財務分析支援 

随時 

4 回 

4 回 

4 回 

4 回 

5 回 

5 回 

5 回 

5 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 

10 回 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 小規模事業者が策定した事業計画の実効性を高めるために、個社が取扱う商品および提供するサー

ビスに対する商品評価調査や、展示会等でのマーケティング調査、消費者ニーズ情報の収集を行い、

整理・分析等を実施して小規模事業者に提供する。 

 また、事業計画策定を行ううえで、事業者が取扱う商品やサービスについて、新たな販路開拓や新

商品開発に活かせる消費者ニーズや市場動向を取り入れた計画とするため、市場の情報を収集し、小

規模事業者へ提供する。 

 

（事業内容） 

（1）ＢtoＢを目的としたマーケティング調査 

 事業計画を策定し、新たな販路開拓に取組む事業者に対し、展示会・商談会やアンテナショ

ップへの出展を通じて、商品・サービスについて、来場したバイヤーにマーケティング調査を

実施する。個社の商品に対して試飲や試食、試用によるアンケート調査を行い、評価を収集す

る。マーケティング調査の項目は、味、デザイン、機能性、商品名、容量やサイズ、価格等と

する。マーケティング調査による収集した評価を整理し、バイヤーを通じた販路開拓可能性を

分析し、調査結果をまとめる。 

 調査結果を個々の調査対象事業者に説明することで、現時点でのバイヤーから見た商品評価

を認識してもらい、販路開拓におけるターゲット選定や商品改良、プロモーション方法の改善

に繋げるとともに、事業計画検証時のデータとして活用する。 

（2）ＢtoＣを目的とした商品評価調査 

 事業計画を策定した事業者のうち、新商品を開発した事業者や既存商品の評価を希望する事

業者を対象として、道の駅よって西土佐への来場者をモニターとし、消費者の視点から商品評

価調査を行う。年間 3 事業者を目標に対面アンケート形式で実施し、項目については消費者属

性（年齢・性別など）、味、見た目（パッケージ含む）の良い点・悪い点、購入希望価格、購入

意向の高さを聴取する。商品評価調査により収集した内容を整理・分析し、商品改良に向けて

のポイントをまとめる。 

 調査結果を個々の調査対象事業者に説明することで、消費者から見た商品の評価を把握して

もらい、改善点の検討を促し、商品改良や新商品開発に繋げる。 

（3）市場情報の収集 

 事業計画策定支援を行う際に、小規模事業者の取扱う商品の品目別に商品価格の見通し、需

要動向等について、日経テレコンの日経商品情報を活用し収集する。あわせて業界動向、市場

動向、売れ筋商品等の商品マーケティングに必要な情報を収集、市場規模や消費者動向を調査

する。収集した市場情報は、業種別、品目別に整理し、新情報の入手の際には更新する。 

 市場情報は、経営状況の分析・事業計画策定に取組む小規模事業者に提供することにより、

事業計画の精度を高める。 

 

（目標とスケジュール） 

 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

①展示会・商談会・アンテ

ナショップ等における調

査事業者数 
未実施 

年1事業者 年1事業者 年2事業者 年2事業者 年3事業者

②道の駅における商品評価

調査事業者数 
年3事業者 年3事業者 年3事業者 年3事業者 年3事業者

③市場情報提供回数 20 24 48 48 48 

 ※展示会・商談会・アンテナショップ等におけるマーケティング件数は 1事業者につき 50 件を目

標とする。 

 ※道の駅における商品評価調査のモニター数については道の駅よって西土佐の月間来場者数
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15,000 人の 1％（150 人）とする。 

 ※市場情報調査の提供は、経営状況分析実施のすべての事業者に年 4回を目標として行う。 

 

（この事業により期待する効果） 

 需要動向調査の実施は、小規模事業者自身が販売する商品・サービス（技術）について、自らの強

みと課題に気づき、さらには問題意識を持って自らが市場と向き合うための好機である。いかにして

市場から需要を獲得し、収益力を安定化させるかということを事業者とともに考えていくことで、小

規模事業者の持続的発展を促すことができる。 
 

 
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】 

 これまでは小規模事業者の取扱う商品・サービスに関する新たな需要の開拓に寄与する事業につい

ては、展示会・商談会の出展の情報提供のみにとどまり、出展する事業者も一部に限られ、成果につ

いても検証していなかった。 

 ＩＴの活用支援については、ワードやエクセルといった業務の効率化を目的とするものが多く、販

路拡大に繋がる内容のものは少なかった。 

 当地域のような、高齢化の進む地域において、小規模事業者はこれまでの顧客を対象とした経営に

こだわらず、地域内外で新たな需要を開拓することで、新たなビジネスチャンスを生み出し、新規顧

客獲得や販路拡大に繋がっていく。それを実現化させるため、展示会・商談会への出展を支援し、事

業計画の実効性を高める。それには巡回指導や商工会ホームページ・会報等を通じた周知・告知を徹

底するとともに、策定した事業計画において、新商品開発や販路の開拓を計画した小規模事業者に対

しては個別に出展を促す。展示会・商談会でのプロモーション方法についてもサポートを実施し、商

談件数の増加に繋げる。 

 ＩＴの活用については、巡回・窓口相談時の個社支援に注力し、販路開拓に繋がる内容にシフトす

る。小規模事業者が自社の強みや魅力を的確に把握し、情報発信力の強化に繋がるよう支援を行う。

 

（事業内容） 

（1）支援対象者は事業計画策定事業者のなかで、経営革新や新事業展開を図る事業者と、今まで出

展経験のない事業者とし、新商品・新サービス（技術）の販路開拓、新規顧客拡大のため、展

示会やアンテナショップ等に関する情報提供を積極的に行い、出展を促す。展示会・商談会で

バイヤーに対して使用するパンフレットやレイアウト等の訴求効果の高いプロモーション方法

についてもサポートを行い商談件数の増加に繋げる。また、交渉スキルの向上を図り、商談に

おける成約率アップをめざす。支援の実施にあたっては、商工会職員を中心に、高知県商工会

連合会や地域金融機関と連携し出展支援を行う。 

 想定しているおもな展示会・アンテナショップ等は下記のとおりであるが、これ以外の商談

会等であっても直接バイヤーと商談ができる内容のものであれば支援の対象とする。 

主催団体 
展示会・アンテナショップ等の

名称 

おもな来場者（顧客ターゲッ

ト） 

全国商工会連合会 ニッポン全国物産展 一般消費者・流通関係業者 

㈱ビジネスガイド社 グルメ＆ダイニングスタイルショー 一般消費者・流通関係業者 

㈱ふるさとサービス むらからまちから館 一般消費者 

(一財)高知県地産外商公社 まるごと高知 一般消費者 

 

（2）ホームページを作成していない小規模事業者に対して、初歩的な段階として商工会インフォメ

ーションツールＳＨＩＦＴへの企業登録や全国商工会連合会のＥＣサイトニッポンセレク

ト.com による出品勧奨を行い、ネットによる情報発信、ＥＣサイトでの販路開拓を支援する。

掲載・出品時に行う支援としては、企業のＰＲ手法、商品写真の撮り方、商品キャッチコピー
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のつけ方等、ネット販売の基礎的な要素について支援を行う。 

   また、新たにホームページを作成する事業者や作成しているが有効活用できていない事業者に

対しては、ホームページの作成およびリニューアルとＳＮＳ活用を支援していく。集客に役立

つコンテンツの作成、ＳＥＯ対策、レスポンシブデザインへの対応などにより新規販路開拓と

情報発信強化に繋げていく。支援にあたっては、高知県商工会連合会などと連携し、専門家を

活用する。 

 

（3）事業計画を策定した事業者が開発した新商品やサービス（技術）の認知度を高め、新たな需要

を開拓することを目的として、経営革新や新事業展開に取組む小規模事業者を対象に、テレビ・

新聞・雑誌等のマスメディアや各種広報誌を使った広報支援を実施する。積極的な販路開拓に

よる成功事例をＰＲすることで、地域の他の小規模事業者への波及効果を狙い、支援を行う。

 

（目標とスケジュール） 

内  容 
現状 

H29 年

度 

H30 年

度 

H31 年

度 

H32 年

度 

H33 年

度 

①展示会等出展支援事業者数（成約件

数） 
未実施

1 

（1） 

1 

（3） 

2 

（5） 

2 

（8） 

2 

（10）

②アンテナショップ等への出品支援

事業者数（売上目標額,単位：千円） 

3 

（500）

3 
（1,000）

3 
（1,500） 

3 
（2,000） 

3 
（3,000）

③インターネット販売への出品支援

事業者数（売上対現状比） 

※現状は 3事業者で約 1,700 千円 

3 

- 

 

4 
（105％）

5 
（108％）

6 
（110％） 

7 
（115％） 

8 
（120％）

 
ＳＨＩＦＴ開設事業者数 

ニッポンセレクト出品事業者数 

1 

4 

4 

5 

7 

7 

10 

8 

11 

9 

12 

10 

④マスコミへの情報提供数 未実施 3 3 4 5 5 

 

（この事業により期待する効果） 

 販路開拓（拡大）計画の策定、展示会・商談会等のアプローチ、販売へのフォローをはじめとする

きめ細かな伴走型支援により、計画性のある営業活動の展開が可能となる。あわせて、インターネッ

トを活用し、小規模事業者の商品・サービス（技術）の情報を広く発信し、商談等による販売機会を

増やすことで販路拡大の実現に寄与する大きな効果が期待できる。 
 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
（目的） 

 地域経済の活性化については、これまで四万十市、商工会、農協等がそれぞれの立場から取組んで

きたが、概して短期的かつ単発的な取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組むことが求められる。 

 

（現状と現状における課題） 

 平成 26 年、当地域の観光振興と地域活性化を推進することを目的に四万十市西土佐観光推進協議

会が発足した。構成員は、本会のほか、四万十市観光協会、四万十市観光課、地域内小規模事業者な

ど。年 4回の定期的な意見交換と観光資源の掘起しを行っているが、新商品・新サービスの開発等に

よる観光振興、地域活性化には至っていないのが現状である。 

 今後は、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、官民が協力連携して本格的な活
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性化対策や事業を推進していく必要がある。なかでも、道の駅を核とした新たな商業活性化や四万十

川ブランドを活かした商品の開発・磨きあげについては、地域経済総合団体である本会が積極的に関

与し主導的な役割を果たしたい。 

 

（事業内容） 

（1）事業者や地域等の提案を拾いあげる体制の強化と掘り起し 

 県地域支援企画員や四万十市地域おこし協力隊等とも連携し、事業者やグループ等が提案し

やすい相談・サポート体制を強化し、素材やアイデアの掘起しを行う。 

（2）地域ならではの素材やアイデアを活かした商品開発 

 上記（1）で掘起した、地域の動きや情報を拾いあげ、新たな観光商品および特産品の開発（研

究・試作・販路開拓等）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。特

産品開発については、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（中小企業庁）を活用

して、商工会主導で取組みたい。 

（3）定住・交流人口拡大に向けた情報のコーディネートと一元的な発信機能の充実 

 地域の新しい発信の形として、地域のヒト、モノ、コトをデザイン・コーディネートし（＝

地域のブランド化）、市のふるさと納税サイトや雑誌（移住・田舎暮らし関連）等を活用し、情

報発信機能の充実を図り、定住・交流人口の拡大をめざす。 

（4）道の駅よって西土佐を活用した新たな商業活性化策の立案 

 「川とともに生きるまち」「日本一アツいまち」を全国にアピールし、当地域および道の駅よ

って西土佐の知名度を向上させるコンセプトづくりに取組むとともに、小規模事業者の売上増

加や利益確保に直結する道の駅よって西土佐を活用した新たな商業活性化策を行政、事業者と

ともに立案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（この事業により期待する効果） 

 新たな経済活動（新商品や新サービスの開発）の結果として、小規模事業者に売上や収益がもたら

されるほか、販売量が伸びることで主原料となる農産物の需要増に寄与し、農家等の雇用・所得確保

につながる。また地域外にも認知されるようになると、地域への来訪者が増加し、当該商品以外の売

上増や定住・交流人口拡大にも寄与することができる（＝四万十ブランドの向上）。 

 

 

 

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 

（目的） 

 従来から協力連携関係の強い近隣商工会と連携して、次のとおり経営発達支援事業の関連情報を共

有する体制づくりに取組み、広域的な支援力の向上を図る。 

 また、商工会単独で対応できない各専門分野の事案等については、以下のとおり、その他の支援機

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
開
発

売

上

・

収

益

の

増

加

関連する他産業の需要増

交 流 人 口 の 増 加

人材育成・地域の賑わい

地域イメージ・ブランド向上

来訪者増加による他商品の売上ワークショップ 

現地調査 

アイデア出し 

農業者 

事業者 

移住者 

高知県

商工会

四万十市

住 民 

専門家

西土佐観光推進協議会 
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関や専門家等との連携により支援の精度を高める。 

 

（事業内容） 

（1）近隣商工会等との協力連携 

 従来から地域的な繋がりがあり連携協力関係の強い県西部地区（四万十町、黒潮町、大月町、

三原村、四万十市西土佐）の 5 商工会は、いずれも職員数の少ない小規模商工会で経営発達支

援事業の業務環境には恵まれていない。このため、5商工会が連携し西部地区商工会経営発達支

援会議（仮称）を結成し、年 2 回の会議を開催する。会議では、お互いが事業計画策定、伴走

型支援、需要動向調査や需要開拓などの支援ノウハウや取組状況に関する情報を交換・共有し、

成功事例や困難事例の発表や意見交換を行うなど、各商工会職員の経営発達支援力を高める連

携体制を整備する。 

（2）その他の支援機関や専門家等との連携 

 商工会単独で対応できない専門事案では、次により他の支援機関や専門家と連携して、情報

交換を密にし、経営発達支援事業実効性の精度を高めるとともに、新たな需要開拓に向けた基

盤構築を図る。 

①他の支援機関との連携・情報交換（随時対応） 

 他の支援機関である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と

連携を密にして、事業計画の策定支援、伴走型支援、施策情報、事業関連情報や参考となる取

組み事例について情報交換を行い、事業者への精度の高い情報提供や指導・助言に活用する。

 新商品開発、新市場開拓、新たな営業または受注販売方式の構築などについては、中小機構

の販路開拓アドバイザー等と連携し、小規模事業者の新たな需要開拓に向けた基盤構築を図

る。 

②金融機関との連携・情報交換 

 日本政策金融公庫、信用保証協会等が参加する金融説明会（年 1回）や合同研修会（年 2回）

において、金融政策、市場動向、景気動向などについて情報交換を行い、事業者への情報提供、

計画策定や伴走型支援に活用する。（定期開催） 

 また地元金融機関である幡多信用金庫とは、密に情報交換を行い、事業計画策定や資金面の

支援に活用する。（随時開催） 

③外部の専門家との連携・情報交換（随時対応） 

 複雑高度な事業計画の策定や資格を要する業務については、中小企業診断士、弁護士や税理

士に支援を要請し困難事案の解決を図る。 

④高知県事業承継・人材確保センターによる事業承継支援（随時対応） 

 第三者への事業承継を希望する事業者には、高知県事業承継・人材確保センターにマッチン

グの支援を要請する。 

 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（目的） 

 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行う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、その成果は、職員間で共有できずに組織的な活用も図ってこなかった。

とくに、経営発達支援事業の推進に求められる職員の資質向上については、以下のとおり、基礎的な

支援スキルの養成、専門的な支援能力のレベルアップ、さらに組織としての支援力を強化する体制整

備を行うことにより、中長期的に支援を継続できる業務執行体制を構築する。 

 

（事業内容） 

（1）基礎的な支援スキルの養成 

①基礎的な研修の受講 
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 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早い機会にすべて

の職員（経営指導員および経営支援員）が受講する。 

 ・経営指導員等基本能力研修（高知県商工会連合会主催） 

 ・経営発達支援計画策定研修会（高知県商工会連合会主催） 

 ・経営指導員向け小規模事業者支援研修（中小企業整備基盤機構主催） 

②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等が主催する研修会やセミナーの受

講（年 2回）を検討する。また、専門家支援時には、ＯＪＴによる支援スキルの向上に取組

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 3 年以内に全国商工会連合会が認

定する経営支援マネージャー資格の取得を予定している。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等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。あわせて、事業計画策定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。 

（4）支援成果については、商工会基幹システムを活用しデータベース化するとともに、組織内での

ノウハウ共有を行うことにより、小規模事業者の利益の確保に向けた支援ノウハウの習得に繋

げる。 商工会基幹システムに記録する成果は、利益の向上、資金繰りの好転、需要（取引先）
の拡大、廃業・倒産の回避、その他企業の創業、持続、成長、再挑戦での成果などとする。 

 
 

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、下記による四万十市西土佐商工会経営発達支援事業評価委員会を
設置し、毎年 3月に委員会を開催し、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、評価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誰もが閲覧できる公開情

報として掲載する。 

 

（四万十市西土佐商工会経営発達支援事業評価委員会） 

区分 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） 

県商工会連合会職員 1 広域指導課長（1） 

専門家等 1 中小企業診断士等（1） 

四万十市職員 1 産業建設課長（1） 

（計） 11  
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（事業の評価・見直しスケジュール） ※評価委員会は毎年 3月（年度末）に開催する。 

年 度 評価・見直し項目 

平成 29 年度 ・29 年度事業の評価   ・30 年度に向けた課題検証と対策 

平成 30 年度 ・30 年度事業の評価   ・31 年度に向けた課題検証と対策 

平成 31 年度 ・31 年度事業の評価   ・32 年度に向けた課題検証と対策 

・29～31 年度分の中間評価と経営発達支援計画の見直し 

平成 32 年度 ・32 年度事業の評価   ・33 年度に向けた課題検証と対策 

平成 33 年度 ・33 年度事業の評価   ・29～33 年度経営発達支援計画全体の総括 

・次回経営発達支援計画（平成 34 年度～平成 38 年度）策定方針の提案 

次回認定申請する経営発達支援計画 ＝ 平成 34 年度～平成 38 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価委員会 
商工会役員・四万十市 
若手経営者・専門家等 
県商工会連合会職員 

会 報 等 

総  会 

理 事 会 

ホームページ 

小規模事業者 

意見 支援 
改善計画作成

次期事業計画に反映

概算要求
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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 10 月現在）

（１）組織体制 

 
 ①四万十市西土佐商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員数  １２６名 

役員数  １８名 

職員数  ４名（補助対象職員４名） 

経営指導員数  １名 

 
 ②商工会事務局組織（職員４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 

 

 ③経営発達支援事業実施体制 

   事業統括責任者 ： 会長 

   事業執行責任者 ： 事務局長 

   事業執行者   ： 経営指導員および経営支援員 ３名 

    

（２）連絡先 
 部署等  四万十市西土佐商工会 

 住所  高知県四万十市西土佐江川﨑 2642-1 

 電話番号  0880-52-1276 

 ファックス番号  0880-52-2388 

 Ｅ-mail  ksnsci@nishitosa.net 
 

 

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 

経営指導員 

事務局長 

経営支援員 経営支援員
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 3,225 2,700 2,700 2,700 2,700

 

経済動向調査事業費 

経営状況分析事業費 

セミナー開催事業費 

専門家支援事業費 

消費者購買活動調査費 

需要開拓事業費 

地域活性化事業費 

若手経営者育成事業費 

 

525

600

300

225

600

225

450

300

100

300

400

300

600

500

200

300

100

300

400

300

600

500

200

300

100 

300 

400 

300 

600 

500 

200 

300 

100

300

400

300

600

500

200

300

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

補助金：高知県、四万十市 

受託費：高知県商工会連合会 

自己財源：会費および手数料等 

 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

 

（１）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 連携するおもな内容 

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）

等

中小企業基盤整備機構 四国 

（本部長 高山千佳歳） 
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 谷脇明） 
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 

・支援力向上にむけた情報交

 換 

幡多信用金庫川崎支店 

（支店長 大住道和） 

高知県四万十市西土佐江川﨑

215-3 
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高知県事業承継・人材確保センター 

（センター長 杉本雅敏） 
高知県高知市本町 2-2-29 

・事業承継、創業、第二創業

 等に向けた支援    等

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    等

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 

四万十市観光協会 

（会長 小松昭二） 
高知県四万十市右山 383-15 

・業界動向調査 

・地域観光振興事業の協働 

四万十市 

（市長 中平正宏） 

高知県四万十市中村大橋通

4-10 

・新規創業者支援 

・地域商工観光業の振興 等

四万十市西土佐観光推進協議会 

（会長 中脇裕美） 

高知県四万十市西土佐江川崎

2445-2 
・地域商工観光業の振興 等

全国商工会連合会 

（会長 石澤義文） 
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   

・支援力向上にむけた情報交

 換          等

高知県商工会連合会 

（会長 浜田敦夫） 
高知県高知市布師田 3992-2 

黒潮町商工会 

（会長 小島正明） 

高知県幡多郡黒潮町入野

1936-1 

・支援力向上にむけた情報交

 換          等

大月町商工会 

（会長 長山誠久） 

高知県幡多郡大月町弘見

2087-1 

三原村商工会 

（会長 沢良木基希） 

高知県幡多郡三原村来栖野

346 

四万十町商工会 

（会長 武田秀義） 

高知県高岡郡四万十町琴平町

1-1 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四

万

十

市

西

土

佐

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 
税理士・中小企業診断士・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・幡多信用金庫 
税理士・中小企業診断士・専門家等

高知県商工会連合会・四万十市 

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・四万十市 
四万十市観光協会 
専門家等 

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・幡多信用金庫 
全国商工会連合会・県商工会連合会

黒潮町商工会・大月町商工会 
三原村商工会・四万十町商工会 
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 
高知県事業承継・人材確保センター

日本政策金融公庫・幡多信用金庫 
税理士・中小企業診断士・専門家等

高知県商工会連合会・四万十市

連携 

経営分析 
需要動向調査 
支援 

事業計画 
策定・実施 
支援 

事業承継 
創業・第二創業 

支援 

新たな需要開拓 
支援 

支援能力向上 
支援 

連携 

連携 

連携 

連携 


