
経営発達支援計画の概要 

実施者 宇佐両院商工会（法人番号 6320005004289） 

実施期間 平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目  標 1．商品・サ－ビスの販路拡大。 

2．新商品・サ－ビスの開発。 

3．地域ブランド化の確立。 

4．小規模事業者による情報発信力の強化。 

事業内容 1. 地域経済動向調査事業に関すること 

地域内の経済動向について調査分析を行いその実態を把握して経済動向の変動を確認

する。目標達成にむけて小規模事業者に対する経済動向分析結果を活用する。 

【目標】地域内経済動向調査 500社・ヒアリング調査 70社 

2. 経営状況の分析に関すること 

経営指導員の伴走支援による経営改善を図る。又、支援機関や専門家との連携により 

経営上の課題解決を図る。 

【目標】経営状況分析件数 130件。巡回ヒアリング件数 260件。 

3. 事業計画策定支援に関すること 

分析等により抽出した課題を踏まえ、小規模事業者の持続的発展を図るとともに、大分

県等と連携して小規模事業の抱える経営上の問題点等について指導、助言を行う。 

【目標】事業計画策定事業者数 42件。事業計画策定支援回数 210件。 

4. 事業計画策定後の実施に関すること 

国、県、市行政の小規模事業者に関する施策・支援策を周知する。定期的巡回を実施し

て指導助言を行いフォロ－アップを実施する。 

 【目標】事業計画策定後フォロ－アップ件数 168件 専門家派遣回数 10回 

      

5. 需要動向調査に関すること 

流行商品・サ－ビス等を調査・分析を行い新商品開発に課題や改善を要する小規模事業

者へ情報提供する 

【目標】流行品・サ－ビス調査 25社 試作品、新商品アンケ－ト調査 10社、意見交換

    会 10回、消費者ニ－ズ調査 20件、消費者ニ－ズ調査 450件。  

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販路開拓や新商品に有効な展示会、見本市、商談会、物産展の開催状況等を把握して 

販路開拓・新商品のブラッシュアップの支援に取り組む。 

【目標】商談会出展企業数 21社、商談件数 63件、SHIFT新規登録事業者数 25社 

    ミラサポ登録事業者数 18社 宇佐ブランド認証登録事業者数 10社 

 

連絡先 

宇佐両院商工会（本所） 

  〒872－0521 大分県宇佐市安心院町下毛 2112番地の 1 

           電話 0978－44－0381  ＦＡＸ0978－44－0382 

   ホ－ムペ－ジアドレス http：//ryoin.oita－shokokai.or.jp/ 

      代表 Eメ－ルアドレス info@ryoin.oita.‐shokokai.or.jp 
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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 市の概況 

宇佐市は、大分県の北部に位置し、面積

439.1kｍ³、人口 58,410 人を有している。

地勢的には、海岸線は遠浅の周防灘に広大

な干潟を有し、平坦部は沖積層の広大な平

野が広がっており、県下最大の穀倉地帯を

形成している。 

本市、宗教とゆかりが深く、全国八幡宮

の総本社である宇佐神宮（国宝）や独特の

仏教文化である六郷満山文化の発祥の地

である。平成 17 年 3 月 31 日に旧宇佐市、

旧安心院町、旧院内町が合併し、現在の宇

佐市となる。 

産業構造は農業のウエイトが高く、平野

部では稲作・麦作を中心に山間部では葡萄等の果樹栽培が盛んに行なわれている。管内

主要産業である製造業は半導体産業を中心にＩＴ産業等の先端技術産業の集積化が進

んでおり、隣接する中津市に自動車産業の集積、生産拠点化が加速したことにより道路

網の整備が行われ自動車部品製造が活発となっている。 

  

２ 地域の現状と課題  

●人口減少と商工業者の減少 

   本会地域（旧安心院町・旧院内町）では、人口や商工業者は下記表のように、減

少傾向にあり、旧宇佐市に比べ人口減少が顕著である。 

 

・最近 30 年間で宇佐市の人口が 8,803 人減少（△13%）している中で、半数以上

が本会地域（△4775 人:△29％）で、人口減による購買力の減少が原因となり、

小売業者の廃業が増加していったことが想定される。 

 

・過去 3年間の短い期間に商工業者が 14.6％と減少し、地域全体の活力の減少が

懸念されている。 

 

人口の推移 

 

 

 
   
   
 

（資料:国勢調査） 

 

 

年 度 宇佐市合計 旧宇佐市 旧安心院町 旧院内町 

S55 年 67,811 51,578 9,846 6,387 

H22 年 59,008 47,550 7,140 4,318 

増  減    △8,803      △4,028 △2,706     △2,069 

増減率      △13％    △7.8％ △27.5％   △32.4％ 

 

周防灘 
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65 歳以上人口割合の推計                     (％) 

 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 

宇佐市 33.5 35.9 36.5 36.5 

資料：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」（平成 25 年 3 月推計）

 

商工業者数の動向（宇佐両院地区）               （単位：人） 

年 度 合計 建設業 製造業 卸・小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他

H21 年 491 75 42 166 106 19 83 

H24 年 419 66 36 134 121 20 42 

増減率 △14.6％ △12％ △14.2％ △19.2％ 12.3％ 5％ 
△

49.3％

（資料：経済センサス） 

   

  ●小規模事業者の現状・課題 
（現状） 

地域内の多くの小規模事業者事業者は、外部環境の大きな時流の変化に対応しき

  れていない実情であり、大型店の地方進出、宅配制度の充実やインターネット通販

  の普及、人口減少、高齢化率上昇等の要因が重なって顧客が減少し、売上減少とい

  う状況にある。 

 

（課題） 

小規模事業者は、今日まで培ってきた独自の経営手法や経営理念を見直すことに

  抵抗感を持つ人が多くいる。経営環境が大きく変化している現在、事業を持続的に

発展させていくためにも、個々の事業者が持つ経営課題を抽出し分析をするうえ 

で、事業計画を作成していくことが必要である。 

 

●地域資源を活かしきれていない観光への取組み  

少子・高齢化社会の進展やライフスタイルの変化等により、余暇の過ごし方や

旅行者のニーズが多様化している。一方では、国の施策「ビジットジャパン事業」

の実施などにより、訪日外国人が年々増加しており、今後は観光関連の需要がま

すます高まっていくものと思われる。 

 
※「ビジットジャパン事業」…国土交通省が中心となって行っている、外国人旅行者の訪日促

進活動。2003 年から実施中である。国土交通大臣が本部長と

なり、関係省庁および民間団体・企業が参加している「ビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン実施本部」が 2003 年 4 月 1 日に

発足した。このキャンペーン実施本部が海外諸国での日本旅行

の広報や、国内における外国人旅行者向きインフラの整備など

を行っている。 
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【宇佐両院地域の代表的な地域資源】 
 

【院内産のどじょう】 
県が開発した養殖技術は泥未使用。身はふっくら柔らかで泥くささ

がなく非常に美味。浅草にある創業 210 年の老舗「駒形どぜう」に
おいても使用されており、多くの方に愛されている。栄養価が高い食

材。 
 

 

 

 
【安心院のぶどう】 
寒暖差が激しい風土であり、ぶどうの栽培に適する。冬の底冷えが

不可欠であり、冬の間十分に養分をため込んだ糖度の高いぶどうが西

日本有数の生産量を誇る。ピオーネ、デラウェア、赤ワインの原料と

なるマスカットベリーＡなど、多彩な品種が栽培。安心院ワインは、

地元産ぶどうを原料に製造され、爽やかな飲み口が特徴。 
 

 
【院内のゆず】 
院内町のゆずは西日本有数の生産量を誇る特産品として知られる。

ゆずの栽培には最適とされ、昔から自生していた古木を増やして植え

始めたことが、ゆずの産地としての始まり。ゆずの加工は昭和５６年

より開始され、主に独特の香りを生み出す表皮を使用した加工品が製

造。 
 

【院内の石橋群】 
大分県は全国で最も石橋が多い地域であるが、中でも院内町には７

５基もの石橋が残されており、うち、アーチ橋（めがね橋）は６４基

と日本一を誇っている。 
 

 

 
 
【東椎屋の滝】 
日本の滝百選に選ばれた東椎屋の滝は、日光華厳の滝に似ていると

ころから、「九州華厳」と称される。高さ 85mの断崖を落下する様は
圧巻。 
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【アフリカンサファリ】 
 アフリカンサファリは九州唯一のサファリ形式の自然動物公園。

115万㎡の大草原に約 70種、1300頭のライオンやキリンなど野生
動物がのびのびと暮らす。マイカーやジャングルバス（有料）に乗

り園内見学が可能。 
 

 

 
【グリーンツーリズム体験】 
グリーンツーリズムの本場ヨーロッパを目標に始まった安心院

の「農村民泊」全国各地に「農家民宿」がありますが、安心院がそ

の発祥の地と言われています。年間約１万人の宿泊客で推移してい

る。 
 

 

 

 

本会地域内の地域資源として、全国区にもなっている『すっぽん』（Ⅱ地域経済

の活性化に資する取り組みにて「すっぽんウィーク」について説明）や『どじょ

う』、『ぶどう』や『ゆず（本地域発祥と言われ全国に拡がった柚子ごしょう）』が

ある。観光資源では、全国でも名高い石橋群や日本百選に選ばれた滝、九州自然

動物公園アフリカンサファリなどがある。 

また、日本での農村民泊発祥地である安心院地区のグリーンツーリズム活動も

活発である。 

しかし、これらの豊富な資源を有しているにもかかわらず、地域全体からの情

報発信不足、支援機関や小規模事業者自身による外部環境分析不足、事業者の事

業計画未策定、地域資源（ぶどう、ゆず、すっぽん、どじょう等）を活かした商

品開発力不足により、経済活動に上手く繋げられていないのが現状であり、課題

である。実際、宇佐市総合基本計画によると、 

「日本型グリーンツーリズム発祥の地・先進地として名高い安心院とこれに続

いた院内に対し、近年周辺都市部からだけでなく関東や関西方面からも来訪者が

増え、地域内住民と都市住民との交流の輪が広がっている。」と記載されているも

のの、観光入込客数は、平成 15 年からほぼ横ばい（宇佐市として４００万人）で

推移している一因は、その表れだと考えられる。 

  

 ３ 現在の取組み 

●宇佐市の取組み 

宇佐市では平成 27 年 3 月に「第二次宇佐市総合計画」を策定し「定住満足度日本

一、交流満足度日本一のまち」を目標に次の３つを基本戦略として取り組んでいる。

 

「地理的優位性の活用」 

  東九州自動車道等の整備により形成される「広域循環型ネットワーク」を活用して

経済、文化、観光などの振興に努める。 
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「歴史文化や農林水産物等、地域の潜在力の活用」 

米、ぶどう、ゆずなど豊富な農林水産物や石橋、鏝絵等の歴史的な文化財などの地

域資源を活用したツーリズムを推進し、交流人口の増加を図るとともに魅力あるまち

づくりに努める。（ツーリズム、農商工連携による６次産業化の推進） 

「周辺部を含む地域の均衡ある発展」 

宇佐市全体が均衡ある発展を遂げるために、交通体系や住環境の整備等の社会基

盤を整えるとともに、市民主体のまちづくり活動を支援することにより、住みやす

いバランスのとれた市民主体のまちをつくる。 

 

●商工会におけるこれまでの主な取り組み 

両院地域の資源を活かした新たな観光ル－トを模索して魅力度を再発見しブラ

ッシュアップすることにより、観光ツ－ルとして交流人口増加による経済効果を目

指すことを目標に地域内資金循環新事業開発検討事業費補助金（全国商工会連合

会）の採択を受けて、小規模事業者、県・市行政担当者等で構成する観光開発事業

推進委員会を設置し地域内で観光資源となりうる資源を発掘して、テ－マや地域ご

とに整理し、スト－リ－性のあるものへ進化させる調査研究を行った。 

 

４ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

中期的な振興のあり方としては、人口減少による市場の縮小が見込まれること

から、観光関連産業の振興により外部からの入込み客を増加させなければならな

い。そのためには、魅力ある地域を創出するため、「飲食業」、「宿泊・レジャー業」、

「特産品等製造業」の３業種（以下、本計画書内「特定３業種」という）の振興

発展が不可欠となる。当地域は土地に根付いた食文化や全国的にも有数の史跡や

名所があるのは先述したとおりである。また、個社によってはこれらの地域資源

を活かした特産品作りに取り組んでいる。周辺環境変化も高速道路開通や新幹線

開通構想等がある。しかし個社の取り組みが事業計画に基づいた実施でなかった

り、情報発信力不足だったため継続性がなかったりと尻すぼみに終わってきた。 

当地域の強み、今後様々な周辺環境の変化を見据えた時、まずはこれらの強み

を直接的に活かせるであろう特定 3 業種の振興発展が、他業種へも好影響を及ぼ

すと考えている。外部交流人口が増加すれば小売業も土産物購入等で潤う。町に

賑わいが出てくれば整備事業などで建設業も潤いだす。この好循環を生み出して

いきたい。他の業種を置き去りにするものではなく、当地域小規模事業者振興の

取り掛かりとして、特定 3業種に本計画では焦点を当てたい。 

また、観光関連産業は、国の施策においても重要な位置づけがなされており、

今後の外国人観光客や日帰り旅行者の増加に備え、豊富な地域資源を活かした振

興策を実施するとともに「観光の振興」を柱として当地域の強み、課題、まちづ

くりの方向性を踏まえ、各支援機関と連携し小規模事業者の伴走型支援を実践す

る。 

 

５ 経営発達支援計画の目標 

 当地域の実情や、特色を鑑みて強みを活かした経営発達支援事業を実施する。事

業実施にあたり下記の目標を設定する。 

   宇佐市の計画期間は平成 27 年度から平成 36 年度までの 10 年間としており、商
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工会も本計画の趣旨のもと、宇佐市と連携して経営発達計画を実施する。 

特定３業種の共通課題として「売上の向上」、「利益の向上」が挙げられることか

ら、事業計画の策定や着実な実施を伴走型支援により行うことで「特定３業種にお

ける経営の持続的発展」を目指す。具体的には、今後 5 年間で特定 3 業種である小

規模事業者が事業計画に基づいた事業を実施し、個社ごとの商品開発力やサービス

力、販路開拓力、情報発信力を向上させていく。長期的視点で他業種へ効果を波及

させていく際の足掛かりとなる本計画を実行していくことを目標とする。 

 

「目標達成に向けた方針」 

目標達成するために以下の方針を定め、市行政をはじめとする各支援機関、 

 観光協会等の機関と連携し支援を強化する。 

 

1. 特に観光産業と関連性の強い特定３業種小規模事業者の持続的発展に取り組
む。 

 

【具体的目標（目指すべき姿）】 

①商品・サービスの販路拡大 

②新商品・サービスの開発 

③地域ブランド化の確立 

④小規模事業者自らによる情報発信力の強化 

 

    【達成に向けての方向性】 

  ●目標①、②、④について 

       多くの小規模事業者が経営計画のない状態で経営を行っている。商工会

としてもこれまで策定指導はしていたものの、受身の姿勢であったため手

遅れの状況となってからの相談となるケースも見受けられた。 

       「販路拡大」、「開発」、「情報発信力強化」のいずれにしても事業者自身

の経営状況把握と経営計画に沿った販路拡大や新商品等の開発でなけれ

ば持続的発展は望めない。 

商工会の限られた資源（人員・予算）の中で有効な伴走型支援を実施す

るため、統一のヒアリングシートを使用した経営状況の分析作業を行う。

そうすることで分析時の容易化、効率化を図る。経営計画を作成する際に

は、行動スケジュールまで明確化し実施後のフォローアップまでを行う。

また、経営状況分析、経営計画策定時、計画実施時には適宜、専門家（中

小企業診断士、税理士等）を派遣し、分析内容や計画がより的確に、実現

可能性の高いものとなるように行う。（具体的内容については計画書内、

経営状況の分析に関すること（Ⅱ-１－②）にて記載） 

 

      ●目標③のについて 

        地域ブランド化については、取り組みを始めてからすぐに結果として

あらわれるものではない。長期的視点に立って取り組まねばならない。

        さらに、小規模事業者にとって持続的発展や利益の向上を個社単位で

成し遂げていくには、資本力や情報発信力の点から困難である場合が多
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い。 

個社の伴走型支援だけでなく、地域各機関とのハブ役となり当商工会

地域のブランド化を進めていく。行政とは事業遂行において利用できる

補助金等での連携、事業者間では専門分野（仕入、製造等）での相互取

引といったように、経済団体組織というメリットを最大限活用し、面的

な支援を実行していく。 

 

2．巡回訪問を徹底して、小規模事業者の経営状況の掌握と課題提起を行い、分析

から事業計画策定、計画策定後まで伴走型支援に取り組む。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

Ⅰ経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～３４年３月３１日） 

 

Ⅱ経営発達支援事業の内容 

  １ 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） 

    

     （目 的） 

     地域内の経済動向について定期的に調査・分析を行い、地域内の状況を把握す

る。これにより地域の特性や経済動向を踏まえた上で、個社に対して支援を行

うため実施する。具体的には小規模事業者の経営上の課題や問題点を抽出する

際の資料として地域内経済動向の変動を確認し、そのうえで個社ごとの事業目

標を設定し、達成に向かう小規模事業者を伴走支援していくために行うもの。

 

（現 状） 

・ 経営指導員等による巡回訪問時や金融相談、記帳、税務相談などを通じて

ヒアリング、決算書 2期分等の確認等により事業所ごとの経済動向を把握す

るのみ。 

・ 小規模企業景気動向調査並び中小企業景況調査、日本政策金融公庫景況調

査資料等により売上高・客数並びに客単価・取引先現況・営業利益・設備

投資・経営上の問題点並び課題等による地域内業種の経済動向を調査・分

析してその動向を実態把握する。 

 

      これまでは、主に経営指導員等が個々の相談事例に即した把握のみにとど

まっていた。具体的には巡回訪問や窓口相談において事業所の景気動向や事

業所動向についてヒアリングすることで管内の経済動向等を把握するなどし

ていたため、継続性のある調査とはいえず、場当たり的な把握に止まってい

たため「当会の地域特性（強み）を活かした経済動向調査」は行っていなか

った。 

 

(現状における課題)  

経営指導員によるヒアリングでの場当たり的把握のみであり、小規模事業

者持続的発展のための事業計画策定時の基礎データ不足。 

 

 (取り組む事業内容) 

   ●地域内経済動向調査の実施（拡充実施） 

【これまでの調査】 

管内全域、業種別に 15 社選定し、景況調査アンケートを巡回訪問、窓口相談

時に四半期ごとに実施。今期の状況（売上額、資金繰り、業況、従業員数等）、

来期の予測、特に悩みのある経営上の課題点を記入。（今後も継続） 
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【本計画で新たに取り組む調査】 

当会の独自調査事業として小規模事業者（特定 3業種）経済動向調査を実施す

る。 

実施時期：四半期ごと（既存調査と同時実施） 

対象企業：「飲食業」、「宿泊・レジャー業」、「製造業（主に食品）」3業種 

56 社のうち 10 社（対象 3業種数から約 20％ほどを選定） 

調査項目：売上高・客単価・利用客数・資金繰り・仕入単価・経常利益・ 

従業員数・外部人材数・業況（自社）・長期資金借入難度・ 

短期資金借入難度・借入金利・新規設備投資・経営上の問題点 

手  段：職員巡回によるヒアリング調査（10 社） 

活用方法：事業計画策定時、マーケティング調査時、個社の強み分析時に支

援ツールとして活用。経営相談の際に、分析結果を支援対象企業へ

地域全体の経済動向として提示する。商工会においても調査結果を

データベース化し、以降における経営支援の質の向上を目指す。 

 

●経営指導員等によるヒアリング調査 

     上記調査が地域の全体経済動向であると捉え、全体として捉えきれない部分

を補完する目的で行うもの。 

実施時期：経営指導員等よる日常業務（金融相談、税務相談等）のヒアリン

グ時において実施する。 

手  段：職員によるヒアリング（下記、事業者ヒアリングシートを使用）

分析方法：得られた経済動向は、月に１回開催される経営支援会議におい

て経営指導員内での情報共有を図る。個々の小規模事業者の経営

状況(景況、業況、資金繰り状況、経営課題、支援ニーズ)を地域

全体の動向と比較分析。 

活用方法：小規模事業者に対し、これらの情報を提供する（巡回指導時、本

会ホームページなどで提供） 

  

（目標） 

・地域内経済動向調査（独自調査）については既存の調査事業に加え、特定３業

種 10 社を加えて調査を行う。 

【計算式】 

（既存 15 社×年 4回）＋(新規 10 社×年 4回)＝100（調査数） 

     ・ヒアリング調査については事業所の抽出等は行わず、日常的に特定 3 業種全

ての事業所を対象に実施（金融相談、税務相談等対応時に実施する） 

 
  項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

地域内経済動向調査数 60
100

（40）

100

（40）

100

（40） 

100

（40） 

100

（40）

ヒアリング調査事業所数 0 10 12 14 16 18

                       ※カッコ内数値は内 3業種を対象とした調査数 
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【ヒアリングシート ひな形】 

 

 

② 経営状況の分析に関すること（指針①） 

   （目的） 

    地域内において、人口減少・高齢化等による需要規模の縮小にある現況下、小

規模事業者の経営分析を実施する場合、経営指導員が伴走支援をすることに意義

がある。また、事業計画の策定支援、策定後の実施支援を適切に実施していくた
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めには、まず、当該企業の財務状況や強み、弱みなど、深く知る必要がある。依

然として「どんぶり勘定」「なりゆき経営」型の経営システムから脱していない

事業者は多い。伴走型支援の担い手である経営指導員が伴走し経営改善をはか

り、専門的な課題等については他の支援機関や専門家との連携により小規模事業

者の抱える経営上の課題を解決する。そのためには個社の実態把握といえる経営

状況分析は持続的な経営活動維持のために必須である。 

 

 （現状と課題） 

金融、税務、労務、記帳などの直面する問題に対しての支援が多く、経営分析

まで至っていなかった。また、小規模事業者にも分析結果を理解してもらうに至

ってない課題が存在する。今後の事業計画策定の際に方向性を導くような経営状

況の分析を実施する必要がある。 

 

 （取り組む事業内容） 

・経営指導員が中心となり巡回訪問、窓口相談において使用できる、事業所動向

や業種別の景気動向など統一したヒアリングシ－トを作成。 

   

 ・統一ヒアリングシートを使用し、企業概要・財務諸表・HP・各種調査デ－タ・

商品サ－ビス、技術などから、会社概要（業種、従業員、売上高、利益等の

経年比較）、商品別売上高、取引先部門別売上高、取引先金融機関、立地環境、

競合状況等を聴き取りの上把握する。 

   

  ・SWOT 分析や財務分析等の経営分析、キャッシュフロ－計算書や資金繰り表作成

    などを通じて企業の「強み」と「弱み」、「機会」「脅威」、企業体質（収益性、

安全性）、資金繰り状況などを分析する。 

   

    ・経営状況分析の実施を徹底し、小規模事業者が今後、持続的な経営を行う上で

事業計画策定がより重要である点を理解してもらうためのツ－ルとして利用す

る。具体的には、事業計画策定支援における基礎情報として活用する。又、小

規模事業者に自社の状況について把握してもらい、強みを活かした事業展開へ

の指針として分析結果を提供する。 

   

 （期待できる効果） 

  ・経営分析により、直面する経営上の課題に対してワンポイント的な支援を行うだ

けでなく、それぞれの小規模事業者ごとに適した、段階的経営支援を行うことが

できる。 

 

・ヒアリングシートによる聴き取りを行い、経営支援会議で商工会として支援対応

が可能な課題かどうかを検討することが可能。分析内容によっては複数人でのチ

ーム支援や外部専門家の支援を活用しながらより深い経営分析を行うことができ

る。 

・個者商品の販路拡大先や新商品開発は経営基盤の安定や顧客ニーズ把握、開発の

タイミング等、経営分析から事業計画策定に基づいた取り組みが必須であるため
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個者自身のタイミングや勘に頼ったものでなくなり、経営資源の有効利用に繋が

る。 

目標 
   項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営状況の分析件数 未実施 20 20 30 30 30

巡回ヒアリング回数 未実施 40 40 60 60 60

 経営状況分析数＝経営指導員 1名あたり 15 件×2名 

（初年度及び 2年目は 10 件×2名） 

 巡回ヒアリング回数＝経営指導員 1名あたり 15 件×2回×2名 

（初年度は 10 件×2回×2名） 

 

③ 事業計画策定支援に関すること（指針②）  

  

【事業計画策定支援フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 事業計画策定支援について 

（現状） 

小規模事業者の多くはこれまでの経験に頼って経営を行うことが多く、計画に 

基づく合理的な事業運営をしている事業者は非常に少ない。また、「どうやって作

っていいのか分からない」、「業務が忙しく計画書を作る時間がない」といった声

も耳にし、計画策定の優先順位が低い。 

   

（現状における課題） 

 厳しさを増す外部環境の変化に小規模事業者自らが意識を変えることが必須に

なりつつある。小規模事業者の意識改革を行うためにも、一歩踏み込んだ提案型・

伴走型の支援を継続していく必要がある。  

 

小規模事業者

宇佐両院商工会 

事業計画策定支援 
・短期、中期計画策定支援

・補助事業計画策定支援 
・資金計画策定支援等 

ヒアリング相談 

事業計画策定セミナー

受講 
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（支援対象者） 

ア 事業計画の策定に際しては、経営分析を通して自社の現状を客観的に把握し、

これを前提とすることで、計画の実現性を高めることが可能となる。そこで経

営分析を実施した小規模事業者に対して、分析の成果を最大化するために不可

分な工程として事業計画の策定を提案し、計画策定へと移行する。 

イ 経営分析に加わらなかった事業所に対しても、事業計画策定の意義や有用性

について、経営指導員等の巡回や会報、当商工会のホームページを活用して幅

広く訴求し、計画策定を希望する小規模事業者の掘り起こしを行う。 

  

（取り組む事業内容） 

・小規模事業者に対し、経営状況や需要動向調査等の分析をふまえ、売上増や経営

の安定が期待できる実効性の高い事業計画等の策定支援を行う。 

 

・事業計画作成に関するセミナ－を開催する。 

事業計画策定の重要性や作成することのメリット等を講習するとともに、事業者の

意識改革に重点を置いた内容とする。 

 

・事業計画策定方法においては、大分県商工会連合会が作成した「経営発達支援計 

画経営分析・事業計画策定実施支援マニュアル」を最大限に活かす。（指針②） 

「経営発達支援計画経営分析・事業計画策定実施支援マニュアル」とは県内の経 

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。事業者

のヒアリングから、事業計画書策定、PDCA サイクル等、一連の流れを参考にして

事業計画策定等の支援を実施することが出来る。 

 

・事業計画策定において充実且つ実現性の高い計画書策定支援とするため、大分県

商工会連合会の専門家（中小企業診断士・税理士）と連携して支援を実施する。 

（指針②） 

 

（効果） 

・小規模事業者が事業計画策定の重要性認識向上が期待できる。 

 

・需要を見据えた事業計画を策定し、これにもとづいて事業運営をすることで小規模

事業者の持続的発展、波及効果として新たに事業運営を見直す小規模事業者の増加

が期待できる。 

 

（目標） 

 活動目標 
項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定セミナ－開催 0 1 1 1 1 1

事業計画策定セミナー参加者 - 20 20 20 20 20

専門家派遣回数 15 15 15 15 15 15
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 成果目標 
項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定事業者数 未実施 6 8 8 10 10

事業計画策定支援回数 未実施 30 40 40 50 50

＊事業計画策定事業所目標は、初年度経営指導員一人当たり 3 件とし、隔年経営指

導員 1名あたり 1件ずつ増やす。 

  ＊事業計画策定支援回数目標は 1事業者あたり 5回とする 

（事業計画策定事業者数×5回） 

 

④ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （目的） 

 事業計画策定後、国・県・市行政の小規模事業者に関する施策並びに支援策を巡

回訪問により周知する。計画の実現を支援するため経営指導員による３ヵ月１度

の巡回訪問を実施。進捗状況の確認を行うと同時に、必要な指導助言を行い事業

所ごとにフォロ－アップを実施するため、策定した全ての事業者に対して行う。

  

（現状） 

  小規模事業者の新しいビジネスモデルの導入についての支援が弱く、それを求め

る小規模事業者に対して十分な事業のフォローアップができていなかった。 

 

（現状における課題） 

  国・県の補助金等支援制度に応募する小規模事業者に対しては申請時の書類作成

支援や報告書作成支援を行ってきた。それだけではなく、新たなビジネスモデル

の導入支援や、事業計画の目的が達成できるよう事業実施のフォローアップ、進

捗状況の把握が課題となる。 

 

（目標） 

  事業計画を策定した小規模事業者に対しては定期巡回を行い、プランの実行に必

要な行政施策等の情報提供を行う。また、進捗状況の確認や状況に応じた修正案

を提案する。 

 

（事業内容） 

・事業計画策定後は、３ケ月に１回事業者を巡回訪問し事業の進捗状況の聴き取

りを行うとともに、必要な助言等のフォロ－アップを実施する。聴き取りの中

で、事業者が実施にあたって高度に専門的な課題に直面した際には大分県商工

会連合会を通じて専門家派遣を要請する。【指針②】 

   改善のポイントとして、目標に対する実績評価を半年に１回程度ＰＤＣＡサイ

クルにおいて検証し改善策を小規模事業者と共に検討する。 

 

・セミナー等開催後も伴走型による事業計画策定支援、フォローアップまで実施す

る。 
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・経営カルテへの記録、管理（既存拡充） 

事業計画実施支援後は、職員による定期的な進捗状況の聞き取り調査（年 4 回）

を実施し、経営カルテに記録、管理し、必要に応じ閲覧できるようにする。 

【指針②】 

 

・事業計画策定において、小規模事業者が事業の持続的発展の過程で必要な設備資

金や運転資金については、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用するよ

う推進する。 

 

【PDCA フロー図】  

 

 

 

 

 

 

 

目標 
項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定後フォローアップ回数 未実施 24 32 32 40 40

 

 活動目標 
項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

専門家派遣回数 未実施 2 2 2 2 2

 

⑤ 需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状） 

これまで本会では、小規模事業者の事業計画策定に資する重要な情報である消費

者ニ－ズ需要動向に関する調査を実施していなかった。当地を訪れる観光客、地域

外の消費者ニ－ズ等の需要動向を踏まえた支援も手薄であった。 

  

（事業内容） 

  ・特定３業種における流行商品、サービスの調査、分析 

外部の調査会社や中小企業診断士等の専門家を活用し、特定３業種(宿泊業、飲

食業、製造業)の小規模事業者に対して、流行の商品・サービス方法を調査、分析

する。これにより、新商品開発に課題がある小規模事業者やサービス改善を検討

している小規模事業者に情報提供する。 

   ●調査項目 

    ・流行の商品やサービスは、外部調査研究会社がネット公開している研究デー

タである、「リクルートライフスタイル」「じゃらんリサーチセンター」等を

利用。外食実施率、外食人気検索ワード、行楽単価、人気宿泊地、宿泊者追

跡調査等業種に適合するデータをインターネットにより検索。 

   

小規模事業者 

・計画実行（補助金、金融、税務等） 

・事業進捗状況の報告 

・計画の見直し、修正 

・再実行 

相談

伴走型支援 

アドバイス 

宇佐両院商工会 

・計画実行支援（金融、補助金、情報提供等）

・事業進捗状況の管理（チェック、フォローア

ップ、フィードバック） 

・計画の見直し、修正 



１６ 
 

 ●分析 

    ・前年度からの流行や人気サービス等の推移動向の比較分析を行う。 

    ・ネット公開されているデータを活用し、専門家派遣を行い、事業所での実行

が可能なのか、効果の検証について助言をもらう。 

 

・試作品、新商品等のアンケート調査を実施 

当地域内の女性消費者や来店客に対して当会や事業者店舗で試作品、新商品を

提供し、味、価格、サービスの満足度等のアンケート調査支援をする。 

なお、当会はアンケート項目の検討、調査方法の支援を行う。また、アンケー

ト調査結果を分析し、消費者ニーズや傾向を捉え、小規模事業者へフィードバッ

クする。 

   

・関係機関との意見交換による需要動向情報の補完 

宇佐市農政課（宇佐ブランド認証管轄課）との意見交換会や県振興局が開催す

る懇話会等で当会に属していない小規模事業者の成功事例や需要動向を収集す

る。それを基に、新商品開発や出口支援である物産展や地域振興イベント参加時

での企画に活用する。 
※宇佐市における地場産の原材料等を活用して製造、加工された農畜水産加工品の    

うち、特に優れた商品を宇佐ブラントとして認証し、県内外の消費者に対して広 

く販促ＰＲ活動を展開することにより、宇佐市の地域ブランド力を高め、地域経 

済の活性化を図ることを目的とする制度。 

 

認証品のメリットとして、①ブランド認証ロゴマークの貼り付け、直接表示によ 

り、高品質な商品であることをアピールし販売促進を図ることができる。②認証 

品カタログへの掲載や市報、市ホームページなどにより、宇佐ブランドとして情 

報発信される。③マスコミ等広報媒体への優先紹介や展示会・商談会への優先参 

加の支援がある。④市主催イベントでのＰＲや、市や市関係団体の業務で用いる物品に優先して使用さ

れる。⑤マーケティングの専門家等との連携による助言や研修が受けられる。⑥販売・流通・商品開発

等の支援や補助金制度の活用ができる。 

 

  ・地域外消費者ニ－ズ(トレンド)調査については、特産品等製造業、飲食業に対し

て行う。他にも日経テレコム POS 情報、需要予測調査、㈱大銀経済経営研究所発

行のデ－タ等を収集、分析し結果を個社にフィードバックする。 

  

●分析項目 

   季節動向、業種ごと購入単価、全体消費動向、流行商品 

   

・今後の対応としては、消費者ニ－ズ(トレンド)調査、当地を訪れる観光客を対象

にした消費者ニ－ズ調査（味・価格・パッケージイメージ等）を実施し、結果を

小規模事業者に情報提供することにより新商品、特産加工品、新サ－ビスの開発

に繋げる事業計画策定や新たな需要開拓に活用する。 
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数値目標 

項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

流行商品・サービス調査 0 5 5 5 5 5

試作品・新商品等アンケート

調査 
0 2 2 2 2 2

関係機関との意見交換 0 2 2 2 2 2

地域外消費者ニーズ調査 0 4 4 4 4 4

消費者ニ－ズ（観光客用） 未実施 100 150  200

 

 （期待できる効果） 

    当会の有するデータとして蓄積されるのはもちろん、小規模事業者にあっては、

都市部や近隣市町村の流行等情報収集が出来ていなかったことが考えられる。そ

こで、必要に応じて情報提供を行うことで新レシピの開発、新商品開発、新サー

ビス提供などに活用してもらう。また、アンケート調査を行うことでより消費者

嗜好の商品開発の際に活用できる。このように小規模事業者の需要を見据えた実

現性の高い計画実行支援が期待できる。 

   

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】   

 （現状） 

    当会では、全国商工会連合会の提供する事業者支援Ｗｅｂシステム「ＳＨＩＦ

Ｔ」（簡易ホームページ作成システム）の登録を通じて、小規模事業者の新規顧客

獲得のための支援を行っている。又、全国商工会連合会の主催する全国物産展や

宇佐市主催の催事イベント事業への参加に終始しているのが現状である。 
 

（課題） 

   小規模事業者は、新規顧客を開拓するためのアプロ－チとタ－ゲットとすべき顧

客の選定において課題を感じており、自社商品やサ－ビス提供のＰＲを不得手と

している。今後は、他の支援機関との情報交換を密にして需要開拓を目的とする

商談機会の情報を入手し小規模事業者へ提供していく。 
  

 

（取り組む事業内容） 

・販路開拓や新商品の求評のために有効な展示会、見本市、商談会、物産展の開

催状況の把握や申請方法等の情報を収集し支援対象企業に周知するとともに出

展参加を促し、販路開拓、新商品のブラッシュアップの支援を実施する。 

 

・全国商工会連合会が主催する「全国物産展」をはじめ、支援団体等が企画開 

催する物産展及び見本市等の参加事業者に対し、経営指導員と専門家で FCP 展

示会・商談会シート作成や内容の確認等をし、アドバイスを行う。 
 

  ・Ｗeｂ情報の発信支援強化として、全国商工会連合会が提供する事業者支援 

   Ｗeb システム「SHIFT」への登録を推進し、ネット上に企業や商品情報を発信

するとともにその利用や活用方法等を支援する。 

・Ｗeb や SNS を利用した販路開拓や商品、技術等の PR 方法について必要に応 
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じ連携団体の専門家を交えて指導、アドバイス等の支援を行う。 
 

    （支援対象者） 

    事業計画策定段階から支援を実施中の全事業者 

 

目標 
項   目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商談会等出展企業数 2 3 3 3 3 3

商談会等商談件数 未把握 9 9 9 9 9

SHIFT 新規登録事業所数 － 5 5 5 5 5

宇佐ブランド認証登録事業者数 － 2 2 2 2 2

 

Ⅲ 地域経済の活性化に資する取組み 

 １ 地域経済活性化事業 

   東九州自動車道の全線開通により、北九州市や宮崎市の時間距離が大幅に短縮さ

れた。ストロー現象により都市部への購買力や人口の流出が懸念されている。 

これらのピンチをチャンスに変えるため、宇佐市が全国に誇る歴史的且つ文化的

景観を含めた豊富な観光資源、すっぽん、どじょう、ぶどう、ゆずといった地域特

性のある食資源、温泉資源を結びつけることが必要である。 

現在、地域経済活性化に資する取り組みとして下記の事業がある。  

 

① 安心院フェア『葡萄酒祭り』 
安心院は九州有数のブドウの産地。地元の酒造メー

カーがワイナリー（葡萄酒工房）を開くなど、おしゃ

れな観光スポットになっている。 

ブドウ産地をＰＲしようと、６年前から葡萄酒まつり

を開き、好評。昨年は約３万人が訪れ、樽出しワイン

や豊後牛ステーキに舌鼓を打てる。もちろん地元名産

の宇佐から揚げや院内どじょう、安心院スッポンスー

プも販売している。実行委員会には地域各団体が名を

連ね、実行委員会の開催において、意識共有がなされ

ている。  

② 愛のお使い便事業  
宅配サービス利用者（会員）の大半を占める高齢者の冷凍食品への宅配ニーズが

高まるなか、冷凍庫付き配送車を導入し、利用しやすい地域密着型の宅配サービス

を実施することで、両院地域の商業振興に加え、地域の安心事業（見守・安否確認）

の充実による、福祉の増進を目的とする。加盟店は商工会員であり、通常総会にお

いて決算報告や利用者状況報告を行っている。地域住民にもホームページ等で事業

の趣旨や利用推進を呼びかけている。 
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③  すっぽんウィ－ク 
 安心院地域の食を代表するイベント。すっぽん料理

の普及促進の一環として、飲食業(９店参加)の方々が

協力して期間限定で昼食統一メニュ－でおもてなしを

する。夕食は 10%オフサ－ビスあり、手ごろな値段（統

一単価：2,880 円）で「美味求真」が楽しめ、県内外か

から約千人が訪れる。当会も「すっぽん振興会（9店舗

舗代表者、観光協会、商工会で形成）」のメンバーに名

を連ね、定例会を開催している。 

（目標） 

  地区内の観光資源や特産品等の知名度を高めるため、現在実施している催事に積極

的に参加し地区以内の経済効果に資する。特に販路開拓を希望する事業所には、事業

内容を説明のうえ参加を促す。愛のおつかい便についても利用会員から、こちらの名

産品を贈答用に送りたい等、様々なニーズが声として挙がっていることもあり、加盟

店舗への登録も推進する。 

 

（新たに実施する事業内容） 

・宇佐市・宇佐市観光協会・まちづくり協議会、大分県北部振興局並び関係団体と

連携のもと、観光宣伝活動やモニタ－ツア－を実施して認知度を高める。 

・飲食業・観光施設等に働きかけ、メニュ－開発を促し、観光客を呼び込む。 

・商工会観光活性化委員会を計８回行い、歴史的文化資源、地域資源を生かしての

着地型観光商品を提供する。ひいては、地域内資金循環型システムづくりの方向

項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

愛のお使い便加盟登録企業数 34 35 36 37 38 39

催事イベント参加事業者数 30 32 33 34 35 35
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性を探る。商工会観光サ－ビス業部会を３回開催して観光活性化委員会との情報

を共有する。 

 

（目標） 

項  目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

モニタ－ツア－開催 未実施 1 1 1 1 1

新メニュ－開発 未実施 1 - 1 - 1

 

Ⅳ 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 

① 国で行うミラサポや大分県商工会連合会と連携し、専門家派遣事業を有効に活
用するとともに、販路開拓や経営革新等の専門分野ごとの課題に対する支援ノ

ウハウを強化する。 

 

② 大分県担当部局主催により開催される中小企業懇話会(年 2回)では、市の支援
機関、管内中小企業代表者が集まり大分県北管内の景気動向や経営上の問題点

および企業情報等の意見交換会を行っており、引き続きこの会議に参加し情報

を収集するとともに得た意見を集約して今後の経営面での支援に反映させる。

 

③  金融機関との連携及び情報交換を行うことにより金融機関や日本政策金融公
 庫から経済動向、経済指標の情報提供をいただき、金融担当者が事業者との

    取引で得られる小規模事業者の経営状況や金融支援策について情報交換を行

うことで、指標等から読み取ることの出来ない地域の経済状況を知ることが 

でき、小規模事業者の経営発達に資する金融支援が行えるための連携を行い 

支援力向上を図る。 

 

④ 大分県商工会連合会による年２回（６月、１２月）開催される「広域指導課

長等会議」において、従来の情報交換の場から、以下の点を中心に議論を重

ねる。 

・経営発達支援計画における経済動向調査の具体的方法と活用について 

・経営発達支援計画における事業計画策定における課題と解決策について 

・地域の賑わい創出とブランド化について 

・情報の共有とＯＪＴの実例報告 

 

以上については、要旨をまとめ、商工会の経営指導員から経営支援会議について

報告と本会においての事例の利活用について協議する。 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

    これまでは能力や資質向上に向けた外部研修を受講してきたものの、受講目的

   習得スキルの目標を持つことなく受講してきた。従って経営状況の分析や事業計

画を策定するスキルが十分ではなく、今後は職員の職歴やスキルに合わせた研修

機会を設定し、資質向上を図ることで支援に必要とされるスキルを習得していく。
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●経営指導員等の支援能力向上の仕組み 

① 経営指導員研修会等の活用 
具体的支援スキルとしては、ヒアリングすること、分析すること、方向付け

をすること及び書面にまとめてスキルを習得するため、各種研修会や経営指導

員対象のＷＥＢ研修の受講さらにＯＪＴを通じスキルアップを図る。 

 

② 研修・専門家相談 
自分自身で体験しないと技術向上は見込めないことから、上述の専門家の 

窓口相談に同席することで自分なりに考え、どのような支援方法があるのかを

知ることができ研修や窓口相談に支援対象者と同席して共に考えるという経

験を積むことにより、感覚を身につけることでスキル向上を図る。 

 

③ 組織内情報共有 
経営相談情報として経営指導カルテに記録してきた現状を踏まえ職員間で

閲覧できるもののこれまで情報共有とまでに至らなかった。今後は月 1回の支

援会議開き情報共有を図る。情報内容については、経営状況の分析や事業計画

策定支援希望や支援内容等の詳細について経営指導カルテに記録し、支援能力

のスキルアップを目指す。 

 

④資格取得の推進 

高度化する小規模事業者支援に対応できる職員を育成するためには、職員の

資格取得も重要となることから、必要な資格取得を推進するため、大分県商工

会連合会が実施している補助制度を活用した勉強会への参加や、既取得者によ

る勉強方法等の研修を行う。 

 

●支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

  経営指導員が行った支援事例（ノウハウ・手法等）や小規模事業者の経営分

析結果、需要動向に関する情報等については、当該職員のみならず、他の職員

（経営指導員、経営支援員）が小規模事業者を支援する上で参考となる、極め

て有益な情報である。そこで商工会のホストコンピューターを活用し、支援事

例や分析結果、個々の需要動向情報などの項目ごとに体系化して蓄積し、当商

工会の本所・各支所から随時閲覧できるようデータベース化することで、小規

模事業者への事業計画策定支援や販路開拓支援等に利用できる環境を整備し、

より効果的・効率的な支援が可能な体制を構築する。 

 

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 

経営発達支援事業の取り組みを実効あるものとして展開していくため、ＰＤＣ 

Ａサイクルを回し、検証及び改善を図るとともに伴走型支援体制を構築する。 

①目標設定及びＩＴ活用による進捗管理等 

ア 理事会及び活性化委員会による目標設定及び進捗管理 

※正副会長、各部会長、青年部長、女性部長による「活性化委員会」の設置

 

イ 経営支援会議よる目標設定及び進捗管理 
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・経営指導員等で構成する経営支援会議の設置 

      ・巡回指導・窓口指導おける指導履歴や「経営分析・事業計画策定マニュ

アル」等の文書化と見直し 

・ＩＴ(県連業務支援システム)を活用した四半期ごとの進捗管理 

 

②外部評価委員会の設置 

   毎年度（年 1回）、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。 

 

ア 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 

 

イ 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。 

 

ウ 作成した自己評価書を経営支援会議、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。 

 

エ 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。 

 

オ 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。 

 

カ 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。 

 

キ 事業の成果・評価・見直しの結果については宇佐両院商工会のホームペー

ジ（http://ryoin.oita-shokokai.or.jp）にて計画期間中公表するととも
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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。 
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外部評価委員会 

（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 

（１）組織体制 

  ・宇佐両院商工会（実施体制図イメージ）         （Ｈ29 年 4 月予定） 

 

 

  

 

 
 学識経験者等構成 

                                 し大分県商工会連 

                                 会に設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

名称 住所 電話番号 

宇佐両院商工会本所 大分県宇佐市安心院町下毛２１１２番地 1 0978-44-0381 

院内支所 大分県宇佐市院内町大副５８３番地 0978-42-5107 

 

ＨＰアドレス http://ryoin.oita-shokokai.or.jp/ 

ＥＭアドレス info＠ryoin.oita-shokokai.or.JP 

 

会 長 

理事会 

監 事 

事務局 

経営支援会議 
経営指導員 
（３名） 

商
業
部
会 

工
業
部
会 

観
光
部
会 

青
年
部 

女
性
部 

地域力活性化委員会 

実績報告 

検証･改善アドバイス 
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（2）実施体制（経営支援会議の組織及び職員配置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織概要 

○安心院本所 

 事務局長   1 名 

 広域指導課長 1 名 

 経営指導員  1 名 

 経営支援員  1 名 

 記帳指導員  1 名 

 

 

○院内支所 

 経営指導員  1 名 

 経営支援員  1 名 

 事業普及員  1 名 

 

 

事務局長   1 人 

広域指導課長１人 

本 所 

 
経営指導員 １人 

経営支援員 １人 

記帳指導員 １人 

院内支所 

 
経営指導員 １人 

経営支援員 １人 

事業普及員 1人 
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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 

( 29 年 4 月 

以降)

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 500 1,000 1,000 1,000 1,000

 

 

 

 

 

 

小規模企業対策事業

費     

 経営状況等分析事

業 100 200 200 200 200

経営計画策定支援

事業 100 200 200 200 200

市場調査等情報収集・提供事

業 100 200 200 200 200

販路開拓等支援事

業 100 200 200 200 200

支援体制の整備事業 100 200 200 200 200

小 計    500   1,000   1,000    1,000    1,000

 

 

調 達 方 法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 
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（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

 

1．地域の経済動向調査に関すること（指針③） 

 （連携先：大分県商工会連合会・日本政策金融公庫） 

 ・地域経済動向調査・分析デ－タの収集と活用 

2. 経営状況の分析に関すること（指針①） 

   (連携先：大分県商工会連合会) 

 ・ヒアリングシ－トを活用した実態把握 

 ・高度な専門的支援を要する専門家派遣 

3. 事業計画策定支援に関すること（指針②） 

 （連携先：大分県商工会連合会） 

 ・高度な専門的支援を要する専門家派遣 

① 事業計画策定支援 
（連携先：大分県商工会連合会） 

・高度な専門的支援を要する専門家派遣 

② 経営革新計画策定支援 
（連携先：大分県商工会連合会） 

・高度な専門的支援を要する専門家派遣 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 

 （連携先：大分県商工会連合会・日本政策金融公庫） 

 ・高度な専門的支援を要する専門家派遣、事業資金融資に関する相談 

5.需要動向調査に関すること（指針③） 

 （連携先：大分県・宇佐市・大分県商工会連合会・㈱大銀経済経営研究所） 

 ・需要動向を踏まえた商品開発の課題抽出及び情報の提供 

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) 

 （連携先：大分県・宇佐市・全国商工会連合会） 

地域経済の活性化に資する取り組み 

① 地域経済活性化事業 
（連携先：大分県・宇佐市・宇佐市観光協会） 

 ・観光、食資源の活用による地域内資金循環の仕組みづくりの検討 

Ⅳ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援向上のための取り組み 

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 
（連携先：宇佐市・大分県商工会連合会・町内金融機関・日本政策金融公庫） 

・金融懇談会・広域指導課長会議 

2 経営指導員等の資質向上等に関すること 
（連携先：大分県・大分県商工会連合会） 

・研修会への参加による資質向上 
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連携者及びその役割 

大分県商工会連合会 会長 森竹治一 

（〒870-0026 大分県大分市金池町 3-1-64 中小企業会館 5階 ℡097-534-9507） 

・各種情報提供や専門家派遣や経営発達支援事業全般の効果的な実施を行う。 

・職員資質向上研修の実施 

 

全国商工会連合会 会長 石澤義文 

 （〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 ℡03-6268-0088） 

・景況調査等の実施による地域経済動向基礎デ－タの提供や各種補助事業等の情報提供。

・全国物産展の開催及びインタ－ネット販売サイトを利用して小規模事業者の販路拡大

を支援する。 

 

大分県（大分県北部振興局含む）：大分県知事 広瀬勝貞 

・需要動向調査について 

・新たな需要の開拓に寄与する事業について 

・地域経済活性化について 

  (〒879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺 235-1 ℡0978-32-1621) 

 

宇佐市：宇佐市長 是永修治 

・補助事業の実施 

・地域経済活性化及び祭り事業の連携 

・需要動向調査について 

・新たな需要の開拓に寄与する事業について 

（〒879-0492 大分県宇佐市大字上田 1030 番地 1 ℡0978-32-1111） 

 

宇佐市観光協会安心院支部：支部長 筌口 孝 

・地域経済活性化及び祭り事業の連携 

（〒872-0521 大分県宇佐市安心院町下毛 2074-1 ℡0978-34-4839） 

 

 

日本政策金融公庫：別府支店長 谷口昌次 

・融資等のあっせん業務 

・地域経済動向調査に関すること 

(〒874-0924 大分県別府市餅ケ浜町 9-1 ℡0977-25-1151) 

 

㈱大銀経済経営研究所：代表取締役 沓掛正幸 

・需要動向調査資料提供 

(〒870-0035 大分県大分市中央町 2丁目 9-23 ℡097-533-0039) 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇佐両院商工会 

伴走型支援

小規模事業者等 

大分県 

商工会連合会 

検証
伴走型支援体制の 

整備事業 

 

・情報共有 

・進捗管理 

・専門家派遣 

【経営発達支援事業】 

 

① 地域の経済動向調査 

② 経営状況の分析 

③ 事業計画策定支援 

④ 事業計画策定後の実施支援

⑤ 需要動向調査 

⑥ 新たな需要の開拓に寄与す

る事業 

⑦ 地域経済の活性化に資する

取り組み 

大分県 

⑤、⑥、⑦に関

すること 

宇佐市 

⑤、⑥、⑦に関す

ること 

日本政策金融公庫 

①、④に関すること 

㈱大銀経済経営研究所

⑤に関すること 

全国商工会連合会 

①、⑥に関すること 

宇佐市観光協会 

安心院支部 

⑦に関すること 
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