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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．黒潮町の人口動態の現状 

 黒潮町は平成 18年 3月 20日に旧大方町と旧佐賀町が

合併して発足した町である。高知県西部の太平洋沿岸に

位置し海岸沿いには砂浜が多くあり、中でも約 4kmにも

及ぶ入野海岸と入野松原は県内でも有名で、県内外から

多くの観光客やサーファーが訪れている。 

地域資源としては、鰹の一本釣りで日本一にも輝いた

鰹釣漁船を保有する会社を筆頭に、地域ブランド「土佐

佐賀日戻り鰹」をはじめとする漁業が盛んであり、農林

業の割合が高く、第 1 次産業が町の主要産業となってい

る。また、全国的にも珍しいすべての工程を風と太陽熱

だけで塩を作る地域ブランド「土佐黒潮天日塩」の産地

としても有名である。観光とスポーツを組み合わせた「スポーツツーリズム」にも力を入れてお

り、天然芝の球技場や体育館の整備やスポーツ大会・合宿を開催することにより、県外チームの

誘致を行い交流人口の増加を図っている。 

 

 黒潮町の人口は昭和 55年の 16,116 人を境に、大都市圏への大幅な人口流出の影響により減少

を始め、平成 22年に 12,365人でピーク時の 4分の 3になり、平成 30年 10月 31日には 11,260

人と減少の一途を辿っている。 
 
  【図表 2】黒潮町の総人口及び年齢 3 区分別人口の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 年齢別では高齢者の割合は全国平均の約 25％と比べても高い水準であり、少子高齢化により

後継者不足が起こるほか、地元産業に多大な影響を与える。購買力の低下から消費市場の縮小お

よび、町内における小売店の衰退・廃業が進み更に厳しくなることが懸念される。商工業者が継

続して事業を行えるように支援していく必要がある。 

推計値 実測値 

【出典】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」、黒潮町提供 

【図表 1】黒潮町位置図 



- 4 - 
 

【出典】高知県庁 南海トラフ地震に備えるポータルサイト 

  【図表 3】黒潮町の年齢 3 区分別人口割合の推移 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

しかし、黒潮町の抱える最大の問題は、南海トラフ巨大地震の被害である。平成 24 年 3 月 31
日に内閣府より発表された黒潮町における南海トラフ巨大地震の最大津波高は「34.4ｍ」であり、

国内で最も高い数値となっている。この発表は、黒潮町民はもとより地域経済を担う商工業者に

とって大変厳しい問題となった。企業誘致のほか、既存の事業者においても新規の設備投資が困

難な傾向であった状況に拍車がかかり、町の産業が深刻な影響を受けるのは明白である。また、

人口流出の加速と来訪者の減少、有事の際の経済の停止・低迷が懸念され、地域経済にも多大な

影響を与えることが危惧される。 
 
  【図表 4】高知県各市町村の海岸線での最大津波高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在、黒潮町では津波対策として津波避難タワーの建設も終わり、『町民全員が避難し犠牲者

を「0」にする』という強い目標のもと、町全体で防災意識を高めている。     
また、津波の発表に悲観することなく、防災の街づくりとして缶詰工場を建設し、災害があっ

た時の非常食用缶詰の開発と販売が進められている。災害時の食料やライフラインの確保は非常

に重要であり、町だけでなく地元の商工業者が担う役割も大きいといえる。 

いつ来るか分からない災害に対しての備えは早急に行う必要があり、町と連携し地元産業が復

旧する仕組みを構築しなければならない。そのためにも、商工業者間での連携体制の構築と事業

所一つひとつの BCPの策定が必要不可欠となる。 

【出典】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」、黒潮町提供 
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２．産業別における現状 

 黒潮町の産業別就業人口を見てみると、農業、林業、卸売業、小売業、医療、福祉の就業者が

多く、次いで、建設業、製造業、漁業となっている。鉱業、砕石業、砂利採取業、情報通信業、

不動産業、物品賃貸業は、特に就業者が少なくなっている。 
  
  【図表 5】男女別・産業別就業人口及び特化係数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黒潮町は、鰹の一本釣りで日本一にも輝いた鰹釣漁船を保有する会社を筆頭に漁業が盛んであ

るほか、農林業の割合が高く、第 1 次産業が町の主要産業となっている。しかしながら、第 1
次産業において高齢化による中山間地域の農林地の衰退や、漁業を含めた労働者全体の平均年齢

上昇により、後継者問題や新たな人材確保の問題が起こっている。主要産業の衰退により町の財

政が圧迫され、更なる人口流出を招く危険性がある。 
 
 
  【図表 6】地域産業の進行について必要なこと (町内アンケート) 

NO 項目 人数 割合 
1 後継者の育成 200 32.2% 
2 地域資源を活かした加工商品の開発 172 27.7% 
3 起業家を育成するための各種支援策の充実 74 11.9% 
4 基盤整備の実施 51 8.2% 
5 技術力を高めるための支援策の充実 42 6.8% 

合計 621 (うち未記入・その他 82) 
 
 また、少子高齢化と人口減少により、事業者の廃業が相次ぎ町民の日常生活の不便さが増すこ

とが予想され、必要な時に必要な物が手に入らない事態に陥る可能性がある。 

【出典】黒潮町提供 

漁業特化係数：30 以上 

二次産業 三次産業 一次産業 

【出典】平成 25 年人口等基本集計 

（総務省統計局）、黒潮町提供 
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３．商店街および地区内商工業者・小規模事業者における現状 

 黒潮町の商工業者数は平成 29 年 9 月 30 日時点で 435 事業所、そのほとんどが小規模事業者

（事業所数 418 事業所、小規模事業者割合 96％）である。現在 265 の事業者が商工会に加入し

ている(加入率 60.9％)。 
 
  【図表 7】黒潮町の商工業者数と業種別内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 商工業者 小規模 
事業者 建設業 製造業 卸売・ 

小売業 飲食業 宿泊業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 

H19. 9.30 530 520 133 63 150 73 11 77 12 
H21. 9.30 513 503 125 65 148 66 11 76 12 
H23. 9.30 472 464 115 60 123 66 11 76 13 
H25. 9.30 456 444 105 57 126 58 10 77 16 
H27. 9.30 463 449 96 65 124 56 10 80 25 
H29. 9.30 435 418 86 64 109 56 8 79 33 

 

地域内の商工業者は年々減少傾向(年平均減少数 10.2 事業所、年平均減少率 3.7％)にある。小

規模事業者数は、商工業者数と比べても減少率(4.1%)が高く廃業等が相次いている。廃業の理由

としては高齢化による比率が高く少子化と後継者不足の影響が顕著に現れている。 
 
 卸・小売業は全体で 109 事業所ありもっとも業種割合が高いが、人口減少の煽りを最も受け

ている業種である。各集落に点在してはいるものの、無店舗の集落も多く存在してきており、車

に乗れない高齢者も多くいるため、買い物難民が発生している。小売店がある集落でも、人口減

による売上の減少から店舗を維持することが難しい赤字経営の事業者が多く、近隣住民からの継

続要望がある中で事業の存続について葛藤されている。有事の際には小売店の存在意義は大き

く、いかに持続的に経営させていくかが今後の課題になると考えられる。 
小規模集落の小売店に限らず、商店街からの最寄り品や買回り品の町外流出は顕著に表れてい

る。町内にある町外資本のチェーン店や近隣の四万十市や宿毛市の大型店へ流出し、販売品目に

関わらず町内消費は減少し、「商店街の空洞化」を招いている。小売店の存続は地域の経済活動

【出典】黒潮町商工会独自調査 
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を維持するためにも重要であり、災害時に物品を供給するためにも必要不可欠な業種である。 
  

建設業は全体で 86 社あり、比較的高い水準となっている。高知県では木造住宅耐震化促進事

業を実施しており、南海トラフ巨大地震に向けて住宅の耐震化を推進している。黒潮町内でも耐

震に対する意識は高く、ライフライン確保のために国道沿いに立地する住宅や建設物の耐震状況

の調査を進めている。しかしながら、木造住宅耐震化促進事業を利用するには、耐震診断・耐震

設計・耐震改修という 3つの要件を満たす必要があり、すべてを満たしている事業者は 5店舗し

かない。 

そのため、町外の建設業者に耐震関係の仕事を奪われている状態にある。耐震診断は耐震診断

士が行うため、耐震設計・耐震改修と区別できるが、診断のみで終わる場合や設計ができる事業

者がいないことから、町外に顧客が流出してしまう。 

 

【図表 8】木造住宅耐震化促進事業における黒潮町の適応事業者数 

耐震診断士(人数) 耐震診断(店舗数) 耐震設計 耐震改修 

7 5 5 32 

 

 黒潮町の「南海トラフ巨大地震の関心度」を調査したアンケートでは、「おおいにある・ある」

の割合が 94.6％と高く、町民が地震に対して危機感を抱いている。これに伴い耐震診断や耐震

工事への需要も多く、今後も伸びていくマーケットであると考えられる。これらの需要に対応し、

地域内で供給を行っていくためにも、各事業所が耐震診断・耐震設計・耐震改修の資格を得るこ

とが重要であり、支援を要する業種であるといえる。現在でも、建設業許可の取得や公共工事の

入札手続等の支援を行っているが、許可の取得も 14 件ほどしかなく、事業所としての信頼を得

るためにも引き続き支援を行っていく。 

 また、震災にあった際にも被災者の住居やライフラインの確保は最優先事項であり、これらに

精通している建設業者は早期復興を行うためにも重要な業種である。 

 

 製造業においては、黒潮町が太平洋に面する町であることから、魚類を加工して干物や調味料

類を製造している事業所が多くある。昔から町内では干物が多く流通しており、移動販売等を行

っている事業所もある。近年では町独自で缶詰工場を建設し、製造業の活性化をはかるとともに、

南海トラフ巨大地震を前にして、地震に負けない街を創るために防災事業を進めている。 
 
 
４．通勤通学における移動実態と消費流失状況 

 黒潮町は大型量販店やチェーン店が多数立地している四万十市、四万十町、宿毛市等が近隣に

あり、それらの市町村に雇用依存や消費の流出をしている状態にある。これには、南海トラフ巨

大地震の影響による、地価の低下や空き家が増加していること、町内で少子高齢化が進み事業所

数の減少や消費者の購買活動の変化等が背景にあると考えられる。中でも四万十市への雇用依存

が多くあり、黒潮町在住の就業・就学者の約 25％もの人が通勤している。 

他市町村から黒潮町へ通勤・通学で通う人の合計は 786 人(平成 22年国勢調査)となっており、

そのうち 75％以上が四万十市である。このことから通勤通学者の双方移動先として四万十市は、

最も関係の強い市であると言える。また、黒潮町から他市町村へ通う人数に比べて、本町に通っ

てくる人数は半分以下であり、就労・就学先として四万十市に依存していることが分かる。 

 通勤通学を他市町村に依存していることから、住居が町内であるないに関わらず買い物を通勤

通学のついでに他市町村で行う人がほとんどである。また、町内に在住し就労している人に関し

ても大型量販店まで車で 15 分という利便の良さから、家に帰る前に少し遠出をし、買い物をし

て帰るという人も多くいる。 
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町内での消費活動を活性化させなければ、現存の事業所の衰退は急激に進み、有事の際に自給

できない状態に陥る危険性が危惧される。 

 商工会では、平成 20年より地域商品券（使用期間 6 カ月）の発行を随時行っており、商工会

負担及び町からの補助を受けプレミアム付き商品券（プレミアム率 10％）の発行も行い域内消

費喚起を行っている。 

 

【図表 9】黒潮町から他市町村（左）他市町村から黒潮町（右）へ通勤通学している人数及び箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商工業の抱える課題】 
（１）生産年齢人口の減少傾向が続くことにより、地区内商工業者の減少が想定されるため、

域外への消費の流出が予想される。 
（２）経営者の高齢化や経営環境の悪化、後継者不足による廃業が増加しており、経営環境の

整備や、後継者の育成及び円滑な事業承継に向けた取り組みが必要である。 
（３）地域資源を一部の商工業者しか活用できてないため、商品開発や新サービスの提供など

付加価値を高めることにより、新たな販路開拓や交流人口からの外貨獲得を行う取り組

みが必要である。 
（４）南海トラフ地震により想定される被害を最小限に抑え、迅速な復興と継続的な経営を行

う支援体制作りが必要である。 
 

 

■目標及び目標達成方針 

１．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 黒潮町では、人口減少の克服と地方創生を実現するため、本町における人口の現状と将来の展

望及び、今後の目標や施策の方向性等をまとめた「黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

策定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒潮町総合計画における創生基本計画 

基本目標１ 地産外商により安定した雇用を創出する 

基本目標２ 新しい人の流れをつくる 

基本目標３ 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望を叶える 

基本目標４ 地域とともに安心してくらし続けられる環境を作る 

黒潮町提供 【出典】国勢調査 
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 上記基本目標１については、地域にある資源を有効に活用しながら、作物の高付加価値化や経

済波及効果の大きい産物の生産拡大・販売促進、新たな製品の開発などにより、地域全体の生産

性を高めることで地場産業の振興を図る取組を行い、単に雇用を創出するだけでなく、これから

の町の担い手となる若い世代が就業意欲を持てる魅力ある産業の確立を目指していくものであ

る。基本目標２については人口の流出の抑制や移住推進により地域の活性化を目指していくもの

である。 

基本目標１・２における商工業分野の計画実現に向けた取組については、当商工会が主導的役

割を果たすべき分野であるため、行政・各関係機関と連携し、商工会の持つノウハウやネットワ

ークを活かした地域資源を活用した商品の開発・流通・販売体制の整備および情報発信、後継者・

移住者による事業承継・創業支援を実施することで、商業機能維持を図り域内小規模事業者およ

び住民が安心して暮らし続けることができるまちづくりの推進していく必要がある。 

 

 小規模事業者を取り巻く課題及び黒潮町総合戦略を踏まえ、地域経済を持続的に発展させるよ

う継続的に支援を行うため、当会の描く「小規模事業者の今後１０年間の中長期的な振興の在り

方」は以下の通りである。 

 

（１）小規模事業者が理念、課題、計画、目標を明確にした事業計画に基づき経営を行えるよ

う支援し、商工業者の減少に歯止めをかけ持続的発展を通じた商業機能の維持を図る。 
（２）円滑な事業承継を促進すると同時に、移住者等への創業支援を推進することにより域内

小規模事業者の新陳代謝を高め、地域商業機能の維持・発展を図る。 
（３）地域資源を活用した新商品開発や商品のブラッシュアップ、スポーツツーリズムなど観

光資源を活用したサービス提供を推進させることで地域経済の活性化を図る。 
（４）災害発生時でも事業の継続・早期復旧が行なえるよう小規模事業者の経営基盤の整備を

行う。 
 

２．経営発達支援事業計画の目標 

地域の現状と課題を踏まえ、町内事業所数の維持と小規模事業者の持続的発展を支援するため

に以下の目標を設定する。 

【目標①】小規模事業者の持続的発展を通じた経営基盤の改善と強化 
【目標②】事業承継及び創業支援の強化による地域商業機能の維持発展 
【目標③】地域資源を活用した商品・サービス開発及び改良による販路拡大 
【目標④】事業継続計画（BCP）策定の推進 

 

３．目標達成に向けた方針 

上記目標達成に向け、年間アクションプランを策定実行し次年度以降は評価・見直しを図り目

標の達成を目指す。 

【方針①】小規模事業者の持続的発展を通じた経営基盤の改善と強化 

巡回訪問や窓口相談を通じて、小規模事業者が抱える経営課題を把握し、課題の解決を図

り持続的な発展を行うため、地域経済動向調査や経営状況分析を踏まえた将来の目標を設定

し、目標達成のための具体的な行動を示した事業計画の策定を支援する。 

 計画の進捗状況のモニタリングや、その時々の状況に応じた目標の変更など適切なフォロ

ーアップを実施することにより小規模事業者の経営基盤の改善と強化を図る。 

【方針②】事業承継及び創業支援の強化 

 事業主の高齢化が進んでおり、後継者への事業承継を着実に進めていくために、自社を取

り巻く状況を踏まえた事業承継計画の策定を推進する。後継者不在の事業所については事業

譲渡等新たな事業存続の形を提案し支援する。 
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 黒潮町はサーフィンが盛んであり移住・定住される方も増えているため、新規創業支援や

上記の事業譲渡を含めた創業計画の策定支援をするなど、創業支援と事業承継支援を強化す

ることで、地域商業機能の維持発展を図る。 

【方針③】地域資源を活用した商品・サービス開発及び改良と販路拡大 

黒潮町の地域資源やスポーツツーリズムを中心とした観光資源と小規模事業者の持つノ

ウハウやアイデアを加えた新商品・新サービスの開発や、既存商品のブラッシュアップ、及

び適切な販売計画の策定を支援することで、域内小規模事業者の販路拡大に繋げる。 

【方針④】事業継続計画（BCP）策定の推進 
災害が起こった際に事業資産の損害を最小限にとどめつつ中核となる事業の継続あるい 

は早期復旧を可能とするために、セミナーや個別相談の開催を通じて小規模事業者の BCP 
策定支援を強化することで、災害発生時の迅速な事業継続・早期復旧を可能とする小規 
模事業者の体制整備を図る。 
 

 
 上記目標を達成するためには、商工会の経営支援体制の強化が必要であるため、以下の取組みを実

施する。 

① 経営指導員等の個々の資質向上を図りながら支援ノウハウや知識を組織全体で共有 

② 他の支援機関等と連携した支援体制を確立 

③ 事業の評価と見直しのための仕組み（外部による評価体制）を整備 

 

上記取り組みを通じて、全職員が相互に連携する組織一丸となった支援能力向上を図ると同時に、

これまでの商工会単独による「点の支援」から、他の支援機関等と連携した「面の支援」戦略への転

換を図る事で、より効果的な伴走型支援体制を構築する 
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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】  

(1)黒潮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 

（現  状） 

 景況の聞き取りは巡回訪問時に行っているが、指導員間で調査項目の統一ができておら

ず、収集内容にばらつきがある。調査結果についても、カルテ等への記載がされていない

場合があり、職員間での情報共有が出来ていない。事業所への経済動向の伝達は、必要に

応じその都度経営指導員が個別に情報を収集し、管理・運用・分析・情報提供を行ってお

り組織的な管理や活用や共有が行えていない。 

 

（事業内容） 

地域の経済動向を把握するため、事業者に対して具体的な調査項目を定め有効な調査を

行うほか、公的機関の調査結果などの統計資料を収集し、指導員会議にて分析を行った上

で、職員間で情報の共有化を図り、個々の小規模事業者が必要とする情報の提供を行う。

分析情報はホームページや会報で公表することにより、事業所の外部環境分析に活用し、

実現可能性の高い事業計画の作成できるようにする。 

 具体的な内容については以下のとおり。 

 

① 巡回訪問・窓口相談時の調査項目のリスト化及び調査 

年度当初の指導員会議にて時勢に応じた調査項目を設定し、巡回時や窓口相談時に聞

き取りを行い、経営カルテへ詳細に入力することで職員間の情報を共有する。 

調査対象：全会員事業所 

調査項目：売上増減、粗利益率増減、従業員増減、業況、採算性、設備投資、 

後継者の有無及び承継時期 他 

調査期間：６月～７月（年１回） 

調査方法：会報誌とともにアンケート用紙を配布し、巡回・窓口相談にて回収 

 

② 公的機関の調査結果の統計資料収集 

各機関の統計資料を整理し、指導員会議で分析することにより全体の趨勢を捉える。 

以下の情報源を活用しデータ更新時に収集する。 

情報源 収集データ 更新頻度 

黒潮町 

 広報 

 ホームページ 

人口総数、出生数、人口増減、将来人

口推移 等 
毎月 
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黒潮町 まち・ひと・しごと創

生総合戦略 

黒潮町の地域創生計画の進捗と成果の

検証、今後の方針 

製造品出荷額等、卸売販売額、小売販

売額、課税対象所得、農業算出額 等 

年１回 

（7月） 

高知県 産業振興計画 

県産業の体質強化に向けた地域アクシ

ョンプランの実施状況および各種支援

策や施策 

年１回 

（7月） 

高知県観光政策課、黒潮町産業

推進室 

県外観光客入込・動態調査 

黒潮町の観光客数や観光施設の利用客

数など観光客の動向等 

年１回 

（11月） 

総務省 経済センサス 

高知県 商業統計 

    工業統計 

    サービス業統計 

    県民消費動向調査 

産業別事業者、就業者数・年間販売額

等 

各業種の実態・統計 

各業種の施策の基礎資料 

消費者の買い物行動や消費者意識 

５年毎 

 

③ 空き店舗調査 

商店街や国道沿いの空き店舗の共用可否、面積、家賃、条件等について把握し、移住希

望者への情報提供や、ホームページ等で情報発信を行う。近隣事業所等からの聞き取りや

巡回時の目視などで調査は３ヶ月毎（４・７・１０・１月）に実施し、内容に変更追加等

があった場合は更新する。 

 

④ 情報の分析及び発信 

収集した情報は指導員会議で調査結果の報告及び分析（①８月、②８・１１月、③５・

８・１１・２月）を行い、結果についてはホームページによる周知や、年４回発行してい

る会報に掲載し巡回ツールとして支援先の発掘や、小規模事業者への積極的な提案型支援

を行うため活用する。 

収集・分析データはフォルダ内の見出しで分かりやすく整理する事で一元管理、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。 

 

（目  標） 

実施項目 現状 H31 年 H32 年 H33 年 H34 年 H35年 

① 調査項目のリスト化・調査 0回 1回 1回 2回 2回 2回 
② 公的機関統計資料の収集 0回 更新時 更新時 更新時 更新時 更新時 
③ 空き店舗調査 0回 4回 4回 4回 4回 4回 
④ 情報の分析 0回 4回 4回 4回 4回 4回 
④ 情報の発信（HP、会報） 0回 4回 4回 4回 4回 4回 

調査項目の見直しや、情報の修正は随時行っていく。 

 

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 

（現  状） 

 商工会における定期巡回訪問の状況については、広報誌の配布や各種施策・補助金やセ

ミナー等の案内にあわせ巡回はしているものの、配布時期が不定期であること、制度説明

やイベント情報等の説明だけで終わる事が多く、巡回訪問に明確な目的を設定していない
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等、経営状況を確認するための計画的な巡回訪問が実施できていない。 

 

（事業内容） 

 効果的で計画的な巡回訪問を行うため、現在巡回ツールとして使用している年 4 回発

行する広報誌については、配布時期を決め、経営指導員が事前に内容協議を行い巡回の際

に重点的に紹介・啓蒙したい内容を確認し掲載事項を決定（時期に応じた各種データの提

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）することにより、内容の充実を図る。 

 巡回訪問時には事業所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）の掘り起こしを行う中で、企業の保有する経営資源や経営状況の把握を図る。月

一回の指導員会議において、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。 

 

（目  標） 

 事業所とのコミュニケーションを充分に取りながら事業所の現状を把握し、潜在支援ニ

ーズの掘り起こしや、今後の持続的発展のための経営計画作成のきっかけ作りを行う。 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

巡回訪問総件数 792 回 870 回 900 回 930 回 950 回 950 回 
 

(2) 事業者の経営分析支援 

（現  状） 

 現在経営分析を実施している業務の内訳は、①各種補助金の申請、②マル経資金の推薦、

③重点指導事業所支援の３つの業務のみであり、一部の事業所の分析に留まっている。分

析内容についても③以外は、申請や推薦に必要な事業内容のみの分析であり、事業内容全

体を把握し、中長期的な経営に役立つ分析とはなっていない事が多い。 

 

（事業内容） 

 経営計画策定セミナーの開催や巡回や窓口相談を通じて経営分析支援対象事業所を選

定する。経営の現状を把握し、小規模事業者各々の経営課題の抽出や、課題解決に向け、

財務分析による現状把握とＳＷＯＴ分析等を実施し、小規模事業者自身の事業を総合的に

検証把握し、持続的発展に向けた経営の方向性を見つけ出す。 

 分析は職員一人、一人の能力に依存するものであるため、月１回開催している指導員会

議で指導員同士の情報共有を図る。 単独での解決が難しい専門的な課題等については高

知県商工会連合会や、高知県よろず支援拠点や、高知県事業承継・人材確保センター等と

連携し、小規模事業者の抱える経営課題の解決を図る。 

 具体的な内容については以下のとおり。 

 

① 分析対象事業所の発掘・選定 

経営計画策定セミナーの開催や巡回や窓口相談を通じて以下のような分析対象事業所

を発掘し、事務局内での協議により選定する。 

・販路拡大に意欲のある事業所 

・新たな商品・サービスの提供や新事業分野へ進出する等意欲のある事業者 

・収支状況が悪化し経営改善計画が必要とされる事業所 

・青年部員などの事業継続可能な後継者がいる事業者  など 
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② 経営基礎データの把握 

より深く事業所の特徴や課題を調査するため、分析の基礎となるデータを事業主や従業

員からのヒアリングや会計資料や各種台帳等を確認し把握する。 

調査項目 内   容 

企業概要 

①沿革、経営者の略歴 

②事業規模、組織図、店舗・工場の面積、席数など 

③主力商品（売れ筋） 

④ここ数年の売上傾向 

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、顧客・取引先からの評価 

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（資格・能力（技術）・経験など）、人材配置 

③店舗や生産設備 

④外部協力者や情報提供者の有無 

 

③ 経営分析の実施 

事業者自身の事業を総合的に検証し、持続的発展に向けた経営の方向性を見つけ出すた

め、指導員会議で経営分析を行う。専門的な分野の分析に際しては連携する支援機関の専

門家を活用し精度を高める。 

分析手法 分析内容 

財務分析 

高知県商工会連合会より業種別審査辞典のデータの提供を受け、 

成長性 … ・売上高 ・経常利益の推移 

収益性 … ・売上高総利益率 ・売上高経常利益率 

安全性 … ・流動比率 ・自己資本比率  等 

ネット de記帳利用事業所については、同システムの「経営分析シ

ステム」、利用していない事業所は中小企業基盤整備機構が提供の

｢経営自己診断システム｣等を活用 

ＳＷＯＴ分析 

経営者とともに自社を取り巻く外部環境と経営資源などの内部環

境を分析し、経営者の今後の意思決定に必要な自身が気づいてい

ない改善点の掘り起こしに重点を置いた分析を行う。 

ＡＢＣ分析 

売れ筋商品の一層の拡販と適正な在庫管理を行うため、商品毎の

販売状況を集計し、売れ筋商品と衰退商品とに分類し分析し、品

揃えの最適化を図る。 

 

（目  標） 

事業者の経営課題の抽出と課題解決策の提案を行いながら、今後の経営方針決定と事業

計画策定及び実行の際の基礎資料として活用できるよう、適切な経営分析を行う。 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

経営計画策定セミナー回数 0回 1回 1回 2回 2回 2回 

経営計画策定セミナー参加

者数 
- 10社 10社 20社 20社 20社 

経営分析実施件数 25件 30件 30件 35件 35件 35件 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1) 事業計画策定支援 

（現  状） 

商工会における事業計画の策定支援は、融資相談や各種補助金の申請時に小規模事業者

からの要望により作成することが大半を占め、事業者自らが事業計画を策定することほと

んどなく、商工会で原案を作成し、事業主が一部修正して完成することが多い。 

 

（事業内容） 

経営分析支援を実施した事業者を中心に課題解決に向けた事業計画策定を積極的に推

奨し、経営者自身で計数管理が出来る事業者を増加させるとともに、事業計画に基づいて

経営を実践出来るよう、実効性の高い計画策定に向けて伴走型の指導・助言を行う（策定

サポートツール：「経営計画つくるくん」）。 

専門的な事業計画については高知県商工会連合会や高知県よろず支援拠点等と連携し、

事業計画策定セミナー及び個別相談会を開催し、より精度の高い計画策定支援を行う。 

事業計画書策定及び実施支援を行う中で革新的案件については経営革新の取得を目指

し、販路開拓、事業承継など事業者のニーズを反映した事業計画の策定支援を行うことで

小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

（目  標） 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

経営計画策定セミナー 0回 1回 1回 2回 2回 2回 

経営計画策定個別相談会 0回 1回 1回 2回 2回 2回 

経営計画策定セミナー参加

者数 
0社 10社 10社 20社 20社 20社 

経営計画策定個別相談会参

加者数 
0社 7社 7社 14社 14社 14社 

事業計画策定件数 25件 30件 30件 35件 35件 35件 

 

(2)事業者の BCP策定支援 

（現  状） 

 国の被害想定の公表を受け、防災拠点となる役場本庁舎は平成 29 年度に高台に移転予

定であり、避難施設や避難道の確保等のハード面と、自主防災組織の機能強化等のソフト

面での防災対策は急ピッチで進められている。産業面での防災対策については、町の指針

にある、災害時の食料を確保する対策を兼ねた新産業創造事業である「缶詰工場」は新た

に稼働しているが、町内の事業者の BCP作成等の支援推進については手つかずの状態であ

る。現在町内事業者で BCP策定している事業者は、売り上げ規模が１億円を超える企業や

中規模以上の建設業のみとなっており、会員の策定率は 5％以下という状態である。 

 商工会においてもセミナーを開催した事はあるが、人数が集まらず策定率も低い。 

 

（事業内容） 

 事業者の災害への意識は高いものの時間や人員あるいは能力不足のため作成できてい

ない BCPを、策定意識高揚の啓もう活動や、セミナー・個別相談会などを実施することに

より、身近なものとしてとらえてもらう環境を整える。 

 自社の核となる業務の把握や、取引先の把握や見直し、不測の事態への対応といった事

業者に自社の経営内容を改めて見直すきっかけとなるため、経営分析実施事業所や青年部
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員を中心に計画策定の推奨を行う。 

 中小企業庁の中小企業 BCP 策定運用指針をもとに、事業所の規模や継続意思などのレベ

ルに応じて「入門」「初級」「中級」「上級」の様式を使い分けて策定支援を行う。策定の

難しい企業については、県や高知県商工会連合会のサポートを受けながら支援にあたる。 

 

（目  標） 

 専門家による BCPセミナーや個別相談会を開催し、基本的な知識の習得と事業者自身が

BCP を策定できるような環境を整え、巡回訪問や窓口相談でフォローアップを行う。 

 BCP セミナー・個別相談会は当初２年間は本所・支所で各１回開催するが、３年目以降

は参加者の減少が予想されるため事業所数の多い本所での開催にする。 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

BCP セミナー実施 0回 2回 2回 1回 1回 1回 
BCP 個別相談実施 0回 2回 2回 1回 1回 1回 
BCP セミナー参加者数 0社 20社 20社 10社 10社 10社 

BCP 個別相談参加者数 0社 14社 14社 7社 7社 7社 

BCP 策定支援事業所 0社 16社 16社 8社 8社 8社 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1) 事業計画フォローアップ支援 

（現  状） 

現在の事業計画策定支援は、各種補助金申請や金融支援等を行うための計画策定が中心

であったため、遂行状況報告や実績報告の際には確認を行っているが、事業終了後は計画

の見直しや数値検証もほとんど行えておらず、事業計画策定の効果が薄い状況である。 

 

（事業内容） 

事業計画策定事業所に定期的に巡回訪問を行い、事業計画目標に沿った売上や利益を確

保出来るよう、事業状況のチェック及び計画の見直し（ＰＤＣＡサイクル）を行う伴走型

のフォローアップ支援につとめる。四半期に 1 度の巡回訪問等を実施し、計画の進捗状

況の確認を行うとともに、未実施・未達成事項が確認された場合は計画の見直し等必要な

支援を行う。 

計画遂行時に問題が発生し解決手段を見出せず、高度な指導・助言が必要な事業所には、

高知県商工会連合会や高知県よろず支援拠点等と連携しつつ、事業計画の目標達成に向け

た経営課題解決のための支援を行う。 

 

（目  標） 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

フォローアップ事業所数 6社 30件 30件 35件 35件 35件 

フォローアップ相談回数 18回 120 回 120 回 140 回 140 回 140 回 

専門家派遣回数 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

 

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 

（現  状） 

町内の事業者は需要動向を独自に収集し、整理・分析・活用する余裕もなく関心も薄い。

現在需要動向については、1.地域の経済動向等調査と同様に経営指導員が相談のあった事
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業所向けに個別に情報を収集・運用するに留まっており、組織的な活用や共有を行えてい

なかった。今後は、地域ならではの独自資源を有効活用する経営意識の高い小規模事業者

の有する商品・サービスに対する消費者ニーズ（市場評価）を収集・分析した上で、消費

者に受け入れられる商品を的確なターゲット市場に投入する取組が求められている。 

当町においては災害時の「食」に着目し、独自の取組みを進めている缶詰製造業および

基幹産業である水産加工業を対象に需要動向調査を行う。本調査で得た情報は、個々の事

業者に対する既存商品のブラッシュアップや新商品の開発、販売戦略、事業計画策定等に

活用し、更なる販路開拓・拡大の促進に繋げていく。 

 

（事業内容） 

①  缶詰製造業の需要動向調査の実施 

災害時に必要な「食」に着目し、黒潮町役場が主導となり缶詰の製造を開始した。事業

所の新商品開発やパッケージ改良について、通常は災害時等の非常時用の食品として捉え

がちである缶詰を、日常の食生活の一品料理として提案している同社の考えを踏まえ、自

治体以外、一般的な加工食品と捉えて広く認知して頂ける様に需要動向調査を実施する。

調査結果を分析した上で当該１社にフィードバックする。 

 

支援対象 缶詰製造業 

調査場所 県内外で実施される食のイベントや商談会・展示会 

調査対象 来場者、バイヤー １社 50人 

調査項目 ①味・食感 ②価格・分量 ③訴求方法 ④パッケージ ⑤改善要望 

調査方法 
アンケート調査、試食ブース（実演販売）での商品評価ヒアリン

グ結果を経営指導員等がアンケート票へ記入する。 

分析手段・手法 
調査結果は、商工会連合会・よろず支援拠点の職員や専門家に意

見をききつつ、経営指導員が分析を行う。 

分析結果の活用 

消費者やバイヤー、他社の出展商品や出展者との情報交換等から

直接評価（味・食感、適正価格・訴求効果）の収集と検証を通じ

て生産者と消費者の意識のギャップを把握し、商品のブラッシュ

アップを図る。 

 

② 水産加工品（カツオ等の地魚）の需要動向調査の実施 

水産加工品は主要な地場産品であり、多くの事業所が製造を行い県内外へ販売している

商品であるため、更なる販路の開拓に向け、消費者の客観的な評価等を収集し「新商品開

発」や「商品改良」に繋がるようアンケート調査を実施する。調査結果を分析した上で当

該事業者にフィードバックをする。 

 

支援対象 水産加工業 

調査場所 県内外で実施される食のイベントや商談会・展示会 

調査対象 来場者、バイヤー １社 1商品あたり 50人 

調査項目 ①味・食感 ②価格・分量 ③訴求方法 ④パッケージ ⑤改善要望 

調査方法 
アンケート調査、試食ブース（実演販売）での商品評価ヒアリン

グ結果を経営指導員等がアンケート票へ記入する。 

分析手段・手法 
調査結果は、商工会連合会・よろず支援拠点の職員や専門家に意

見をききつつ、経営指導員が分析を行う。 

分析結果の活用 消費者やバイヤー、他社の出展商品や出展者との情報交換等から
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直接評価（味・食感、適正価格・訴求効果）の収集と検証を通じ

て生産者と消費者の意識のギャップを把握し、商品のブラッシュ

アップを図る。 

 

（目  標） 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

缶詰製造業 

需要調査個社支援数 

（調査品目） 

- 
1社 

(2) 

1社 

(2) 

1社 

(2) 

1社 

(2) 

1社 

(2) 

水産加工品製造業 

需要動向調査個社支援数 

（調査品目） 

- 
3社 

(6) 

4社 

(8) 

5社 

(10) 

6社 

(12) 

6社 

(12) 

 

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】 

 小規模事業者が行う販路開拓に対し関係各機関との連携による情報を提供し展示会等への参

加の支援を行う。 

 

（1）展示会・商談会等の情報収集と提供 

（現  状） 

 販路開拓支援については、事業所から要望があった際に個別に対応しており、経営指導

員も各自で事業所情報を把握するに留まっており、情報の共有化、データベース化が出来

ていない。 

 

（事業内容） 

 小規模事業者が製造・販売する既存の商品や新商品の開発に繋がる、商談会や展示会に

ついて商工会が知り得ている情報と関係機関の情報を随時提供しながら需要拡大に向け

て迅速に対応できる体制を作る。 

当町の水産加工品を製造する事業者は、小規模事業者が 90％以上を占めており家族経

営の業態であり展示会等へ参加する事業者は少ない。そこで、販路開拓の為に展示会等の

情報（開催日時、対象業者の情報、出店スペース、出展費用等）提供を行う。 

農産加工品業者はすでに幾つかの展示会等へは出展している事業者もあるが、新たな販

路開拓の為に情報提供を行う。 

展示会等へ参加する事業者に対しては高知県商工会連合会との連携により、専門家や専

門的知識のある専門指導員の派遣事業の活用やセミナーへの参加を促し、「売れる」展示

となる手法（会場での見せ方・陳列方法、パネル等写真の撮り方）の支援を行う。 

 あわせて高知県地産地消・外商課、高知県産業振興センター、高知県地産外商公社と連

携し、各機関が保有する関連展示会や商談会の情報提供をして頂きながら販路開拓の支援

体制の強化を行う。 

 高知商工会議所や幡多地区の商工会・商工会議所（中村・土佐清水・三原村・四万十市

西土佐）が主催する販路開拓セミナーや商談会などへの出展推進を積極的に行い、販路開

拓の意欲の向上に努める。 

 また、職員間においても提供した情報を共有しどの展示会等の開催要項などの内容につ

いても回答出来るようにし、事業所が安心して参加出来る様にする。 
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需要開拓に繋がる展示会等 

展示会等名 内容 会期 場所 効果 

土佐っておいしい！ 

食の商談会 
加工品・食料品 

１０月下

旬 
東京 

首都圏への販路開拓 

（BtoB) 

東京インターナショ

ナルギフトショー 
ギフト商品 ２月上旬 東京 

贈答品としてのＰＲ 

（BtoB) 

FOODEX JAPAN 食品・飲料展示会 ３月上旬 東京 
首都圏への販路開拓 

（BtoB) 

日経トレンディ＆ト

ップバイヤー講演・

商談会 

バイヤーの基調

講演 

講演企業との個

別商談 

７月 高知 

バイヤー目線での商

品開発 

県外への販路開拓 

（BtoB) 

発掘・発見商談会 

～in 幡多～ 

幡多地区の「売り

手」と「買い手」

の商談会 

１１月 四万十市 

幡多地区内の販路開

拓 

（BtoB) 

アンテナショップ 

まるごと高知 

高知県産品の販

売とＰＲ 
通年 東京 

首都圏への販路開拓 

特 産 品 の Ｐ Ｒ

（BtoB,BtoC) 

 
（目  標） 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

展示会出展事業者数 3社 5社 5社 6社 7社 8社 

BtoB 商談交渉件数 20社 30社 30社 35社 40社 45社 
 

（2）展示会・商談会等への参加後のフォローアップ 

（事業内容） 

 事業者が参加する展示会等の概要を基に事前の準備を行い、参加対象者が一般企業かバ

イヤーかなどの条件に応じた展示方法の確認を行う。 

 また、関係機関との連携により、過去の展示会の情報を提供して頂きより効果的の支援

を行う。 

展示会への出店後は巡回訪問で聞き取りを行い、会場の雰囲気や来場者の反応などのデ

ータを収集し、今後の展示会等への対策資料を作成する 

 

関係機関 連携内容 期待効果 

高知県地産地消・外商

課 

高知県地産外商公社 

①高知県ブースへの出店 

②販路開拓における情報収集 

③商談時のバイヤーとの交渉 

「高知家」としてのブランド

効果と円滑な出展準備、販路

の拡大。 

出展費用の抑制 

高知県商工会連合会 

幡多地区商工会・商工

会議所 

①需要開拓における専門家派

遣 

②商工会全国組織の活用 

③幡多地域における商談会 

専門家による細やかなアドバ

イスや全国へのアプローチ。 

幡多地域の素材ＰＲ 
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高知県産業振興センタ

ー 

①新技術・新サービスの情報

提供 

②農商工連携による新商品開

発 

新商品開発におけるアドバイ

スや異業種との連携 

 

 
（目  標） 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

展示会等のフォローアップ 3社 5社 5社 6社 7社 8社 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１.スポーツツーリズムの振興による交流人口の増加 

（事業内容） 

 当町で現在取り組んでいるスポーツツーリズムは観光庁が「観光立国戦略」の一環とし

て着目し、平成 24 年 4 月には産学官の連携組織の日本スポーツツーリズム推進機構が設

立された。政府の成長戦略「日本再興戦略」でも、「世界の多くの人々を地域に呼び込む

社会」の重要施策の代表例として明示されている。 

平成 29 年度に土佐西南大規模公園内に人工芝サッカー場が完成予定となっており天然

芝のサッカー場と合わせて、県下最大級の施設規模となるため大会誘致・合宿など交流人

口が大幅に増える事が予想される。 

そこで、土佐西南大規模公園内のスポーツ施設全般の管理・運営と大会・合宿誘致の企

画運営を行っている黒潮町観光ネットワーク（ＮＰＯ砂浜美術館、黒潮町役場、宿泊業者、

体験型観光施設、各種経済団体、その他町内事業者で組織 現在会員数３７団）の年３回

開催される会議に参加し意識共有及び連携をとりながら、スポーツツーリズムを軸とした

交流人口の増加を図る取組みを実施する。 

 

     黒潮町観光ネットワーク 設置目的 

       新しい観光の形態を構築し、会員相互の営業活動情報の交換や情報共有及び

連絡協調を図り、会員並びに地域の観光産業の健全な発展に寄与することを目

的として 2014年に設立された。体 

その後「①新規来訪者の獲得 ②リピーターの育成 ③滞在時間の延長 ④消

費単価の増大」の４つの視点で事業を展開してきた。これにより「黒潮町版ス

ポーツ活用型による持続可能なまちづくり事業」を実施し、スポーツ目的の来

町者の満足度向上を目指し、まちぐるみでもてなす仕組みを構築してきた。 

       現在スポーツツーリズムからグリーンツーリズム（農山村滞在型余暇活動）

さらに、ブルーツーリズム（漁村滞在型余暇活動）へとその活動の幅を広げて

いる。 

 

交流人口の増加により町内宿泊を促し、あわせて大会・合宿による昼食等のお弁当需要、

道の駅などのお土産品需要、町内飲食店・道の駅での食事需要、スーパー・コンビニでの

買い物需要の開拓を行い、町内での資金循環による小規模事業者の売上げ増に繋がる支援

体制の強化を図る。 
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２. 移住・定住による活性化 

（事業内容）  

小規模事業者の多くは経営者の高齢化が進み、高齢を理由とした廃業が増えるなかで地

域経済の衰退が予想される。 

 近年、当町への移住を希望されている方が増えてきている現状を踏まえ、移住者にスポ

ットを当てた取り組みを行う。移住希望者に対しては黒潮町、黒潮町商工会、黒潮町建設

労働組合で組織する黒潮町移住者住宅支援協議会（窓口：黒潮町役場）が住宅の紹介は行

っているが、仕事の確保に不安を感じている移住者も多い。そこで、移住者への新規開業

の相談体制を構築し、相談窓口を開設する。あわせて、移住者だけでは全体数が少ない為、

移住者以外の若い世代による新規創業の掘り起しや事業承継の支援も合わせて実施する。 

 創業希望者には個別面談を行い、商工会独自の創業塾の開催若しくは県連等が開催する

創業塾への受講斡旋や新規開業に向けた事業計画書の策定支援を経営指導員・記帳指導員

が連携し対応する。必要に応じて消費税転嫁対策等窓口相談事業による専門家派遣事業や

よろず支援拠点のコーディネーターなどを活用する。 

 新規創業に伴う開業資金の需要に対しては地域金融機関や日本政策金融公庫、高知県信

用保証協会の融資制度を活用し、商店街への出店の際は行政の意見を交えながら空き店舗

活用補助金等の申請の支援を行う。開業後においても記帳、労務、税務等について経理ソ

フトネット de記帳の導入や申告等の支援を商工会職員が伴走型支援を行う。 

小規模事業者を持続的発展させることによる町内就労人口の確保により人口減少の歯

止めを行い黒潮町の発展となるよう商工会役職員で取り組む。 

 

（目  標） 

 新規創業者の事業継続支援 

実施項目 現状 H31年 H32 年 H33 年 H34 年 H35 年 

創業支援 1社 1社 2社 2社 3社 3社 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（事業内容） 

（1）地域金融機関等との連携体制の構築（年３回開催） 

 黒潮町内には高知銀行１店舗、幡多信用金庫２店舗、四国銀行代理店１店舗、ＪＡ２店

舗が存在しているが、それら地域金融機関と商工会の間では今までに情報を共有する連絡

体制がとれていなかったが、平成 29 年 4 月より黒潮町が「中小企業等支援融資制度」を

新たに創設し、保証協会の県制度融資に対し保証料・支払利息の上乗せ補助を実施するよ

うになったことで地域金融機関と商工会が連携した取り組みが求められるようになった。 

  【上乗せ補助対象県制度融資】 

① 安心実現のための高知県緊急融資 … 保証料全額 

② 産業振興計画推進融資      … 保証料全額、支払利息の一部（最大 1％） 

上記融資制度の創設を「機会」と捉え、現在商工会が総括を行っている「支援ネットワ

ーク（金融機関３行：高知銀行、幡多信用金庫、四国銀行・行政：黒潮町、高知県地域支

援企画員・保証協会で構成）」の強化を図ることで各組織の相互連携体制の構築を図る。 

具体的には、現在行っている「支援会議」の中で、事業者が融資申請時に設定した売上・

利益目標等の事業計画の実現に向けた互いの情報共有、小規模事業者の現状や事業計画の
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進捗状況の確認（商工会が②利用事業者に対してヒアリングを実施：年２回）を行う。 

また、上記会議に加えて今後の展望・計画の修正等を目的とする「意見交換会議」を新

たに開催することで、各組織が状況に応じて連携・連動した支援を行っていく。 

※意見交換会は年３回実施（４月：支援内容検討、９月：中間実績・支援内容の確認と共 

有、３月：前年実績の報告と次年度における支援体制の構築） 

 

また、日本政策金融公庫高知支店とも従来通りの連携が出来る体制を構築出来るよう、各

種会議等に出席し連携を図っていく。 

 

（2）行政及び関係機関との連携（年２回開催） 

 当商工会の行政窓口（海洋森林課商工係・産業推進室）とは補助金、イベント、金融制

度、地域の活性化事業等において日頃より相互の協力は行っているものの、小規模事業者

に目を向けた施策等についての協議は行われていなかった。 

上記「支援ネットワーク」の設置によって小規模事業者に対する支援施策について 

   の意見交換会も可能となったため、これを機会と捉え、当会が果たすべき役割であると

認識した上で、地域の現状や域内小規模事業者の意見を集約し、積極的に提案を行っていく。 

 また、黒潮町が力を入れている移住推進および若年者向けの創業支援や事業者数の減少

を食い止める取り組みや、商工会関係の補助金・施策普及等の連携を行政以外の関係団体

（ＮＰＯ砂浜美術館（観光協会の役割）、黒潮町観光ネットワークなど）と相互に連携で

きる連絡会議を開催する。 

 

（3）他の商工会、商工会議所、高知県商工会連合会との連携（随時） 

    幡多地区商工会等職員協議会で開催される研修会（年２回）を積極的に活用して、各地

域の小規模事業者への支援事例の紹介等を通じ、支援の現状や支援ノウハウ等についての

情報を共有することで、事業計画策定などを含めた支援能力の向上に取組む。 

高知県商工会連合会その他機関が実施する研修会（随時）に積極的に参加し、小規模事

業者の経営および支援制度に関する最新情報や、各地域の需要動向、支援ノウハウ、課題

等について情報交換を行い共有することでより高度な支援スキルの習得を目指す。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現  状） 

 当商工会には経営指導員３名が在籍、指導員歴１０年以上は２名で、経験の浅い指導員

（４年目）が１名であり資質向上が急務である。 

資質向上等研修会としては、高知県商工会連合会や幡多地区商工会等職員協議会（※高

知県西南地域の商工会・商工会議所の職員で構成する協議会）が主催する経営指導員研修

会等へ参加し資質向上に努めている 

 

（実施内容） 

事務所内において事務局長、経営指導員が毎月開催する連絡会議においてそれぞれが現

在、取り組んでいる事業を報告しあい問題点、改善策等を協議する。経営指導員だけでな

く、事務局長、経営支援員、記帳指導員においても、ＯＦＦ－ＪＴ及びＯＪＴにより資質

向上に努め、伴走型支援が出来る体制を作る。 

 

(1) ＯＦＦ－ＪＴ 

以下の各種研修会等へ参加することにより資質向上に努め、参加者は、研修内容等を他

の経営指導員等に朝礼時に報告を行うか、復命書の回覧によって情報の共有を図る。 
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①高知県商工会連合会等が主催する研修会等への参加 

高知県商工会連合会の開催する職種別の基本能力研修会、指導経験の浅い職員を対

象とした新任職員研修会や、幡多地区商工会等職員協議会等が主催する支援事例発表

会に参加することにより、経営計画策定手法の取得など伴走型支援に必要な能力向上

に努める。 

 

②中小企業基盤整備機構が主催する中小企業大学校の研修受講 

中小企業大学校が行う短期集中型専門研修の中から、経営指導員自身が習得したい

支援ノウハウ等カリキュラムを選択受講し能力の向上に努める。 

 

③高知商工会議所等が主催する販路開拓支援セミナー等への参加 

高知商工会議所が主催する販路開拓支援セミナーへの参加や事業者個別面談会に

同行し、直接バイヤー等と接することにより、バイヤー視点での商品開発や販路開拓

ノウハウ等を習得する。 

 

④経営指導員等 WEB研修システムの受講 

全国商工会連合会が運営する「経営指導員等 WEB研修システム」を活用し、小規模

事業者の高度化・多様化するニーズに対応し提案型指導ができるよう必要な知識の習

得に努める。 

 

(2) ＯＪＴ 

指導員歴の浅い指導員の資質向上及び、指導員不在時の窓口対応に経営指導員以外の職

員の資質向上を図り、事業者の相談への円滑な対応に努める。 

 

①支援現場への同行による資質向上 

消費税軽減税率対応窓口相談等の専門家派遣（中小企業診断士・税理士等）に帯同

することによって、専門的知識を習得し、支援ノウハウの蓄積を図る。 

若手指導員は先輩指導員が現場でどのような支援等を行っているか同行の上、支援

ノウハウを学ぶことにより、伴走型の支援の能力の向上を図る。 

 

②職員間の情報の共有 

人事異動があった際でも円滑に情報の共有が行なうことが出来るよう、経営カルテ

へ支援内容の詳細入力を行い支援情報の蓄積を行う。職員の担当事業のファイルは、

ファイルサーバーに保存し全職員が閲覧可能にし、担当者不在時でも対応できる体制

を整える。 

定期的に職員会議を開催し研修会参加内容や支援事例の情報共有を図ることで、組

織としての経営支援スキルの向上を図り、全職員が連携し支援を行う体制を整える。

支援事例については経営カルテへの入力のほか新たな職員でも分かるよう概要・支援

内容等をまとめサーバーに保存し共有を図る。 

 

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 

 毎年度の本計画書の実施状況及び成果について事務局内で事務局長、経営指導員３名を

中心に管理体制を構築し、経営支援員、記帳指導員を交えて四半期の検証会議を実施する。 

また、行政職員及び関係機関等外部識者から２名を選定し評価・検証を年 1 回行ってい

ただく。当会理事会においても四半期毎の実施状況を報告し評価・検証を行う。支援機関
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との連絡会議においても年 1回報告する。通常総会において毎年度報告を行うと共に商工

会発行の広報誌、商工会ホームページにおいて公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 10月現在） 

（１）組織体制 

○役員 

   会長     １名 

   副会長    ２名 

   理事    １２名 

   監事     ２名 

    計    １７名 

 ○事務局 

   事務局長   １名 

   経営指導員  ３名 

   経営支援員  １名 （旧補助員１名） 

   記帳指導員  ３名 

    計     ８名 

 ※経営発達支援事業の実施は事務局職員全員が連携し、目標達成を目指す。 

 

（２）連絡先 

黒潮町商工会 本所 〒789－1931 

高知県幡多郡黒潮町入野 1936-1 

TEL 0880‐43‐1203 FAX 0880‐43‐4330 

E-mail kuroshio@kochi-shokokai.jp 

ＨＰ  http://www.kochi-shokokai.jp/kuroshio/ 

 

支所 〒789－1720 

高知県幡多郡黒潮町佐賀 1274-3 

TEL 0880‐55‐2286 FAX 0880‐55‐2286 

E-mail  sagatsci@iwk.ne.jp 
 

 

 

  

mailto:kuroshio@kochi-shokokai.jp
mailto:sagatsci@iwk.ne.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 31年度 
(31年 4月以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 ７５０ １,０５０ １,０５０ ９５０ １,０００ 

 

経営発達支援事業 

事業計画策定・ 

実施支援 

・事業者向け 

  セミナー開催 

 

BCP作成支援 

・セミナー開催 

 

需要動向調査 

・商圏分析調査 

 

地域活性化事業 

創業支援 

・創業個別相談会 

 

スポーツツーリズ

ムの推進 

・MAP作成費 

 

支援力向上 

職員資質向上旅費 

・県連研修 

 

 

600 

 

 

 

100 

 

 

200 

 

 

300 

 

50 

 

50 

 

 

 

0 

 

100 

 

100 

 

600 

 

 

 

150 

 

 

200 

 

 

300 

 

350 

 

50 

 

 

 

300 

 

100 

 

100 

 

650 

 

 

 

250 

 

 

100 

 

 

300 

 

300 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

100 

 

650 

 

 

 

250 

 

 

100 

 

 

300 

 

200 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

650 

 

 

 

250 

 

 

100 

 

 

300 

 

200 

 

100 

 

 

 

100 

 

150 

 

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 

 

会費、国補助金、県補助金、町補助金、手数料等収入、事業受託費 

 

（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 

事業者が抱える問題点について、専門的かつ多面的視点からの意見収集や、調査事業及び事業

実施を行う上で、各種ノウハウの取得や実現能力が必要となるため、各種支援機関、自治体、経

済団体、民間団体との連携を行う。  

連携者及びその役割 

 
連携組織名 住   所 役割 

黒潮町 

町長 松本 敏郎 

幡多郡黒潮町入野 2019

番地 1 

・地域経済の活性化に資する取り組み 

・新規創業者支援 

・移住者等の情報交換 

・地域経済動向調査 

・需要動向調査 

・新たな需要開拓 

・経営発達支援計画の評価及び見直し 

高知県 

知事 濵田 省司 

高知市丸ノ内 1 丁目 2

番 20号 

・地域経済動向調査 

・需要動向調査 

・新たな需要開拓 

・地域経済の活性化に資する取り組み 

中小企業基盤整備機構 四国

本部  本部長 上川謙二 

香川県高松市サンポー

ト 2-1 

・事業計画の策定支援 

・新規創業者支援 

・新たな需要開拓 

四国経済産業局 

局長 原 伸幸 

高松市サンポート 3-33 

高松サンポート合同庁

舎 

(公財)高知県産業振興ｾﾝﾀｰ 

理事長 栗山 典久 
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 亀井 秀彦 
高知市布師田 3992−2 

全国商工会連合会 

会長 森 義久 

東京都千代田区有楽町

一丁目７番１号有楽町

電気ビル北館１９階 
・新たな需要開拓 

高知県商工会連合会 

会長 武田 秀義 
高知市布師田 3992−2 ・経営発達支援事業全般に対する支援 

幡多信用金庫 

理事長 渡邊 毅 

四万十市中村京町 1 丁

目 17番地 

・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 

株式会社高知銀行 

取締役頭取 海治勝彦 
高知市堺町 2番 24号 

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 

高知県信用保証協会幡多支所 

支所長 西村 勇人 

四万十市中村一条通 3

丁目 1番 21号 

高知県事業承継・引継ぎ支援 高知市本町 4丁目 1-32 ・事業計画の策定支援 
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センター 

統括責任者 原 浩一郎 

こうち勤労センター 

ＮＰＯ砂浜美術館 

理事長 村上健太郎 

幡 多 郡 黒 潮 町 浮 鞭

3573-5 

・地域経済動向調査 

・地域経済の活性化に資する取り組み 

黒潮町観光ネットワーク 

会長 森田 俊彦 

幡 多 郡 黒 潮 町 浮 鞭

3573-5 
・地域経済の活性化に資する取り組み 

幡多地区商工会、商工会議所 

・中村商工会議所 

 福田 充 

・土佐清水商工会議所 

 程岡 庸 

・宿毛商工会議所 

 立田 雅弘 

・四万十市西土佐商工会 

 浜田 敦夫 

・三原村商工会 

 沢良木 基希 

・大月町商工会 

 長山 誠久 

 

・新たな需要開拓 

・支援力向上にむけた情報交換 

・各種セミナーの開催 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○経済動向調査 
・金融機関 
・黒潮町  
・NPO 砂浜美術館 

○経営分析 
・高知県商工会連合会 
・産業振興センター 
・よろず支援拠点 
・中小企業基盤整備機構 

○事業計画策定支援 
 ・金融機関 
・高知県商工会連合会 
・高知県事業承継・ 
引継ぎ支援センター 

○需要開拓支援 
 ・黒潮町 
 ・高知県 
 ・全国連 
 ・幡多地区商工会 

    商工会議所 
 ・高知県商工会連合会 

○地域経済活性化 
・金融機関 
・黒潮町 
・NPO 砂浜美術館 
・黒潮町観光ﾈｯﾄﾜｰｸ 

連携 

黒潮町商工会 

相談 

支援 

小規模事業者 


