
経営発達支援計画の概要 

実施者名 西国東商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

当商工会は、小規模事業者の経営力向上、売上拡大、販路開拓等を目指した伴走型の支

援を強化継続するとともに、豊後高田市の産業づくりと連携し、小規模事業者と農水産業

者等との有機的連携が経済効果をもたらす農商工連携を発展させ、地域全体を巻き込んだ

６次産業化・地域ブランドを目指す。 

１ 農商工連携による商品化へのブラッシュアップおよび販路開拓の支援 

２ 「経営計画・事業計画策定実施支援マニュアル」を活用した企業育成支援 

３ 持続的経営計画に基づき、伴走型支援の推進と共に、個別企業の体力強化を支援 

４ 地域への交流人口の増加策を支援し、消費需要の拡大 

事業内容 

１ 経営支援発達支援事業の内容【５年計画終了時の目標・延件数】 

（１）地域の経済動向調査に関すること 

①中小企業景況調査企業数 75 企業   ②中小企業景況調査回数 300 回 

（２）経営状況の分析に関すること 

①記帳機械化の調査分析企業数 90 企業 ②記帳機械化の調査分析回数 360 回 

③巡回訪問件数 2,500 件以上  ④経営分析事業所数 20 事業所以上 

（３）事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定事業所数 20 事業所以上 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

①農商工連携に係る支援事業所数 30 事業所 ②集中巡回指導件数 60 回 

③セミナーの開催 9 回 

Ⅰ経営革新計画承認のための伴走型の支援事業の推進 

①支援事業所数 20 事業所       ②経営革新認定事業所数 10 事業所 

③フォローアップ件数 30 件   

Ⅱ創業・第二創業支援事業 

  ①支援事業所数 15 事業所  ②創業・第二創業所数 5事業所 

Ⅲ事業承継支援事業 

  ①セミナー・勉強会 10 回 ②セミナー参加人数 75 人 ③事業承継事業所数 5事業所

Ⅳ再生支援事業 

  ①再生支援事業所数 5 事業所 

（５）需要動向調査に関すること 

①農水産物生産高・市場調査回数 10 回 ②売れ筋調査回数 15 回  

（６）新たに需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ①アンテナショップ出店者数 9事業所 ②ネット販売支援件数 5 件 

③販促支援件数 42 件 ④販路開拓セミナー開催数 5回     

２ 地域経済の活性化に資する取組み 

①ツーリズム実施回数 55 回 ②ツーリズム参加人数 6,500 人 

連絡先 

西国東商工会真玉本所 

大分県豊後高田市中真玉３１番地１  

電話番号 ０９７８-５３-４３２０ 

西国東商工会香々地支所 

大分県豊後高田市見目１０５番地 

電話番号 ０９７８-５４-２１３１  
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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 地域の状況 
豊後高田市は、県の北東部で国東半島の西側に位置しており、平成１７年３月３１日に旧豊後高田

市、旧真玉町、旧香々地町の１市２町が合併し誕生した。当地域は、豊後高田市の中で観光スポット

として有名な「昭和の町」がある旧豊後高田市の周辺部に位置している。 

豊後高田市は、平成１０年の旧豊後高田市時代に大型の集積団地を形成し、工場誘致に成功してい

るが、当地域では工場誘致もなく関連下請けの受注もない状況である。更に、観光面に関しては、「昭

和の町」のような目玉となる観光資源がないなど、従来より基幹産業となるものがないため、農林漁

業が主要産業の一翼を担っている状況である。 

近年は、他の地方地域と同じく人口の減少や高齢化が進み、地域の活力が漸減傾向にある上、当地

域においても小規模事業者の後継者不足が深刻な問題となっており、加えて小売業においては地域外

への購買流出が激しく、経営が厳しい状況に置かれ、新たな事業展開での新しい需要を見つけること

が喫緊の課題である。 

また、農林漁業においても収穫した農水産物の規格外品による破棄、近年の異常気象による天候不

順によって収穫・漁獲高の減少、単価の下落で厳しい業況となっている。 

 

２ 現在の取り組み 

このような状況の中、豊後高田市は「ふるさとを興す産業づくり」を重点目標とした総合計画を策

定し、地域振興や観光振興等に取り組んでいるが、当会でも交流人口を増やすための「花いっぱい運

動」からはじまり、その花を搾油し、採れた植物油で加工・販売を行う事業を支援してきた。昨年度、

全国商工会連合会から採択を受けた「地域内資金循環等新事業開発検討事業」で小売・加工事業者お

よび農林漁業者が、本年度以降に向けた地域資源を活用した新たな事業の検討を行い、いくつかの新

たな事業が本年度から始まる。 
※ 地域内資金循環等新事業開発検討事業 

  昨年度、豊後高田市の特産品である落花生と香々地地区で昔から生産されている銀杏を活用した新たな特産品を

開発し、豊後高田市のＰＲ、誘客、リピーターの獲得の一素材となる商品づくりの検討会、勉強会を行う地域内資

金循環等新事業開発検討事業を行い 6事業所（食品加工業２社、農林漁業者４社）が、本年度に向けて新たな取り

組みの事業計画書を作成した。また、落花生農家と和菓子屋とで現在新たな商品を開発中であり、本年度事業化へ

向け、「平成２６年度補正予算小規模事業者持続化補助金」を２事業者が採択を受けて取り組んでいる。 

 

３ これからの対応と目標 

当会では、これまで行ってきた支援の実績や継続の事業を活用して小規模事業者と農林漁業者が協

力し、互いの強みを活かした新商品・新サービスを開発・生産し、新たな需要を創出することで、個

別企業の体力強化を図り、次世代に繋げられる企業づくりが目標である。 

５年計画で農商工連携を中心に個々の経営力を向上させ、長期的には農商工連携を発展させ、地域

全体を巻き込んだ６次産業化・地域ブランドを目指す。 

 

４ 取組の方針  

・農商工連携による商品化へのブラッシュアップおよび販路開拓を支援するとともに、豊後高田市、

事業者と連携を図る。 

・「経営発達支援計画 経営計画・事業計画策定実施支援マニュアル」を活用しての企業育成を支援

する。 

・持続的経営計画に基づき、経営革新、創業促進、経営基盤強化など伴走型支援を推進するととも

に、個別企業の体力強化を支援する。 

・地域への交流人口の増加策を支援し、消費需要の拡大を図る。 
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・上記事業支援において、大分県北部振興局・豊後高田市・大分県商工会連合会と連携を図る。 
※ 経営発達支援計画 経営計画・事業計画策定実施支援マニュアル 

平成２６年１２月に大分県商工会連合会が、大分県内商工会の経営指導員が経営発達支援事業を実施する際に、

小規模事業者の経営状況の分析を行い、事業計画策定と実施支援並びにフォローアップを行うためのツールとし

て活用するために作成したものである。 
 

 

（豊後高田市の人口推移）                            単位:人 

  項 目  H21年  H22 年  H23 年  H24 年  H25 年  H26 年 5 年前と比較

高田地区  

（商工会議所地域） 
17,521 17,329 17,205 17,095 17,205 17,088  97.6% 

真玉・香々地地区 

（商工会地域） 
7,167  7,012  6,887  6,785  6,642  6,489     90.5% 

 

（豊後高田市の高齢化率推移）                          単位:％ 

  項 目 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年 5 年前と比較

高田・真玉・香々地  33.7  33.8  33.9  34.1  34.5 35.4 105.0% 

 

（西国東商工会 香々地・真玉地区の商工業者・小規模事業者等・商工会員の推移）  単位:件 

項目  H21 年  H22 年  H23 年  H24 年  H25 年  H26 年 5 年前と比較

商工業者 248 248 248 248 236 213 85.9% 

小規模事業者 221 221 221 221 206 191 86.4% 

会員数 212  205 201 193 174 160  75.5% 

組織率  85.5% 82.6% 81.0% 77.8% 73.7% 75.1%  87.8% 
※ 商工業者数・小規模事業者数：事業所統計及び経済センサスの数値 
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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２７年 ４月 １日～平成３２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】 

 

豊後高田市が公表している統計情報(豊後高田人口動態、商工業の現状)、全国商工会連合会の委

託を受けて実施している中小企業景況調査や記帳機械化等の情報を基に、地域内の消費動向や業況

等を把握する。これらの情報を基に、地域の特性や支援が必要な業種等、地域における課題を明確

化することで、小規模事業者等に対してより効果的な支援が行うことができる。また、大銀経済研

究所や大分県産業創造機構等を情報源とした市場動向を把握し、「昭和の町」や「長崎鼻」での商

品の売れ筋を購買年齢層・単価・商品の傾向等の調査と分析を行い、その分析結果を商品開発や販

路開拓時等で活用する。 

（事業内容） 

① 受託事業の中小企業景況調査により、地域内の調査対象１５企業（建設業２企業、製造業２企

業、小売業５企業、サービス業６企業）の四半期毎の売上高・仕入原価・在庫量・業況等につい

て前年度比較も含めて調査する。また、記帳機械化を行っている１８企業（建設業２企業、製造

業３企業、小売業２企業、サービス業４企業、農産品販売業７企業）においても同様に、売上高・

仕入原価等について過去のデータと比較分析することにより、地域内における経済動向および各

業種の置かれている業況を把握する。把握した分析結果等の情報を小規模事業者の事業計画策定

や販路開拓等の支援時に活用する。また、四半期毎の調査結果については、会報で公表すると同

時に、地域全体、支所別、業種別等に集計し、データ化して経営指導員の携帯するタブレット端

末に保管し、巡回・窓口指導の際に必要に応じて説明・提供をする。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

中小企業景況調

査企業数 
15 15 15 15 15 15 

中小企業景況調

査回数 
60 60 60 60 60 60 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

  

小規模事業者が持続的発展を図るためには経営状況を正確に把握することが第一歩であるが、小規

模企業の多くは日常から会計管理を行っていない場合が多い。会計情報からは多くの経営情報が得

られることを認識付けさせると共に、個々の抱える経営問題を把握・整理するため、経営指導員等

の巡回・窓口相談時、専門家派遣指導を活用し、損益分析点・指標分析・キャシュフロー分析等を

実施する。 

  当地域では、農商工連携と 6次産業化を進め地域の活性化を図る事を目標としているため 1次産

業者や製造業者などの農商工連携に係る事業所を調査対象として経営分析を行っていく。 

 （事業内容） 

① 農商工連携に係る事業所、記帳指導先事業者や巡回訪問・金融相談により分析対象となる小

規模事業者をピックアップし経営状況等を把握し経営分析を行う。特に、売上額の状況推移、

収益力の分析情報を基に売上状況を把握し既存商品のブラシュアップを行い農商工連携商品

の開発分析を行う。 

② 農商工連携事業の支援事業者、国の各種施策、事業承継を目指す企業、経営革新の取得を目
指す企業、持続的発展を目指す企業を中心にピックアップし、経営状況等の把握を行うため

に、経営資源の内容や財務内容等の経営分析を行う。 

③ 実施した経営分析が特に専門的な課題や問題がある場合は、大分県商工会連合会の専門家

派遣指導事業と連携して必要に応じたコーディネータと経営分析に当たる。上記①で示した

収益力の分析状況を基に行う商品のブラシュアップで、開発や品質調査、パッケージのデザ

イン等は専門家派遣指導を活用する。 

④ 経営分析については、決算書を基に収益性分析と安全性分析の財務分析を行う。最新情報は

JRS の活用やデータ―を入れるだけで簡単に分析できる中小企業基盤整備機構の経営自己診

断システムを活用し実施する。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

記帳機械化の調

査分析企業数 
0 18 18 18 18 18 

記帳機械化の調

査分析回数 
0 72 72 72 72 72 

巡回訪問件数 500 500 500 500 500 500 

経営分析事業所

数 
0 4 4 4 4 4 

 

（分析結果・課題の把握） 

① 経営分析を基に当該企業の特性と課題及び持続的発展のための方向性（優先的な経営課題の
仮説）を明確化して、「３期分の財務比較表」を使用し「収益性」「経営・事業」「生産性」「財

務」の観点から経営状況を把握することにより、分析で見えてきた事業所の問題を事業者に

説明を行う。 

② 事業者が考える自社の経営課題と克服すべき最優先の経営課題との差異の説明及び検証を 
行い、どのような課題が重要であるかを支援事業者と共有し、需要動向調査②③④の調査結

果も加味して今後、事業者の売上増加を目標とする事業計画の策定を行っていく。 
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３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、小規模事業者の経営分析を行

う。専門的な課題等については、大分県商工会連合会と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩

みに対してより丁寧にサポートする。 

（事業内容） 

① 決算書を基に財務分析を実施し、ヒアリング結果と財務分析結果、経営カルテによる過去の指

導データ等を基に、経営課題の抽出・体系化するとともに、地域状況も加味した資料等を加えた

事業計画書案を作成する。 

② 小規模事業者から合意を得た事業計画書の達成に向け、ＰＤＣＡサイクルによる支援を行う。

 

ＰＤＣＡの仕組みは次の通りである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援者の満足度を確認するためにアンケートを実施する。アンケートは毎年、支援事業者に持参

して、アンケートの回答を郵送して頂く。 

③ 専門的な課題等については大分県商工会連合会と連携し、必要に応じて専門家派遣や広域担当指

導員のサポートを活用し、課題解決のための支援を行う。また、補助金等の情報を適宜提供して、

補助金申請を希望する小規模事業者に対しては、事業計画書の策定支援や、事業を実施する上で自

己資金が不足する場合には、金融相談を行うことで事業の実施を円滑に進めるための支援を行う。

現在の金融相談の一つとして日本政策金融公庫と連携した小規模事業者経営改善資金融資制度や

普通貸付制度等が挙げられる。また、当会が経営発達支援計画の認定を受けた場合、平成２７年度

創設予定である事業の持続的発展の取組みに必要な資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達

支援融資制度」を利用できるように、事業計画策定の助言およびその後のフォローアップとして計

画の進捗状況等を確認し、適宜指導を行う。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

巡回訪問件数 500 500 500 500 500 500 

事業計画策定

事業所数 
0 4 4 4 4 4 

Plan(事業計画書作成) 
〇支援企業の目標を明確にした事業計画書

作成（地域の状況も加味） 

〇目標、具体的支援内容、支援頻度を計画に

盛り込む 

〇経営支援会議で計画のブラッシュアップ

Do(伴走支援) 

〇事業計画に基づき、巡回支援の実施 

〇進捗管理 

〇目標、支援内容、支援頻度等、計画通りに

実施する 

Check（評価） 

〇支援者への満足度調査実施 

〇支援結果について経営支援会議で検証 

〇評価委員会に報告・目標未達成の場合は原

因の究明 

Action(改善) 

〇未達成の場合、事業計画書の見直し 

〇達成の場合も、１年経過した状況でさらに

改善する点がないか検証 

【経営支援会議】

分析結果の情報共有
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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 漁協・農協・香々地ボタンボウフウ研究会・銀杏生産組合等の農林水産業関係団体と情報交換
を行うことで、当地域で生産されている農林水産物や農林水産業者を把握する。農商工連携に

関するセミナーを農林水産業者や小規模事業者向けに開催し、農商工連携を目指す事業所の掘

り起こしを行うと同時に、農林水産業者や小規模事業者の情報の収集を行う。 
※ 香々地ボタンボウフウ研究会 

平成 22 年に、香々地地区の新たな特産品を目指して設立し、現在研究会のメンバーは 4名で、平成 27 年から

栽培体制が整い生葉や乾燥葉を販売している。メンバーとは別に従業員を 2名雇っている。 

※ ボタンボウフウ 

関東以南に分布し、海岸のサンゴ礁石灰岩の岩場や草地に生える常緑の大型の多年生草木（主に九州南部や沖

縄の海岸沿いに自生）で、青汁・健康茶・サプリメントなどの商品化が進められている。 

② 日々の巡回、窓口相談や上記のセミナーにより農商工連携が可能な事業所や、農商工連携を希

望する事業所を、10 事業所を目安にピックアップする。ピックアップした事業所に対して時間

を作っていただき、1事業所に対して指導員 2人体制で 2日程度の事業所訪問を行い、各事業所

の強み・弱み・技術・ノウハウ等の詳細な情報収集をする。 

③ 農商工連携および事業計画書策定等に関するセミナーを開催する。 

④ 当会が主催して生産者と加工業者をマッチングさせるための商談会を開催する。 

⑤ 上述でマッチングした生産者と加工業者による新事業の事業計画書策定支援をする。必要に応

じて専門家の活用や、金融相談、補助金等の情報提供を行い、事業計画書の作成支援をする。作

成した事業計画書が経営革新計画に該当する場合、併せてその支援も行う。 

⑥ 3 か月に 1度巡回をして、事業計画書の進捗状況等の確認を行い、必要な指導・助言をする。

（スケジュール） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

グループ１ ① ② ③ 

グループ 2  ① ② ③ 

グループ 3  ① 

① ４～１０月：セミナー開催・事業所のピックアップ・集中巡回による事業所の分析 

  １１～３月：セミナー開催・生産者と加工業者との商談会開催・個別相談 

② ４～３月：事業計画書策定・商品開発・個別相談 

③ ４～３月：セミナー開催・商品の販売・ＰＲ事業・個別相談 
※ １グループ当り１０事業所前後を目標とする。 

※ １年で事業の確立が困難なため、複数年計画である。 

※ １年目は準備期間で、２年目は商品の完成、３年目以降は商品の販促である。 

※ 今後もこの事業を続けるものとして、５年目にグループ３を計画に載せている。 

※ 支援体制および域内の事業所数に限度があるため、毎年新たなグループを追加するのは困難であるため、隔年

で新グループを追加させている。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

集中巡回（回数） 0 20 0 20 0 20 

セミナー開催数 0 2 0 3 1 3 

 

経営革新計画承認のための伴走型の支援事業 

消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化など事業者を取り巻く環境が大きく変化してお

り、消費者のニーズに合った新商品・新サービスの開発・提供等による経営革新は個々の事業所に

とって非常に重要なものであるため、事業計画策定支援や提案型の指導を行う。 
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（事業内容） 

① 日々の巡回や窓口相談等から、経営資源等の情報を収集および経営分析を行い、課題等の抽出

を行う。 

② 経営分析の結果を用いた提案型の指導を行い、事業計画等の策定および作成支援を行う。 

③ 経営革新計画承認のために必要な申請書等の作成支援を行う。また、会報やホームページ等で

承認事例の広報支援、販路開拓支援、大分県独自の経営革新計画承認企業に対しての補助金申請

支援を行う。 

④ 経営革新計画承認後に３か月に１度業況の確認を行うと同時に、必要な指導・助言を行う。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

支援事業所数 2 4 4 4 4 4 
経営革新 

新規認定件数 1 2 2 2 2 2 

フォローアップの

件数 
0 2 4 6 8 10 

 

創業・第二創業支援事業 

 新しい産業や新たな雇用機会の創出や地域経済を活性化させるために、個別の指導を行い、創業

支援および創業後も経営を軌道に乗せるための販路開拓支援を行う。 

（事業内容） 

① 日々の巡回・窓口相談等により創業希望者や第二創業希望者等の情報を収集する。 

② 個別にその企業に合った創業計画の策定および作成支援を行う。また、専門的な課題等につい

ては大分県商工会連合会と連携し、必要に応じて専門家派遣や広域担当指導員のサポートを活用

し、課題解決を行う。 

③ 創業後は個別指導によるフォローアップを行い、重点的に販路開拓支援、税務相談を行う。 

（目標） 

 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

創業・第二創業 

支援事業所数 
１ 3 3 3 3 3 

創業・第二創業所数 1 1 1 1 1 1 

 

事業承継支援事業 

   小規模事業者は地域の雇用と需要を生み出し、その生活基盤を支える役割を担っている。そのた

め、環境を整備し、未来に承継していくことは、地域経済が継続的に発展していく上で必要不可欠

なため、個別支援と人材育成支援を行う。 

（事業内容） 

① 日々の巡回・窓口相談等により支援が必要な事業所をピックアップし、事業承継を図る上で必

要な税務指導等を中心に行う。 

② 後継者と成り得る青年部員を中心に、各種セミナーや勉強会を開催し、後継者の育成支援を行

う。 

（目標） 

 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

セミナー・ 

勉強会の回数 
１ 2 2 2 2 2 

参加人数 5 15 15 15 15 15 

事業承継 

企業数 
0 1 1 1 1 1 
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再生支援事業 

   地域経済を支える優良な経営資源を有する企業が破綻しないように再生支援することは、地域経

済の活性化を図る上で必要なため、大分県商工会連合会と連携し、必要に応じて専門家派遣や広域

担当指導員のサポートを活用した伴走型の支援を行う。 

（目標） 

 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

再生支援事業所

数 
0 1 1 1 1 1 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 

  需要動向調査では、一般的な消費傾向を知ることはもちろんであるが、地域内企業の商品・製品

また提供するサービスを念頭に、現在の市場動向、将来的な市場動向に対して、成長性・持続性が

あるかを知ることが重要である。また、経営者自身が製造と販売を行っていることが多く、需要動

向に関する視野が狭くなっており、需要動向に応じた商品開発や品揃えができていないことが見受

けられる。そこで、巡回指導の徹底により、企業の商品・製品・サービスの価値を把握した上で、

各業種・業態に応じた需要動向情報を提供できるようにする。 

① 当地域の交流人口の多い昭和の町「ロマン蔵」内の売店、長崎鼻売店「オリオ」などで小規模

事業者の課題・目的別市場調査を実施、経済活動について分析する。調査結果については、各

業種別に整理し小規模事業者の経営上の問題点について個別相談時等に提供していく。 

② 地域内で生産された農水産物（落花生、銀杏、ボタンボウフウ、岬ガザミ等）の特徴や加工法、

用途を調査・分析し、地区内の商工業者（小規模事業者）が有する技術や販路、販売商品を勘

案してどのような商品開発が可能か検討して、商工業者に提案する。農水産物の生産高等の市

場調査や、地域外や他県の市場動向を大銀経済研究所や大分県産業創造機構等を情報源とし、

農商工連携や 6 次産業化等を進める企業が商品開発や既存商品のブラッシュアップなどを行う

のに活用する。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

農水産物生産高・

市場調査回数 
0 2 2 2 2 2 

 

③ 年間 30 万人以上の観光客が訪れる『昭和の町』と、年間 7.5 万人以上の観光客が訪れる『長
崎鼻』にある小売店で商品の売れ筋上位５位の購買年齢層・単価・商品の傾向等の調査と分析

を行い、当地域の特産品と成り得る商品の開発や販路開拓時の支援に活用する。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

売れ筋調査回数 0 2 2 2 2 2 

 

④ 豊後高田市、国東市、杵築市・姫島村の 3市 1村が連携し国東半島の魅力や味力を味わうこと
ができる広域連携のおおいた国東半島アンテナショップ「クワトロヨッチ」が福岡市中央区天

神１丁目に平成27年 7月 29日オープンし130種類を超える3市1村の特産品の販売を始めた。

ここでの売れ筋上位５位の購買年齢層・単価・商品の傾向等の調査と分析を行い、当地域の特

産品と成り得る商品の開発や販路開拓時の支援に活用する。 

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

売れ筋調査回数 0 1 1 1 1 1 
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６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

  小規模事業者が新市場等開拓や新たな販売方式の構築等、販路需要拡大を展開するため、国東半

島アンテナショップ「クワトロヨッチ」（豊後高田市、国東市、杵築市・姫島村の各自治体が連携

した共同店舗）の活用や物産展・展示即売会や商談会を開催し、小規模事業者に積極的に出展を推

進しながら地域の魅力あふれる地域商品のブランド化をはかり、認知度向上を推進する。また、新

たに開発した商品やサービス等需要開拓をはかり、認知度向上を推進する。 

すぐれた商品や技術を持つ企業は多いが、それを活かして利益に繋げることは周辺地域の小規模

事業者では困難であるため、売上が伸びず地域の活性化に繋がっていないのが現状である。そこで、

個々の小規模事業者の商品やサービスに合った個別の支援を行うことで、売上を伸ばし、地域の活

性化に繋げる。 

（事業内容） 

① 需要動向調査において得られた、購買年齢層・単価・商品の傾向等の情報を当地域の特産品と
成り得る商品の開発や販路開拓時の支援に活用し、第 1次産業者及び製造業者を中心に商品開

発から支援を行い『クワトロヨッチ』、『昭和の町』（ロマン蔵の売店）、『長崎鼻』（売店オリオ）

に出店させ、販路開拓を図り売上を増加させる。また、この 3店舗で売れ筋商品のナンバーワ

ンを目指させ、他店と競合させることにより商品の魅力を向上させ全国に販路を拡大させる。

（目標） 

項目 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

出店業者数 0 1 2 2 2 2 

 

② 商工会は、豊後高田観光再生協議会が主催する年１回の商談会へ商工会が支援して開発した 
商品を参加させる。また、埋もれている商品の掘り起し及び事業者へ商談会のＰＲを行う。 

   豊後高田観光再生協議会の主催する商談会は、毎年開発された商品のプレゼンを行い参加した

百貨店のバイヤーや専門家等が商品を評価し、その商品へのアドバイスを今後の販路開拓等に

生かしていく。 

③ 販路開拓セミナーの開催、大分県・全国商工会連合会・大分県商工会連合会等が主催する商談

会等への積極的な出店紹介を行い、販路開拓支援を行う。 

ア．大分県 

（ア）特産品求評商談会：大分県産品の販路開拓と商品のレベルアップを図るため県内外の百貨

店や量販店のバイヤーを招いた商談会 

（イ）イオン九州「大分うまいものフェア」：大分県産品の販路開拓と新規開拓を目的とした物

産展及び商談会 

 イ．全国商工会連合会 

  （ア）ニッポン全国物産展：全国の商工会地域の物産を集めた物産展 

（イ）むらからまちから館：全国商工会連合会が運営する商工会地域の特産品等を販売するアン

テナショップ 

ウ．大分県商工会連合会 

（ア）商工会物産展：大分県内の商工会地域で開催する物産展 

④ 地元イベントで試食会やサービスの提供を行い、来場者にアンケート調査を行うことで、商品・

サービスの周知や改善等の支援を行う。また、当会が年に６回以上発行している会報への掲載

を行い、商品・サービスの周知を図る。 

⑤ 専門家を活用したホームページの作成や大分県の特産品をふるさと名物商品としてインターネ

ットを通じて販売する「ふるさと名物販売促進事業」具体的には、全国商工会連合会が運営する

インターネット通販サイト「ニッポンセレクト」で販売する。商品募集については大分県商工会

連合会が実施している。この通販サイトへの出店支援を中心にネット販売の指導を行い、地域外

消費者の喚起を図ることにより、地域経済の活性化に取り組む。また、掲載内容の充実と更新に

関する指導を行い、商品・サービスの認知度の向上を図る。         
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（目標） 

 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

ﾈｯﾄ販売支援件

数 
0 1 1 1 1 1 

 

⑥ 地元の商品やサービスを「道の駅」・「里の駅」で販売や提供できるように仲介の支援を行う。

（目標） 

 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

販促支援件数 5 6 6 10 10 10 

販路開拓セミナー 0 1 1 1 1 1 

 

 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組み 

 

豊後高田市内には、地域ごとに各団体が活性化協議会を設立しており個別で活動を行っている。

しかし、市内全体をまとめる協議会が無い為、情報の共有等ができていない状況にある。 

商工会としては情報の共有及び地域活性化の方向性を検討していくために、豊後高田市活性化協

議会の設立を図り、年 2回以上会議を開催し今後の豊後高田市活性化の方向性及び実現化に向けた

取り組み方法を検討していく。 

また、豊後高田市の施策の方針である通過型観光から滞在型観光への脱皮を図るための観光資源

の最大限活用した観光拠点づくりの方向性を踏まえ、まず商工会、豊後高田市グリーンツーリズム

推進協議会や香々地ツーリズム協議会で活性化委員会を設置し、ツーリズム活性化会議を年に３回

開催し、農泊・農業体験・漁業体験等のツーリズム事業を実施し、交流人口の増加を目的とした事

業を推進していく。その他、商工会青年部や女性部、商工会事務局が各種イベントの実行委員会と

連携しながらイベント等を開催し地域の活性化を図る。地域のイベント等の活性化に協力し地域内

にある観光地や特産品のＰＲを行い、地域の賑わいに寄与する。 

※豊後高田市グリーツーリズム推進協議会は、市内の素晴らしい自然、歴史、文化、産業を次世 

代へ伝えることを目的に、農家民宿や農林業体験を中心とした「食育」や「環境」を主眼として

活動している。 

 ※香々地ツーリズム協議会は、都市との交流人口により香々地地域の活性化を図るため、漁業体験

を中心に体験メニューの開発・提案を行い地域一体となった「もてなし」を提供している。 

（事業内容） 

（１）今後、豊後高田市活性化協議会を設立し当地域の魅力である「昭和の町」「長崎鼻」、夕日百選

に選ばれている「真玉海岸」を活かした県内外からの観光客の取り込みについて検討する。検

討結果については、市や関連小規模事業者に提言、実現化支援を行う。県内外からの来街者需

要に対応できる小売業、飲食業、宿泊業を中心とした地域全体の活性化の方向性について検討

する。また、地域の魅力の特性を踏まえた観光振興等を含む西国東ブランド、にぎわいの創出

を図り既存の事業、拡充する事業、新たに取組む事業等を検討していく。 

（２）商工会、香々地ツーリズム協議会、豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会で構成するツー

リズム活性化委員会を年３回開催し、ツーリズムを活かした交流人口の増加・地域の活性化の

方向性について検討する。３者で協力し農業体験や漁業体験等のツーリズム事業を実施するこ

とにより県外の小中学校の修学旅行、企業の福利厚生事業を受け入れることにより交流人口を

増加させている。その受入れにより農泊や各種体験、昭和の町、長崎鼻を観光し土産物を購入

することにより地域内の事業者に多くの経済効果をもたらしている。 

   今後は、さらに委員会だけでなく協議会として発展させることにより市全体で交流人口を受け
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入れる体制を作ることによりこれまで以上に交流人口の増加を図ることができる。 

（３）現在、下記のイベントは地区内賑わいの創出と交流人口を増やすことを目的で開催しているが、

上記協議会を設立することにより、各実行委員会と協議し開催することで、市の観光資源の一

つに成り得るイベントに成長させ、さらに交流人口の増加を図り大きな経済効果をもたらすこ

とができる。 

① よっちょくれ祭り 

真玉地区唯一のイベントであり、大鍋で 1,000 人分アサリ汁を振舞うなど、県内外から２千

人の方が訪れる。 

② 香々地サマーフェスティバル 

香々地地区の夏のイベントでひまわりが約 100 万本咲いている「長崎鼻海水浴場」

で行われ、昼は海水浴場で浜辺の大運動会、夜は大花火大会が行われ、県内外から１万人を

超える方が訪れている。 

③ 夷谷仙境(えびすだにせんきょう)春祭り 

ウォーキング愛好家をターゲットにした春祭りで、夷谷の山道をウォーキングし、それに合

わせて会場で多くのイベントが行われており、昨年度は約 1千人の方が参加している。 

④ 香々地夜市 

地元住民をメインとした地域の夏祭りである。地域の賑わいづくりに寄与している。 

⑤ 香々地相撲大会 

商工会青年部が主催する香々地地区の小学生、中学生の相撲大会である。青少年の健やかな

成長と交流及び香々地地区の活性化を図る。 

（目標） 

項目 現状 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ツーリズム 

活性化会議 
0 3 3 3 3 3 

ツーリズム事

業実施回数 
8 9 10 11 12 13 

ツーリズム事

業参加人数 
1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 

 

 

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 

① 大分県商工会連合会との連携   

大分県商工会連合会が開催する広域指導課長および上席指導員等で構成される広域指導課長会

議で、国、県の中小企業施策の方針や補助金等による小規模事業者への経営支援に係る情報の共

有化を図ると共に、重点事業の取り組み、計画、対応方針等の検討、小規模事業者への経営革新、

創業・開業など専門的支援の実施に関する効果的運営の調整を行う。また、経営発達支援計画の

進捗状況についても情報交換を行う。 

 ② 豊後高田市との連携 

   創業支援事業者連絡会（大分県、豊後高田市、豊後高田商工会議所、西国東商工会、大分銀行、

大分県信用組合、大分みらい信用金庫、豊和銀行、日本政策金融公庫別府支店、豊後高田市観光

まちづくり株式会社、公益財団法人大分県産業創造機構）で、創業支援事業計画の進捗状況や、

市内の経済状況、支援ノウハウ等について検討および情報交換を行う。 

 ③ 豊後高田観光再生協議会との連携 

  豊後高田観光再生協議会の主催する商談会に、商工会で支援し開発した商品を参加させる。また、

埋もれている商品の掘り起し及び事業者へ商談会のＰＲを行う。 

お互いが支援している事業者との情報共有を図っている。 
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④ 日本政策金融公庫別府支店との連携 

年に一度、日本政策金融公庫別府支店が主催として管内の商工会・商工会議所等が集う金融懇

談会を開催し、制度の説明、管内の経済動向や資金需要等についての意見交換を行う。 

  

（２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

① ＯＪＴによる資質向上 

ア 経営指導員等による経営支援会議（毎月１回以上開催、必要に応じて適時開催）において、

外部研修会の参加者が講師となり、不参加者へのＯＪＴやプレゼンテーション能力の向上を

図るとともに、小規模事業者の経営課題解決に向けた情報交換を行い、支援能力の向上を図

る。 
イ 小規模事業者ごとに、巡回・窓口指導おける指導履歴を文書化、データベース化することに

より、支援ノウハウの情報共有と職員相互の支援スキルを高める。また、これらの指導履歴

の分析により「経営分析・事業計画策定マニュアル」の見直しを行い、支援効率の向上と満

足度の向上に努める。 

ウ 巡回・窓口指導において、２次対応以降は原則として２人の経営指導員等がペアとなって伴

走型支援を行う。また、経営支援会議において、支援事例の発表を行い、支援能力向上を図る。

エ また、専門家派遣を行う際には、必ず、本会経営指導員が同席することにより、職員の支援

能力向上を図る。 

② ＯＦＦ-ＪＴによる資質向上 

経営指導員等の職員に求められる能力を高めていくため、前記ＯＪＴを踏まえた研修目標や期

待される能力を明確にするとともに、職員自らの意欲と問題意識を持って研修に参加することが

重要である。このため、ＯＦＦ-ＪＴによる資質向上については、職員個々の課題を効率的、計

画的に解決できるよう、次のとおり取り組むこととする。 

ア 管理職（事務局長及び課長）が、職員一人ひとりの「強み」と「弱み」を把握し、それらを

踏まえて、それぞれ職員の期待される能力や目標を明確にし、毎事業年度開始前に職員ごとの

研修計画を作成する。 

イ 研修内容については、大分県商工会連合会が開催する内部牽制・統制（ＯＪＴ）を図るため

の「職務別能力向上研修」と高度化・複雑化する会員ニーズに対応していくための「専門性向

上研修」に参加させる。具体的な研修内容は次のとおり。 

（ア）職務別能力向上研修 

管理職研修、主幹･主査級(ＯＪＴﾘｰﾀﾞｰ)研修、実務基礎(新任職員)研修、全体研修など。

（イ）専門性向上研修 

経営計画策定研修、販路開拓支援研修、経営法務・取引研修、税務・会計研修、労務研修、

情報化研修、地域振興研修、経営革新・創業研修、事例発表大会など。 

     ※なお、小規模事業者の持続的発展に必要な伴走型支援を強化するため、「経営計画策定

研修」や「販路開拓支援研修」及び指導レベルの向上を目指した「職員事例発表大会」へ

の参加を強化する。 

ウ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「経営指導員向け小規模事業者支援研修」等

に参加し、小規模事業者の需要を見据えた事業計画作成支援のための手法を学び、支援スキル

を高める。 
 ③ その他 

小規模事業者への支援強化に取り組むため、他商工会への人事異動を行い、種々の業務を経験

することにより、資質の向上を図ることとする。また、再雇用制度を導入し、これまで商工会職

員として培ってきた能力や経験の活用を図ることとする。 

 

（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 

毎年度終了後、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証

を行う。 
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① 本事業の評価にあたっては、大分県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」を利用す

る。なお、外部評価委員には、次表の委員を予定している。  

経営発達支援事業外部評価委員会名簿 
(１)学識経験者 大分大学 教授、准教授１人 

上記以外の大学 教授、准教授１人 

公認会計士、税理士、中小企業診断士１人 

(２)地方公共団体の職員 大分県商工労働企画課１人 

大分県経営金融支援室１人 

(３)関係団体の役職員 日本政策金融公庫大分、別府支店長１人 

(公財)大分県産業創造機構１人 

(４)大分県商工会連合会の役職員 大分県商工会連合会専務理事 

② 評価にあたっては、事業年度終了後に成果指標、活動指標、支援体制、収支の状況、支

援事業者からのアンケート結果を基に作成した自己評価書を作成する。 

③ 作成した自己評価書を経営指導員等で構成する経営支援会議、理事会等で検討、評価、

改善策を検討して、報告書として、大分県商工会連合会が設置する外部評価委員会に提

出する。 

④ 外部評価委員会は、本会が提出した経営発達支援事業自己評価報告書をもとに、定めら

れた目標の達成状況の確認、結果について妥当性を審議、評価して、改善すべき事項が

ある場合は、本会に対して助言等を行う。 

⑤ 本会は、外部評価委員会からの事業の成果・評価・見直しの結果を受けて、経営支援会

議で支援方法の再検討を行ったのち次年度以降の見直し案の理事会へ報告し、承認を受

ける。 

⑥ 理事会で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会にも報告する。 

⑦ 事業の成果・評価・見直しの結果については西国東商工会の下記ホームページにて計画期

間中公表するとともに、本会事務所にも常設して閲覧可能な状況とする。その他、本会通

常総会資料、商工会報にも記載し報告する。 

（http://nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp/） 
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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２７年４月現在）

１．組織体制 
実施体制：事務局長１名、経営指導員２名（広域指導課長１名）、経営支援員１名 

 

 
 

 

西国東商工会真玉本所：事務局長１名、経営指導員 1名（広域指導課長１名）、経営支援員１名 

  〃  香々地支所：経営指導員１名 

 

 

２．連絡先 

 

項目 真玉本所 香々地支所 

住所 豊後高田市中真玉３１－１ 豊後高田市見目１０５ 

電話番号 ０９７８－５３－４３２０ ０９７８－５４－２１３１ 

担当者 津留 和光 木野村 重保 

メールアドレス info@nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp 

ホームページアドレス http://nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

事務局長（１名） 
指導課長（１名） 

経営支援員 
（１名） 

真玉本所 
経営指導員 
（１名） 

香々地支所 
経営指導員 
（１名） 

【事業の実施の補佐】

【事業の実施状況・進捗状況の管理】 

【事業の実施】 【事業の実施】 



１５ 
 

３．西国東商工会の実施体制図のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※認定商工会から伴走型支援アプローチ 

大分県商工会連合会 西国東商工会 

小規模事業者（経営計画策定希望者及び策定者） 

創業・再生・事業承継希望者等 

地域力活用市場獲得等
支援事業地方事務局

会 長 

創業補助金 
大分県事務局 

事業引継ぎ 
相談窓口 

大分県中小企業 
再生支援協議会 

大分県経営改善 
センター 

事務局 

経営支援会議 活性化委員会

広域指導ｾﾝﾀｰ 

役員会 

青
年
部
・
女
性
部

部 
 

会

監査会 

広域指導課長等会議

連携

  広域担当経営指導員 

経営安定相談室 

評 価 委 員 会 

大分県・豊後高田市・豊後高田観光再生協議会・日本政策金融公庫別府

農商工連携事業 

香々地ボタンボウフウ研究会・香々地地区銀杏組合 

大分県漁業協同組合・大分県農業協同組合 

地域の活性化に資する取組み 

豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 

香々地ツーリズム協議会 

豊後高田市活性化協議会 

 
 
連
携 

 
 
 
 
連
携 

 
 
 
 
 
 
連
携 
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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27年度

(年月以降)
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 750 650 740 700 740

 

 

 

 

 

 

小規模企業対策事業費 750 650 740 700 740

 経営状況等分析事業 50 50 50 50 50

経営計画策定支援事業 540 440 530 490 530

市場調査等情報収集・提供事業 50 50 50 50 50

販路開拓等支援事業 100 100 100 100   100

支援体制の整備事業 10 10 10 10 10

小 計 750 650 740 700 740

 (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、市補助金、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 

大分県商工会連合会との連携 

 

１．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）当会が行う経営状況等分析事業 

   ① 広域担当指導員や専門家等の派遣及び情報提供を行う。 

   ② クラウド版会計システム（記帳機械化事業）による経営分析シートの提供とシステム保守・

管理。 

   ③ 各事業所毎の蓄積データ（経営カルテ）及び商工業者データベースの提供とシステム保守・

管理。（商工業者データベースを活用し、経営分析対象者を選定することを想定。） 

   ④ タブレット端末等によるＪＲＳ等を活用した情報提供を想定したＩＴ環境の提供。 

 

 

２．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）広域担当指導員や専門家等の派遣及び情報提供を行う。 

（２）各事業所毎の蓄積データ（経営カルテ）及び商工業者データベースの提供とシステム保守・ 

管理。（商工業者データベースを活用し、経営分析対象者を選定することを想定。） 

（３）タブレット端末等によるＪＲＳ等を活用した情報提供を想定したＩＴ環境の提供。 

（４）経営革新支援、創業支援、再生支援、事業承継支援及び持続化補助金等の施策の情報提供及び

推進。 

 

    大分県商工会連合会の支援体制                （平成26年12月1日現在）

大分県中小企業再生支援協議会 ８人 経営安定相談室 ２人 

大分県経営改善センター ３人 広域指導センター ２人 

創業補助金大分県事務局 ４人 広域担当経営指導員 ５人 

地域力活用市場獲得等支援事業地方事務局 １人   

 

 

３．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）景況調査等による地域の経済動向調査を行うとともにその結果を情報提供。 

（２）ＪＲＳ・日経テレコンの活用やタブレット端末等のインターネット環境の提供を行うとともに、

中小企業基盤整備機構等から提供される先進事例や高度な経営支援のノウハウ等について情

報提供を行う。 

 

 

４．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）大分県商工会連合会や全国商工会連合会が開催する展示会、商談会等の情報提供 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）伴走型の支援体制の整備事業 

  ① 経営支援会議（事業の評価及び見直しを行う仕組み①） 
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    ア 経営分析・事業計画策定マニュアル（文書化）の提供及び見直し 

    イ ＩＴ(大分県商工会連合会業務支援システム)を活用した「ＰＤＣＡによる事業評価シス

テム」の提供。 

      四半期ごとの進捗管理 

    ウ 小規模事業者のニーズに対応した情報収集を行い、情報紙（機関誌）の発行支援 

 

 

６．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）広域指導課長等会議の開催 

  ① 国、県の中小企業施策の方針や補助金等による小規模事業者への経営支援に係る情報の共有

化を図る。 
② 重点事業の取り組み、計画、対応方針等の検討を行うと共に、小規模事業者への経営革新、
創業・開業など専門的支援の実施に関する効果的運営の調整を行う。 
③ 経営発達支援計画の進捗状況の情報交換を行う。 

 

（２）経営指導員等の資質の向上等に関すること 

  ① ＰＤＣＡ研修及び支援ノウハウ習得に向けた「職員事例発表」の開催。 

② 採用後３年以内の若手経営指導員には、指定された中小企業大学校研修への参加 

③ 人事評価の実施 

④ その他の人事制度 

    当会の小規模事業者への支援強化に取り組むため、他商工会への異動により、種々の業務を

経験し、資質の向上を図ることや商工会ごとの年齢・経験年数のバランス等を図ること等を

目的として人事異動を実施する。また、これまで商工会職員として培ってきた能力や経験を

適正に評価し、定年退職者の活用を図ることを目的として、再雇用制度を導入する。 

 

ＰＤＣＡ研修のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ（研修計画の作成） 

研修目標への 

「明 確 化」 

「動機づけ」を図る。

ＤＯ（実行） 
 
①研修の実施 
「意欲と問題意識をもって参加」 
「専門性」、「職務別」能力の向上 
②研修成果の実践 
③ＯＪＴリーダーの育成 

①職員一人ひとりの
強み・弱みを把握 
②これを踏まえ、個々の
期待される能力を育成

Ｃｈｅｃｋ（研修成果の評価） 
  
①学んだことが活かされているか 

②期待される能力を習得したか 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 
  
①研修内容・実施方法の再検討 

②研修の選択・重点化 
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７．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 

（１）評価委員会の設置及び運営 

① 評価委員会は、外部有識者を含む８人以内の委員をもって組織する。 

② 認定商工会が行う経営発達支援事業について、事業結果の評価及び助言を行う。 

 

 
豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会との連携 

交流人口の増加、地域の活性化への取組み 

１．学生を中心とした修学旅行や体験ツアーの誘致 

２．各種旅行業者への体験ツアーの提案 

３．活性化委員会への参加 

 

 

香々地ツーリズム協議会との連携 

交流人口の増加、地域の活性化への取組み 

１．漁業体験・農業体験の提供 

２．各種団体の福利厚生事業の一環として各種体験事業を提供 

３．活性化委員会への参加 

 

 

香々地ボタンボウフウ研究会との連携 

 農商工連携支援事業 

１．ボタンボウフウに関する情報の提供 

２．農商工連携支援事業に関する材料の提供 

３．農商工連携支援事業に参加する事業者の紹介 

 

 

香々地地区銀杏組合との連携 

 農商工連携支援 

１．銀杏に関する情報の提供 

２．農商工連携支援事業に関する材料の提供 

３．農商工連携支援事業に参加する事業者の紹介 

 

 

大分県漁業協同組合真玉支店および香々地支店との連携 

農商工連携支援 

１．漁業に関する情報の提供 

２．農商工連携支援事業に関する材料の提供 

３．農商工連携支援事業に参加する事業者の紹介 

 

 

大分県農業協同組合真玉支店および香々地支店との連携 

農商工連携支援 

１．農産物に関する情報の提供 

２．農商工連携支援事業に関する材料の提供 

３．農商工連携支援事業に参加する事業者の紹介 
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大分県との連携 

市場調査支援事業 

・地域の動向に関する各種統計データの提供 

 

事業計画策定・実施支援事業、経営革新計画承認のための伴走型の支援事業 

・県が独自に行う補助事業、制度融資等の活用 

創業・第二創業支援事業 

・県が独自に行う補助事業、制度融資等の活用 

 

小規模事業者販路開拓支援事業 

・展示会、商談会の情報提供 

 

 

豊後高田市との連携 

市場調査支援事業 

・地域の動向に関する各種統計データの提供 

 

事業計画策定・実施支援事業、事業承継事業 

・市が独自に行う補助事業の活用 

 

創業・第二創業支援事業 

・産業競争力強化法の認定を受けた市の創業支援事業計画に基づいた創業支援事業について情報提

供や支援の要請 
※ 創業支援事業 

・創業相談窓口（ワンストップ窓口） 

・経営、財務、人材育成、販路開拓など指導員や専門家によるアドバイス 

・事業計画、補助金申請書類作成支援 

・創業支援セミナー、創業塾の開催 

・創業場所の提供 

 

小規模事業者販路開拓支援事業 

・展示会、商談会の情報提供 

  

 

豊後高田観光再生協議会との連携 

 ・販路開拓支援事業 

   商談会の支援 

  

日本政策金融公庫別府支店との連携 

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 

・管内の経済動向・資金需要・融資制度等の情報交換 
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連携者及びその役割 

１．大分県商工会連合会 

大分県商工会連合会は、西国東商工会が行う小規模事業者支援事業に関し指導を行うものとす

る。人口減少等経営を取り巻く環境が激変する中で、小規模事業者が需要を見据えた経営を行って

いくためには、大分県商工会連合会の行う指導に当たっては、大分県商工会連合会は、広域的な視

野の下、その有する高度・多様な支援ノウハウを活用し、経営発達支援計画の作成、経営発達支援

事業の実施を積極的に指導し、支援していくものとする。また、需要の動向などの情報、ビジネス

展開に関する支援ノウハウ等の情報を提供する。 

また、近時における指導ニーズの高度化、多様化に対応して、広域指導センターを拠点とする指

導体制による専門的な指導の重要性にかんがみ、西国東商工会が行う事業を支援するための各種情

報の収集・提供体制を整備するとともに、西国東商工会と十分な連携を図るよう努めるものとする。

 経営発達支援事業外部評価委員会の設置及び運営を行う。 

 

名称 大分県商工会連合会 

代表者 森竹 治一 

住所 大分県大分市金池町３－１－６４ 大分県中小企業会館５階 

電話番号 ０９７－５３４－９５０７ 

 

 

２．豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 

  豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会は、西国東商工会が行う地域の活性化に資する取り組

みに関し協力を行うものとする。 

人口減少等により地域の活力が失われつつある中で、地域を活性化させるために域外からの交流

人口の増加を目的とした、学生を中心とした修学旅行や体験ツアーの誘致事業、各種旅行業者への

体験ツアーの提案や活性化委員会に参加する。また、通過型観光から滞在型観光への脱皮を図るた

めの観光資源の最大限活用した観光拠点づくりを推進する。 

 

名称 豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 

代表者 和泉 宮之 

住所 大分県豊後高田市新町９８９－１ 

電話番号 ０９７８－２５－５８０５ 

 

 

３．香々地ツーリズム協議会 

  香々地ツーリズム協議会は、西国東商工会が行う地域活性化に資する取り組みに関し協力を行う

ものとする。 

人口減少等により地域の活力が失われつつある中で、地域を活性化させるために域外からの交流

人口の増加を目的とした、漁業体験・農業体験の提供、各種団体が行う福利厚生事業の一環として

各種体験事業の提供や活性化委員会に参加する。また、通過型観光から滞在型観光への脱皮を図る

ための観光資源の最大限活用した観光拠点づくりを推進する。 

 

名称 香々地ツーリズム協議会 

代表者 後藤 龍太郎 

住所 大分県豊後高田市見目１０５ 

電話番号 ０９７８－５４－２１３１ 
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４．香々地ボタンボウフウ研究会 

香々地ボタンボウフウ研究会は、西国東商工会が行う農商工連携事業に関し、各種の情報提供を

行うものとする。また、当研究会はボタンボウフウを地域の特産品とすることを目的とした団体で

あることから、研究会のメンバーが農商工連携事業における生産者として材料を提供する事業者と

なる。 

また、研究会のメンバーの資質向上のため、各種勉強会やセミナーを開催する。 

 

名称 香々地ボタンボウフウ研究会 

代表者 河野 嘉吉 

住所 大分県豊後高田市羽根３９４６ 

電話番号 ０９７８－５２－３５１１ 

 

 

５．香々地地区銀杏組合 

香々地地区銀杏組合は、西国東商工会が行う農商工連携事業に関し、各種の情報提供や材料の提

供等の協力を行うものとする。また、香々地地区銀杏組合は銀杏を地域の特産品とすることを目的

とした団体であることから、組合のメンバーが農商工連携事業における生産者として材料を提供す

る事業者となる。また、組合のメンバーの資質向上のため、各種勉強会やセミナーを開催する。 

 

名称 香々地地区銀杏組合 

代表者 阿部 範明 

住所 大分県豊後高田市上香々地３２２７ 

電話番号 ０９７８－５４－３４１０ 

 

 
６．大分県漁業協同組合真玉支店および香々地支店 

大分県漁業協同組合真玉支店および香々地支店は、西国東商工会が行う農商工連携事業に関し、

各種の情報提供、材料の提供および事業に参加する事業者の紹介等の協力を行うものとする。  

大分県漁業協同組合真玉支店および香々地支店は、真玉地域と香々地地域における生産力の増進

と漁業者の経済的・社会的地位向上を図るための各種事業を行う。 

 

名称 大分県漁業協同組合真玉支店 

代表者 運営委員長 成重 博文 

住所 大分県豊後高田市中真玉１７７７－１０ 

電話番号 ０９７８－５３－４０２９ 

 

名称 大分県漁業協同組合香々地支店 

代表者 運営委員長 羽迫 光雅 

住所 大分県豊後高田市見目７０５－４ 

電話番号 ０９７８－５４－２０２７ 

 

 

７．大分県農業協同組合豊後高田事業部 

大分県農業協同組合豊後高田事業部は、西国東商工会が行う農商工連携事業に関し、各種の情報

提供、材料の提供および事業に参加する事業者の紹介等の協力を行うものとする。 

  大分県農業協同組合豊後高田事業部は豊後高田地域の農業生産力の増進と農業者の経済的・社会

的地位向上を図るための各種事業を行う。 
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名称 大分県農業協同組合豊後高田事業部 

代表者 統括事業部長 木村 浩之 

住所 大分県豊後高田市御玉１１３－２ 

電話番号 ０９７８－５４－２０２７ 

 

 

８．大分県 

大分県は、西国東商工会が行う事業に関し、各種の情報提供、補助事業および融資等の実施によ

る支援を行うものとする。 

 

名称 大分県 

代表者 知事 広瀬 勝貞 

住所 大分県大分市大手町３－１－１ 

電話番号 ０９７－５０６－３２１８ 

 

 
９．豊後高田市 

豊後高田市は、西国東商工会が行う事業に関し、各種の情報提供、補助事業および融資等の実施

による支援を行うものとする。また、産業競争力強化法の認定を受けた市の創業支援事業計画に基

づいた創業支援事業を行うことにより、商店街の空き店舗での創業や地域産物の６次産業化を目指

す者など、創業を行う者の様々な相談内容に対応する支援体制を整備する。 

 

名称 豊後高田市 

代表者 市長 永松 博文 

住所 大分県豊後高田市御玉１１４ 

電話番号 ０９７８－２２－３１００ 

 

 
１０．豊後高田観光再生協議会 

豊後高田観光再生協議会は、西国東商工会が支援し開発した商品の販路拡大、ＰＲを商談会を通

して協力を行う。 

 

名称 豊後高田観光再生協議会 

代表者 野田 洋二 

住所 大分県豊後高田市新町９８９-１ 

電話番号 ０９７８－２５－４８０１ 

 

 

１１．日本政策金融公庫別府支店 

日本政策金融公庫は、西国東商工会が行う小規模事業者等への金融相談に関し、各種の情報提供

および融資等の実施による支援を行うものとする。 

 

名称 日本政策金融公庫別府支店 

代表者 支店長 岩穴 真明 

住所 大分県別府市餅ヶ浜町９－１ 

電話番号 ０９７７－２５－１１５１ 
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連携体制図等 

事業のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者等 

経営状況分析事業 
（強み・弱みの把握）

再生支援事業 

事業承継支援事業

経営計画策定支援事業 

（戦略を作る） 

西国東商工会 

大分県商工会連合会 

《広域指導課長等会議》
・情報共有 
・進捗管理 
・展示会等開催 

《経営支援会議》
（ＰＤＣＡサイクル 

を回し、効果的な 

事業運営の推進） 

・展示会等検討 

伴走型支援体制の
整備事業 

経営革新認定

需要動向調査 
事業 

セミナー等 
の開催 

創業支援事業 

経営力向上支援事業

農商工連携事業 

巡回指導・情報紙発行 情報提供（セミナー開催等）

ＰＤＣＡ 

人材育成事業 

伴走型支援 

地域の経済動向調査 

活性化委員会
の開催 

経営計画策定推進事業

持続化等補助金申請

広域担当・専門家派遣事業

連
携

評価委員会 

香々地ボタンボウフウ研究会・香々地地区銀杏組合

大分県漁業協同組合・大分県農業協同組合 
農商工連携事業 

豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 

香々地ツーリズム協議会 

豊後高田市活性化協議会

地域の活性化に 

資する取り組み 

大分県・豊後高田市・豊後高田観光再生協議会・日本政策金融公庫別府支店


