
経営発達支援計画の概要 

実施者名 豊後大野市商工会 （法人番号：8320005006647） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

１ 小規模事業者が抱える経営課題を解決し持続的発展を図るため、情報提供・事業計

画作成・販路拡大について伴走型支援を行い、小規模事業者の経営力の向上を実現

する。 

２ 商業・サービス業者においては、消費者に支持される魅力ある店舗づくりを図る。

３ 創業支援の強化や空き店舗対策により商店街の活性化を図る。 

４ 地域資源を活用した商品（特産品）の販路拡大を図り、豊後大野市ブランドの確立

を推進する。 

５ 市との連携による交流人口の拡大により、地域経済の活性化を図る。 

事業内容 

１ 地域の経済動向調査 

  地域経済の動向を調査・分析し、小規模事業者への情報提供及び事業計画策定

支援に活用する。 

２ 経営状況の分析 

  小規模事業者の財務内容を分析し、抱える経営課題等を抽出、課題解決に向け

た支援を行う。  

３ 事業計画の策定支援 

  小規模事業者の持続的発展を図るため、事業計画策定を支援する。 

  ①事業計画策定セミナーの開催 

②創業・第二創業計画策定支援：創業セミナーの開催 

  ③事業承継・後継者育成支援 

４ 事業計画策定後の実施支援 

  ・策定した事業計画の円滑な実施を支援する。 

５ 需要動向調査 

  小規模事業者の提供する商品等の需要動向の調査を行い、分析し情報提供する

とともに商品開発・販路拡大に向けた支援を行う。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業の実施 

  小規模事業者の新たな販売機会の提供による販路拡大支援 

 ①物産展・商談会等の開催情報提供・サポート 

 ②ＩＴを活用した販路拡大支援 

③商品・サービスＰＲカタログ作成 

 ④商工業展の開催による支援 

７ 地域経済の活性化事業 

 ①地域イベントの活用による地域商工業者の売上増・販路拡大支援 

 ②地域商業の活性化 

  商店街魅力アップ店舗指導事業の実施、商店街の活性化とリーダーの発掘・育

成、チャレンジショップ推進事業、商店街にぎわい創出事業 

 ③商工業展の開催 
８ 事業の円滑な実施に向けた支援力の向上 

連絡先 

住所：〒879-7131 大分県豊後大野市三重町市場５３９番地 

名称：豊後大野市商工会  E メール：info@bungo-ono.oita-shokokai.or.jp

電話番号 0974-22-1193   FAX 番号 0974-22-5759 
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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 

 

〈豊後大野市の概況〉 

豊後大野市は、旧大野郡の５町２村【三重町、緒方町、大野町、朝地町、犬飼町、清川村、千歳

村】が合併し、平成１７年３月３１日に誕生した。大分県南部に位置し、大分市の南側に隣接して

おり、市の中心部は三重町で、大分市から約３５ｋｍの場所にある。平成２４年（住民基本台帳）

の総人口は３８,８７６人（Ｈ12 比△4,495 人）、世帯数は１４,８８７世帯（Ｈ12 比△264）であ

る。 

本市の基幹産業は、第一次産業であり、温暖な気候と広大な農地を活かし、県内有数の食料基地

として、米、野菜、葉タバコ、肉用牛、しいたけなど多くの農産物が生産されている。 

市周囲には祖母・傾山、大峠山、鎧ケ岳などに囲まれ、山地、広陵、盆地が複雑に入り組んだ地

形は起伏に富み、風光明媚な景観を有している。平成２５年９月２４日には、原尻の滝やアーチ式

石橋群など貴重な地質地形遺産と、それらに影響されて生まれた歴史文化遺産を活用する「日本ジ

オパーク」（注１）に大分県で初めて認定され、市は豊かな自然と文化を活かしたやすらぎ交流都

市を目指した街づくりを推進している。 

注１）日本ジオパーク 

貴重な地質・地形から、地球やその土地の成り立ちを知ることができるエリアのこと。「保護」

を重視する世界遺産と違い、「活用」にも重きを置いているのが特徴。積極的に観光や経済活動、

教育に生かすことで、持続的な地域振興を目指すのが狙い。 

 

〈地域の現状と課題〉 

  豊後大野市商工会は、行政合併から遅れること３年、平成２０年４月１日に５町２村の旧商工会

が対等合併して三重本所と６カ所の支所を擁する県下最大規模の商工会として発足した。 

地区内における商工業者数は、平成１８年の１，６４６事業所に対し、平成２４年には１，５３

６事業所と１１０の事業所減となっている。中でも小規模事業者数に関しては、平成１８年の１，

３８７事業所に対し平成２４年には１，２８３事業所と１０３事業所の減となっており、減少した

事業所のほとんど（９３．６％）が小規模事業者である。 

こうしたことから、当商工会会員についても発足当初、会員数は１,０５０名であったが、合併

から７年を経過した今日、会員企業の後継者不足や高齢化等によって、会員数は減少傾向にある。

   

 （地区内商工業者数等の推移） 

指  標 H18（事業者統計） H21（経済センサス） H24（経済センサス）

商工業者数 1,646 1,651 1,536

小規模事業者数 1,387 1,371 1,283

 

 （業種別商工業者数：経済センサス） 

地 区 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 合計 

平成 21 年 231 114 36 512 182 336 240 1,651

平成 24 年 192 103 20 474 188 325 234 1,536

増減 △39 △11 △16 △38 6 △11 △6 △115
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（地区別会員数の推移） 

地 区 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

三重地区 487 479 465 466 454 445 452

緒方地区 115 110 109 102 101 97 94

大野地区 136 130 124 123 115 109 107

朝地地区 87 82 73 71 68 67 69

犬飼地区 98 93 88 87 85 84 84

清川地区 70 65 60 47 47 44 44

千歳地区 57 57 53 51 54 56 56

合計 1,050 1,016 972 947 924 902 906

組織率（％） 70.5 60.6 59.6 56.1 54.4 53.4 56.9

  

（商業） 

商業面においては、購買力の大分市等他地域への流出や市中心である三重町の大型小売店へ消費

集中化が顕著となる中で、豊後大野市内においても市中心部と周辺部との格差が増大し、小規模事

業者で構成される商店街や地域の商業集積地の衰退が進行している状況にある。地域内の商店数は

減少し、空き店舗は増加している。 

こうしたことから、商店街対策として現状把握をするため、商工会は平成２３年度に市の協力を

得て「市内商店街及び商業集積地等活性化計画策定のための事前調査事業」を行った。事業アンケ

ート調査では、「今後魅力的な商業集積地に必要なもの」として、<空き店舗対策>は３７.７％でト

ップとなっており、２番目に回答の多かった<個店の魅力アップの推進>の３４.０％とともに今後

取り組んでいかなければならない喫緊の課題である。 

 

（工業） 

  本地域においては特筆すべき地場産業はないが、一部進出企業と地元中小・小規模企業を中心と

した建設・製造業が地域第二次産業の主体をなしている。製造品出荷額について 2006年にピーク
の 437億円となった後は、2010年には 279億円と、ピークから３割以上落ち込みました。その後
は増加に転じ、2013年の製造品等出荷額は 297億円にまで回復していますが、近年では、事業所
数、従業員数とも減少傾向にある。 

  市の基幹産業である農業産品を活用した食品加工業者が市内に４０社ほどあるが、豊後大野市の

特産品としての確立による、販路拡大やブランド化に課題がある。 

 

（観光） 

 観光面では、祖母傾国定公園、神角寺芹川県立公園によって囲まれた有形・無形の地域資源に恵

まれた豊かな自然・文化資源によって、多くの観光客が訪れている。平成１７年では年間２８６万

人の入込客数があるが、宿泊客数は２９，８５５人と少なく、日帰り客がほとんどを占めている。

また、一人あたりの観光消費額は県平均４，８３４円に対して豊後大野市は５６７円と県下で最も

低い額となっており、地域資源を活用し地域経済にも波及効果がある取組みを行うことが課題とな

っている。（出典：大分県観光動態調査）こうしたことから、市では、近年日本ジオパークに認定

されたことによる、交流人口の拡大等を推進するため、大分市と東京都に市情報発信施設（アンテ



- 3 - 
 

ナショップ）の設置をおこない、特産品等の販路拡大にも力を入れている。当商工会としても、市

と一体となった農産加工、特産品づくりの気運を盛り上げ、新たなモノづくり事業者の創出や魅力

ある豊後大野産品、特産品として豊後大野市ブランドの確立を推進し、地域産業の活性化と地域社

会の発展を目指す必要がある。 

 

〈中長期的な振興のあり方〉 

域内の人口減少や高齢化や購買力流出等が進み、地域小規模事業者にとって厳しい経営環境が続く

中で、現状の経営課題を抱えたままの経営では、市場ニーズから見放され、小規模事業者の経営力は

ますます弱まることとなり、地域経済も衰退の一途をたどることは明らかである。 

そこで、中長期的な視野に立ち、地域の小規模事業者が今後、経済社会情勢や経営環境の変化に対

応して、収益率の改善や売上増を実現させ、地域において持続的に発展することを目指す。 

そのためには、豊後大野市や域内外関係諸機関との連携を強化し、新たに経営発達支援計画に基づ

いた伴走型支援を強力に推進していく。具体的には、それぞれの小規模事業者が抱える経営課題を明

確にして課題の解決に取組むとともに、需要拡大、商品開発、新分野進出等に対するきめ細かな支援

を行い、経営力の向上に寄与していく。 

上記を踏まえた、当商工会の経営発達支援事業の目標を下記の通りとする。 

 

〈事業の目標〉 

１ 小規模事業者が抱える経営課題を解決し持続的発展を図るため、情報提供・事業計画作成・販路

拡大等について伴走型の支援をおこない、小規模事業者の経営力の向上を実現する。 

２ 商業・サービス業者においては、消費者に支持される魅力ある店舗づくりを図る。 

３ 創業支援の強化や空き店舗対策により商店街の活性化を図る。 

４ 地域資源を活用した商品（特産品）の販路拡大を図り、豊後大野市ブランドの確立を推進する。

５ 市と連携して交流人口の拡大を図り、地域経済の活性化を推進する。 

 

〈支援の方針〉 

当商工会では、小規模事業者に組織的かつ計画的に伴走型支援ができる支援体制を構築し、下記の

支援方針により経営発達支援事業に取り組む。 

１ 地域経済の浮揚のためには、小規模事業者の持続的発展が重要であるという考えのもと、市や関

係機関と連携を密にし、小規模事業者への伴走型の支援を強化し、経営分析や事業計画策定からフ

ォローアップまで継続的な支援を行う。 

２ 地域の厳しい経営環境下にある商業・サービス業においては、経営分析により経営課題を明確に

させ、判明した経営課題解決に向けた取組みを促し、それぞれの事業所が持つ経営資源を活かした

取組み・事業計画策定を支援することにより、消費者に支持される魅力ある店舗づくりを実現する。

３ 創業支援については、疲弊が進む商店街の復興のためにも重要な支援となることから、地域内で

の起業者の掘り起しを行い、ビジネスプランの策定や創業補助金申請や開業資金借入等を支援する

ことにより、開業後の安定した経営を促進するとともに、商店街の空き店舗対策等にも取り組み地

域商業全体の活性化を目指す。 

４ 市の総合戦略の「ブランド化、販路拡大による雇用創出」を踏まえ、地域の資源を生かした新た

なビジネスの創出や特産品開発を支援し、販路拡大につながるような機会を積極的に提供するとと

もに、域外への情報発信をおこない、地場産品の豊後大野市ブランドを確立させる。 

５ 観光事業については、市が進める「交流人口の拡大による雇用創出」に関連した事業に協力、連

携して取り組むとともに、豊後大野市ブランドとして、地域の知名度を上げるため、加工業者をは

じめとした事業所における商品開発等を支援する。 



- 4 - 
 

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～平成３４年３月３１日（５年間） 

 

Ⅱ 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】 

小規模事業者が持続的に経営発展するためには、地域の経済動向を把握しておく必要がある

ことから、当商工会において地域の経済動向を収集、データを分析して小規模事業者に提供す

るとともに、経営分析や事業計画の策定・支援に活用する。 

 

 〈現状の課題と今後の取組み〉 

   小規模事業者が独自で地域の経済動向を把握することには限界がある。当商工会としては、

これまで、地域内の経済動向については、大分県商工会連合会や金融機関等の調査結果を、小

規模事業者へ情報提供するにとどまっていたのが現状である。 

こうしたことから、今後、地域の経済動向について定期的に収集・分析・提供するとともに、

把握した地域経済動向を小規模事業者の持続的発展のための事業計画策定等に活用する。 

 

〈事業内容〉 

（１）目 的 

    地域内の経済動向を把握することにより、小規模事業の置かれている経営環境を明確にし、

経営の有益情報として活用してもらうとともに、経営指導員による経営相談さらには経営分

析や事業計画の策定に活用する。 

 

 （２）手 段 

 ア 大分県・豊後大野市・全国商工会連合会・大分県商工会連合会・大分県産業創造機構などと

連携して県内外の情報収集をはかるとともに、大分銀行経済研究所が四半期ごとに実施する

県内企業の景況意識調査、政府統計ポータルサイトや日経テレコンなどにより地域を絞り込

んだ情報等を広く収集する。 

 イ 地域景気動向を業種別に調査・収集する。 

①地域内小規模事業者に対し毎年四半期ごとに「景況調査」を経営指導員が下記の内容でヒ

アリング調査を行う。 

調査対象企業数：製造業３社、建設業２社、小売業４社、サービス業６社の１５企業 

調査内容   ：販売額（生産額）、採算、資金繰り、前期比較、来期見込み等 

   ②商工会で行う記帳機械化事業における事業所（１０５件）の決算データを活用して、業種

別に売上額・利益額・前期比較等の分析を行う。 

 

（３）活 用 

 ア 豊後大野市商工会報（あさひ）において、上記手段で入手・分析した結果を地域景気情報

として掲載、また商工会ホームページにおいても掲載して、小規模事業者に広く提供する。

  イ 経営指導員の経営相談時に小規模事業者に情報提供し指導に活用するとともに、経営分析

や事業計画策定支援の基礎資料とする。 

 

（４）効 果 

   地域に密着した経営を行う小規模事業者にとって、地域の経営環境を把握することは、非常
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に重要な情報となることから、地域の経済動向を調査・分析して情報提供することにより、小

規模事業者が経営方針の立案や経営課題を明確にするための経営分析に活用でき、地域経済の

動向に即した、精度の高い事業計画の策定が可能となる。 

 

（目 標） 

 指  標 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

会報・ＨＰでの 

情報提供回数 
 ０  ４    ４   ４  ４   ４ 

巡回による情報提

供件数 
０ ７０ ８４ ９１ ９８ １０５ 

 

 

 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

   小規模事業者の経営理念や販売する商品や提供するサービスの内容、保有する技術力や、従

業員などの経営資源、主な販売先、購買動向などについてヒアリングを行う。ヒアリングで得

た情報と財務内容を基に経営分析を行い、強みや弱み、経営課題を明確にして小規模事業者が

抱える課題解決に向けた支援につなげる。 

 

〈支援対象事業所の選定について〉 

（１）対象とする小規模事業者の抽出 

ア 金融指導、税務指導など経営改善普及事業の窓口相談において説明、啓発を行い、支援希

望の企業を抽出する。 

イ 経営革新認定・小規模事業者持続化補助金などの国の施策を活用する小規模事業者や日本

政策金融公庫の融資制度を活用して設備投資、事業承継を目指す企業を中心に抽出する。 

ウ 商工会で行う記帳機械化事業における事業所（１０５件）の決算データから売上、利益率

等の変化から分析を必要とする事業所を抽出する。 

エ 各支所の経営指導員が日々の巡回等において把握する小規模事業者から、支援を必要とす

る対象企業候補先（持続的経営、成長発展が期待できる企業等）を抽出する。 

 

（２）事業の周知・広報 

上記（１）で抽出できないことが想定される会員以外の小規模事業者や分析を希望する小

規模事業者の対応として、当商工会が実施する支援や小規模事業者が持続的発展するための

経営分析・事業計画策定等の必要性について、豊後大野市と連携を図り、市報・ケーブルテ

レビでの周知や商工会報・商工会ホームページにて掲載し、広く小規模事業者への周知する。

 

（３）実施企業の選定 

抽出した支援対象小規模事業者について、経営指導員をメンバーとする経営支援会議で実施

企業を選定する。 

選定にあたっては、「ヒアリングシート」による小規模事業者の意欲、３年・５年後の目標の

有無、財務分析による改善の可能性、事業への協力度などを判断基準とする。 

 

〈経営分析について〉 

（１）分析方法 

大分県商工会連合会作成の「経営発達支援事業者ヒアリングシート」等を用いて小規模事業
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者の経営理念・問題点・課題等を事前にヒアリングした後、「ＳＷＯＴ分析」、「経営状況分析報

告書（３期分財務比較表）」による３期分の比較分析をし、業種別審査辞典の同業種情報やＪＲ

Ｓの企業情報も参考にし、経営状況を把握する。 

【調査項目】 

  会社概要：企業理念、資本金、従業員数、業種、売上高、利益額 

  財務状況：過去３期分の財務内容、借入金（取引記入機関）等 

    商品（サービス・技術）概要：価格、特徴（強み、弱み） 

    その他：立地、取引先、競合先、課題等 

  【分析項目】 

    企業（商品・サービス）の「強み」「弱み」「機会」「脅威」 

    企業体質：収益性、安全性、資金繰り等 

 

（２）分析による課題の把握 

ア ＳＷＯＴ分析や財務分析による経営分析結果を基に、当該企業の課題及び今後の方向性を

経営支援会議で検討する。 

イ 経営分析結果はレーダーチャートなどグラフの活用によりわかりやすくまとめ、「分析総

合評価書」として事業者に説明を行う。 

 

（３）活用方法 

ア 分析結果及び分析により判明した経営課題については、事業者に説明し今後の経営方針・

対応策等について十分協議を行うとともに、課題解決に向けた支援を行う。 

  イ 専門的な課題に対しては、大分県商工会連合会の専門家派遣やミラサポ等による専門家派

   遣などを活用して支援を行う。 

 

（４）効果 

  経営分析結果を事業者にわかりやすくフィードバックすることにより、小規模事業者が自社

の強みや弱み、経営課題を明確に理解でき、課題解決に向けた事業改善や売上向上を図るため

の販路拡大等の新たな事業の取組みにつながるとともに、事業計画の作成に有効活用できる。

また、経営分析で判明した課題については、経営指導員が伴走型支援により課題解決の継続的

な指導・フォローを実施し、小規模事業者の経営力の向上を図る。 

 

（目 標） 

 指   標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

巡回訪問件数 ―   1,470    1,470    1,470   1,470   1,470

経営分析企業件数 2    21     28     28 28 28

※ 巡回訪問件数は、経営指導員一人当たり 210 件 

 経営分析企業件数は、経営指導員一人当たり初年度 3件、以降 4件 

 

 

 

３ 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）事業計画の策定支援 

地域内の小規模事業者にあって、有効な経営指針となる事業計画を有する者は極めて少数で

あり、金融機関等からの融資や補助金の申請の必要に迫られて策定した結果、事業所の実情や
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将来像、市場ニーズからは著しく乖離した実現性の乏しい計画も散見される。 

したがって事業者が自らの意思に基づいて作成し、経営の拠り所となる本来の事業計画の策

定を支援する。地域経済動向調査や個別の経営分析の結果に、後述する需要動向調査の成果を

加味して、個々の事業所の経営方針や強み、市場・消費者のニーズを反映し、個社毎に最適化

された事業計画を策定し、個々の経営課題の解消や事業の持続的発展を支援する。 

 

〈支援対象〉 

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。 

  ウ 事業計画策定の端緒として、事業計画策定セミナーを開催し、計画策定の意義や効果に

ついて説明し、実施者を募る。セミナー開催後にも、経営指導員が受講者を巡回し、継続し

て啓蒙することで、経営計画策定の実施につなげる。 

 

〈実施方法〉 

 ア 経営分析を行わなかった事業所にあって、事業計画の策定を必要とする事業所については、

事業計画策定の前提として必ず経営分析を行い、当該事業所の財務状況や強み弱み等を把握

したうえで事業計画の策定を支援する。 

イ 事業計画策定にあたっては、地域経済動向調査や需要動向調査で得られた成果を、個々の

事業形態・分野、将来的な経営方針を踏まえて適宜計画に反映し、計画の実現性や成功の可

能性を高める。計画は、販売額や販売量、取引先数等、個社別に最適な評価項目を定め、マ

イルストーン毎に定量的な目標値を設置して、客観的に評価可能な内容とする。 

ウ 小規模事業者にとって事業計画策定は、事業の維持・拡大、売上の向上等を図る上で必要

不可欠なものであることから、当商工会としても最重要な支援と位置づけ、計画策定にあた

っては、経営指導員個人の支援にとどまらず、経営支援会議で内容を十分に協議し、成案と

していく。 

エ 計画策定の支援にあたっては、大分県商工会連合会作成の「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」を活用するとともに、必要に応じて大分県商工会連合会

と連携し、広域担当経営指導員、専門家による指導・助言を仰ぐ。 

 

（目 標） 

 指   標 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ー 

開催回数 
1   1    1   1   1   1

事業計画策定件数  ―    14     21    21 21 21

※事業計画策定件数は、経営指導員一人当たり 29 年度２件、以降３件 

 

（２）創業・第二創業支援【指針②】 

   現行の地域内における創業支援件数は、年間２件程度にとどまる。地域経済の縮小に伴い、

事業機会を求める既存事業所、新規創業者の大分市や県外都市部への流出は後を絶たない。事
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業所の数が地域経済の活力の源泉であり、地元において新たな事業の担い手を育成し、定着さ

せることは、地域支援団体としての大きな責務である。 

豊後大野市が「産業競争力強化法」の認定を受け、創業支援計画に基づく創業支援を実施して

いることから、当商工会においても、市と連携して、豊後大野市内で起業を目指す者の掘り起し

を行い、円滑な創業を支援する。相談窓口の開設や創業セミナー等の開催により、構想段階に

あるアイデアの整理や具体的な事業・資金計画の作成、開業の手続きや経営・記帳などについ

て支援する。創業にあたっては、創業補助金の活用や金融機関における資金調達等の支援も行

う。 

 

〈支援対象及び実施方法〉 

ア 創業希望者の掘り起し 

当商工会及び豊後大野市に創業相談窓口を設置し、対応を行う。窓口の設置にあたっては、

豊後大野市と連携して市報、ケーブルテレビ、当商工会発行の商工会報、ホームページで、創

業支援に関する事業内容を広報し、創業希望者を掘り起こす。 

イ 創業支援セミナーの開催 

   豊後大野市・おおいたスタートアップセンターと連携し、創業後継続発展できるような経営

についての創業支援セミナーを開催する。セミナーの中では、創業補助金や創業融資制度等に

ついての情報提供も行う。 

ウ 創業・第二創業の支援 

創業希望者や地域内の事業者及び後継者が新たな事業展開に取り組み、高度な専門性が求め

られるケースにあっては、豊後大野市や大分県商工会連合会と連携し支援するとともに、専門

家のアドバイスを受け創業支援を行う。 

 

（目 標） 

 指   標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

創業支援セミナー 

開催回数 
1   1    1   1   1   1

創業計画策定数  2    3  3   4 4 5

 

（３）事業承継・後継者育成支援【指針②】 

現在の小規模事業者の最大の課題である後継者の不在・不足に対応するため、事業承継支援事

業を実施する。事業承継支援事業は大分県商工会連合会と連携して実施し、事業の広報と巡回指

導を通じて対象企業を抽出する。 

Ｍ＆Ａや第三者への譲渡など専門的な支援が必要な場合、大分県商工会連合会と連携するとと

 もに、大分県事業引継ぎ支援センター（注）を活用して専門支援にあたり、中長期的な事業展開

について継続的に支援していく。 

（注）大分県事業引継ぎ支援センター 

後継者不在などで事業の存続に悩みを抱える中小企業の方や、これら経営資源を引き継ぐ意欲

のある中小企業・小規模事業者等に対して、事業引継ぎの専門家が、事業引継ぎに係る課題の解

決に向けた適切な助言、情報提供及びマッチング支援等を実施する。 

 

〈支援対象及び実施方法〉 

ア 事業承継支援者の掘り起こしと事業承継計画の策定支援 

  経営指導員の巡回により事業承継に課題を抱える事業者の掘り起しを行い、経営支援会議
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において、事業所の現状と課題を分析するとともに、小規模事業者への支援方法などを協議

し、事業承継の支援を行っていく。 

イ 円滑な事業承継を行うために必要な「事業承継計画書」等の作成について支援・指導を行

う。計画書作成については、定期的に開催する経営支援会議等により、効果的な支援方法を

協議し、複数の経営指導員による作成等の支援を行う。 

ウ 事業承継計画策定において、専門家等の助言が必要な場合は、大分県商工会連合会との連

携や事業引継ぎ支援センターを活用する。 

 

（目 標） 

 指   標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業承継ヒアリング 

企業数 
―   7    14   14   14   14

事業承継計画策定数 ―    1     2    2 2 2

 

 

 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定後の実施支援 

策定した事業計画の円滑な実施を支援するため、担当経営指導員が計画策定後３年間は年

四半期に１回以上（以降は随時）、事業計画を策定した全ての小規模事業者を訪問して、ＰＤ

ＣＡによる進捗管理を行うとともに、必要な情報提供やアドバイスを行う。また、事業の遂

行について多角的な検討によって的確なアドバイス等行うため、経営指導員の複数体制（チ

ーム）による支援を適宜行う。チームによる支援により、経営指導員間の情報共有や資質向

上にもつなげる。 

 

ア 経営指導員による経営支援会議を毎月開催し、策定した小規模事業者の事業計画の進捗状

況や課題について情報共有する。 

イ 事業計画の実行段階において、課題の発生や計画の見直し等が判明した場合は、複数の経

営指導員がその都度協力し、課題解決等に向けた最適解を協議しながら、事業の進捗状況に

応じた伴走型の支援を行う。 

ウ 事業計画の実施について専門的支援が必要な場合は、大分県商工会連合会と連携して専門

家による指導・助言を行う。 

エ 事業計画策定後は、国・大分県・豊後大野市・全国商工会連合会などが行う各種支援施策

の広報や案内をタイムリーに提供し、事業遂行の一助として活用支援する。 

 

（目 標） 

指   標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

策定後の支援回数 

（フォローアップ） 
― 56 140 224 252 252

※事業計画策定件数×４回/年（３年間の継続支援で試算） 

 

（２）創業・第二創業者に対する実施支援【指針②】 

  先に策定した創業計画の進捗業況について、開業（予定含む）した全ての創業者に対し経営指

導員が四半期に１回以上巡回訪問し、進捗状況を確認した上で、必要な指導を行う。課題等が発
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生した場合は、適宜経営支援会議で対応を協議し、課題解決に向けた支援を行う。また、専門的

な指導が必要な場合は、大分県商工会連合会と連携し専門家を派遣し指導・助言を行う。 

 

（目 標） 

指   標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

創業・第二創業者へ

の支援回数 

（フォローアップ） 

― 12  24 40 44 52

※創業者数×４回/年（３年間の継続支援で試算） 

 

（３）事業承継の実施フォロー支援【指針②】 

先に策定した事業承継計画の進捗業況について、計画策定した全ての事業者に対し経営指導員

が四半期に１回以上巡回訪問し、進捗状況を確認した上で、必要な指導を行う。課題等が発生し

た場合は、適宜経営支援会議で対応を協議し、課題解決に向けた支援を行う。また、専門的な指

導が必要な場合は、大分県商工会連合会と連携し専門家を派遣し指導・助言を行う。 

 

（目 標） 

指   標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業承継者への支援

回数 

（フォローアップ） 

―    4  12  20 24 24

※事業承継計画策定数×４回/年（３年間の継続支援で試算） 

 

 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

〈現状と課題〉 

  地域の小規模事業者は提供する商品やサービスに関する需要動向の情報を持たない事業者が

多く、長年経験や勘で商品等の提供を続けてきている。また、商工会においても、これまで需

要の動向について調査・分析の必要性を認識しながらも、小規模事業者の補助金申請や借入等

における支援時に収集するなど限られたものであった。 

 今後は、小規模事業者が経営力を強化し持続的発展するために必要な需要動向の情報をあら

ゆる機会を通じて収集・分析し、情報提供する。 

特に、地域の資源を生かした新たなビジネス創出や特産品開発支援に対応するため、これま

で商工会として取り組みが遅れていた、農業関連事業への支援による６次産業化や農商工連携

を推進する。この取組みを実施するためには、農業資源を活用した加工業者等の関連商品の需

要動向について調査・分析し関連事業所に情報提供することが必要になる。そして、既存商品

のブラッシュアップや商品開発等を支援し、新たな需要拡大につなげていく。 

 

〈事業の内容〉 

 （１）特産品等に関する需要動向調査の実施 

(目 的)   

地域資源を活用した特産品等の需要動向を把握するため、域外消費者等に対するニーズ調

査を実施する。調査により、域内の小規模事業者が製造する土産品・加工食品等に関する消
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費者ニーズや商品の課題等を明確し、需要動向を捉えた事業計画の策定や販路拡大に向けた

既存商品の改良や新商品の開発に活用する。 

ア 消費者ニーズ調査  

①実施方法 

本市に５か所ある道の駅において、土産品・加工食品等に関する消費者ニーズ調査を

実施する。調査に関しては、外部機関に委託し実施する。 

市内道の駅では、地域住民のみならず域外消費者を多く集客している。新たな販路開

拓に向けては、域内に留まらず全国区で市場を捉える必要があり、市内では数少ない域

外消費者の意見が収集できる場として活用する。また市内加工業者等の商品も数多く販

売していることから、実際の商品を元に具体的な情報を得ることができる。 

②アンケート内容 

性別、年齢、来場目的、購入品・価格帯、購入理由等 

   ③調査結果の活用 

上記で実施した調査結果は、素材（農業資源）・商品カテゴリー毎に価格帯や購入理

由等について分析・整理し、小規模事業者が商品（メニュー）開発・改良等行う上で有

益な情報として、域内食品加工業者や飲食業者等の小規模事業者へ提供する。 

イ 販売動向ヒアリング調査 

①実施方法 

市内５カ所の道の駅を対象に、市内土産品・食品製造業者の各商品の販売状況や類似

品の売れ筋情報等、販売員が把握している消費者の商品への意見等について、経営指導

員が個別に聞き取り調査を行う。前述のニーズ調査は消費者を対象としており、調査の

実施時期や対象者の抽出において網羅性を欠く恐れがあるため、常時店頭に立ち、多様

な消費者に接する販売員から聞き取りを行うことで、これを補完する。 

②ヒアリング内容 

市内土産品・食品製造業者の商品の販売状況（売行きの好不調とその理由） 

類似商品の販売状況と売れ筋商品に係る好調の理由 

販売担当者の市内加工業者等の商品に対する現状の評価や改善に向けた意見等 

 

     ③調査結果の活用 

実施した調査結果は、小規模事業者が提供する個別商品の評価、売行きの好不調に係

る要因や類似品との販売実績（額）の比較、売上増に向けた改善策等にとりまとめ、該

当の事業者へ提供する。 

 

  （効 果） 

    上記調査を実施し、小規模事業者に提供することにより、需要動向を踏まえた事業計画の

策定及び事業実施が可能となる。特に新商品（メニュー等）の開発や改良等の段階において

は、食材選定やパッケージ、価格設定さらにはＰＲ方法等について、需要動向・消費者のニ

ーズ等を反映した商品試作・開発が可能となることから、需要を捉えた商品として提供でき、

販路開拓につながる。 

 

（２） 需要動向の情報収集 

 （目 的） 

   本会が実施する需要動向調査とは別に、様々な専門機関等が実施する需要動向に関する

情報を収集し分析、個社のニーズに合った情報として提供することにより、小規模事業者

の新商品・新サービスの開発等に活用する。 

①情報収集方法・内容 
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 需要動向の情報については、インターネットをはじめ、新聞、雑誌等の下記の情報等か

ら収集する。 

a「家計消費状況調査」や「消費者動向調査」などの行政が行う調査情報 

   ・一世帯当たりの支出状況、購入頻度（家計消費状況調査） 

   ・消費生活での意識や動向（消費者動向調査） 

ｂ日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳの地域情報が入った情報 

   ・売れ筋商品、購買頻度、商品別ランキング 

ｃ日経流通・産業新聞、業界誌、専門誌等の売れ筋商品等の情報 

   ・売れ筋商品等のトレンドなどの消費・業界動向 

ｄ講習会や専門指導依頼時における専門家から提供される需要情報 

   ・個別商品・サービスの評価・助言及び類似商品等の情報 

ｅ大分県産業創造機構など他支援機関との連携により得られた需要に関する情報 

   ②情報の活用 

収集した情報データ等は、業種ごとに整理・分類した上で、事業計画策定事業所等に

適宜提供するとともに、すべての経営指導員が常時参照・提供が可能な環境を整備する。

経営指導員の携帯するタブレット端末に保管し、巡回・窓口指導の際に販路開拓等に寄

与する情報として小規模事業者に提供する。 

   ③効 果 

     小規模事業者が提供する商品やサービス等に関する需要動向を収集・分析し、タイムリ

ーに提供することにより、事業計画策定支援、販路開拓支援等において的確な情報提供と

指導が可能となる。製造業（加工業）等では、商工会で分析した需要動向を活用すること

で、既存商品のブラッシュアップや新商品開発、新たな事業進出等の実現可能性が高まる。

また商業・サービス業等では、消費者ニーズやトレンド等の把握により、商品構成や店舗

レイアウトの改善、新サービスの開発や提供方法の見直しが進み、魅力ある店舗づくりが

可能となる。 

 

（目 標） 

 指  標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

消費ニーズ調査件数 ― 300 300 300 300 300

販売動向ヒアリング

調査件数 
― 5 5 5 5 5

情報提供する小規模

事業者数 
―   30    40   50   50   50

 
 
 
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】 

〈現況と課題〉 

現況当商工会において行う、小規模事業者が製造販売する商品等の販路拡大支援については、

これまで単なる商談会開催等の広報に止まり、積極的な出展支援は行ってこなかったのが実状で

した。 

  小規模事業者の販路拡大のため今後は、関係機関等が開催する物産展・商談会等の情報収集に

努め、小規模事業者が提供する商品等にマッチした販路拡大の機会を提供していく必要がある。

また、商談会や物産展等の出展によって判明した市場ニーズや商品の課題に対応するため、専門
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家等を派遣するなどし新商品開発やブラッシュアップ等を支援する。 

 

〈事業内容〉 

（１）目的 

 小規模事業者や売上の伸び悩みを抱えていながら、提供する商品等の課題が把握できず、市場

拡大の取組みができていない小規模事業者に対して、新たな商談の機会等を提供するとともに、

出展に当たっては、事前にプレゼン手法等について指導を行い新たな取引先の獲得につなげる。

  ◆商品開発（特産品開発）の必要性とブランド化 

豊後大野市の基幹産業は農業であり、特徴ある農産物が多数生産されている。それに伴って

農産物を利用した加工業者も多く４０を超える事業所がある。これらの事業所は、それぞれ独

自のアイデアで特産品を造り、直販及び道の駅等で販売をしているが、事業所同士の横のつな

がりがなく、消費者の認知度の低い商品、同一・類似の商品が多く、売上げも伸び悩んでいる。

  豊後大野市においては、前述の「日本ジオパーク」に係る取組みとして、交流人口の増加を

図るため、大分市内や首都圏に情報発信するためのアンテナショップを設置し、特産品等のＰ

Ｒを行っている。こうしたことから、当商工会としても豊後大野市と連携し、地域の農産物等

を使った売れるモノづくりやブランディング等の支援を行うとともに、農商工連携、６次産業

化を推進する。また、市内加工業者との懇談会を実施することによって加工業者間の連携を促

し、地域資源の活用に向けた協議や、特産品開発に係る加工技術の向上と委託加工やＯＥＭ等

の連携を推進するための情報交換をおこない、現特産品のブラッシュアップ、新商品開発、販

売拡大を支援し、豊後大野市ブランドの確立を目指す。 

特産品開発に当たっては、加工技術等において専門的な知識を必要とすることから、地域 

資源を活用した魅力ある商品づくりを支援するため、大分県商工会連合会とも連携し、専門 

家による特産品のブラッシュアップ、特産品開発などの支援を強化していく。 

 

 （２）需要開拓の手段 

   ア 物産展・商談会等の開催情報提供・サポート 

大分県主催の商談会や全国商工会連合会が実施する全国物産展等開催等情報を提供し、

出展には経営指導員が同行するなどしてサポートする。また商談会においては、展示方

法や商品紹介資料作成、取引成立に向けた商品プレゼン手法等を事前指導し商談成立に

向けた支援を行う。 

 ・大分県産品求評・商談会【大分市】 

大分県と大分県産業創造機構が県産品の販路拡大とレベルアップを図る目的で開

催し、県内外の大手量販店等のバイヤーを招いて実施するもの（出品品目：加工

食品） 

・ニッポン全国物産展【東京・池袋】 

  全国商工会連合会が開催する消費者に直接商品をＰＲ・販売する機会を提供し、

  首都圏消費者の商品に対する評価が得られる（出展品目：加工食品、工芸品等）

・アンテナショップ「むらからまちから館」【東京・有楽町】 

  全国商工会連合会が運営する加工食品を販売できるアンテナショップ 

・アグリフードEXPO【大阪】 

  国産農産物（水産物を除く）を主原料とする主として扱う食品製造業者等を対象

に、流通業者等を招いての商談会（出展品目：農産物、加工品） 

・おおいたものづくり王国総合展【大分・別府市】 

  大分県産業創造機構と大分県が主催する県内の企業が持つ技術・製品を国内外の

関連企業等や県民にアピールする展示会（出展品目：工業製品、加工品） 

   イ ＩＴを活用した販路拡大支援 
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小規模事業者が独自のＨＰで商品ＰＲ・販売を行っても、アクセスしてもらえる機会は

非常に少ないことから、全国で運営するサイト等を利用した販売等を支援する。 

①全国商工会連合会運営の「ニッポンセレクト.com」への出品支援を行い、商品のＰＲ

と販路拡大を図る。 

②全国商工会連合会が提供する簡易ホームページ作成ツール“ＳＨＩＦＴ”を活用し事

業所及び商品等が周知できるの簡易ホームページを開設し、特産品のＰＲやネット販

売による販路拡大支援を行う。 

   ウ 商品・サービスＰＲカタログ（店舗マップ）の作成による支援 

     小規模事業者の提供する商品・サービスについては、独自でＰＲするには限界があるこ

とから、当商工会において域内小規模事業者の商品やサービス毎のＰＲカタログ（店舗マ

ップ）を作成し、特産品をはじめとした商品等を広くＰＲできるよう企画製作し、市内公

共施設、道の駅等で配布することにより、域内はもちろん域外消費者にも認知を図り、新

たな需要の開拓を支援する。 

     また、作成したカタログについては、当商工会ＨＰにも掲載しネット上で公開し広くＰ

Ｒし集客を支援する。 

  エ 商工業展における商品ＰＲ                                                        

後述Ⅲ（地域経済の活性化に資する取組みの）－３に記載している商工業展において域

内商工業者の企業の紹介・商品展示する機会を提供し、企業・商品の宣伝、認知拡大を

支援するとともに、消費者の意見を把握し改善等につなげる。 

 

 （３）効果 

   商談会や商品紹介する機会を提供、サポートすることで、販路拡大の実現性が高まるととも

に、小規模事業者が把握できた市場ニーズに対応するための新商品等の開発、新規事業に取り

組み意欲・実効性を高め、売上の増加につなげる。 

 

（目 標） 

指    標 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

物産展・商談会の出展 

事業所数 
 ―    3  5   7   8  10

ＩＴ活用支援事業所数 ― 5 10 15 20 20

商品・サービス紹介 

事業所数 
― ― 70 80 90 100

 

 

 

Ⅲ 地域経済の活性化に資する取組 

 豊後大野市、ぶんご大野里の旅公社（注２）と商工会の三者で地域活経済性化を検討する協議

会を開催、それぞれの事業・今後の取組みの情報共有や実施の連携を強化する。特に豊後大野市

においては、「交流人口の拡大による雇用の創出」を総合戦略に掲げていることから、交流人口の

拡大をはじめとした、今後の豊後大野市地域経済の活性化を目指した方針や取組みを検討する。

検討した内容等については、下記の当商工会事業や新たな事業に反映・実行する。 

 注２） ぶんご大野里の旅公社 

  旧豊後大野市観光協会を平成２６年１１月に一般社団法人として設立。豊後大野市の交流人

口拡大のための観光情報の発信や体験型観光などの事業を中心に実施している。 
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１ 地域イベントの活用事業 

   豊後大野市は７つの市町村が合併しており、旧市町村に以前から実施されていた各地域の伝

統芸能やイベントの多くが現在も実施されている。しかしながら、これらの多くは、市や観光

協会といった公共団体主体で実施されてきたが、観光協会がぶんご大野里の旅公社に移行され

たことなどもあり、各イベントにおける実行委員会主体の実施となったことから、商工会の役

割・負担もこれまで以上に大きくなってきているのが現状である。 

 

  【各支所毎の振興事業の実施概要】 

   三重・・花火大会、真名野長者祭り、らいでん祭り、夜市 

   緒方・・おがたチューリップフェスタ、小松明火祭り、五千石祭、三社川越祭り 

    大野・・えぼし岳ぼたん桜祭り、師田原湖面火祭り、どんど焼き、夜市 

  朝地・・もみじ祭り、朝地夜市、夏まつり、朝地神楽祭 

    犬飼・・犬飼どんこ釣り大会、大野川フェスティバル、犬飼川の港まつり 

    清川・・御嶽流神楽大会、御嶽流夜神楽、きよかわ「彩」宝生寺の秋 

    千歳・・大野川子どもふれあいどんこ釣り大会、千歳白鹿祭り 

   上記イベント等については、商工会・青年部・女性部が主催や協賛などの形で協力している。

地域経済の活性化を目的として、今後も参加・協力・支援をしていくとともに、こうした既存

イベント等を活用して、地域商工業者の売上増や販路拡大につながる仕組み（ミニ物産展の開

催等）を検討し実行していく。 

 

 

２ 地域商業の活性化 

〈事業の内容〉 

   人口減少や高齢化等により、地域商店街の活性化対策は困難を極めている。こうした中で、

商業・サービス業を対象に、連携を含めた組織的な活性化を研究し、商店街的な組織活動がで

きるようなリーダーの発掘・育成を行うことが、商店街活性化の対策と位置づけ取り組むもの

である。併せて、前述の創業支援や事業承継等に取り組むことによりその支援効果を上げる。

  

（１）商店街魅力アップ店舗指導事業 

前述の経営分析・経営計画策定支援事業所の商業者の支援対象者から、具体的な取組等につ

いて魅力アップ指導を必要とする事業者を抽出し、重点事業所と位置づけ経営指導員の個別指

導また専門家派遣等による指導を実施する。他の店舗の模範となるようなモデル店舗を創出す

ることにより、多くの店舗への波及効果を狙う。また、指導成果の上がった事業所の指導方法

等については、経営指導員内で共有し、他店舗の魅力アップ指導に活用していく。 

  

（２）商店街の活性化とリーダーの発掘・育成 

平成２５年度の「商店街魅力ある店づくり支援事業」において臨店指導を行った際のメンバ

ーや、平成２６年１１月に立ち上げた「商店街活性化研究会」を主な対象として、情報の提供、

勉強会の実施等個店の現場に密着した伴走型支援を実施することで、商店街の活性化並びに地

域小売商業を牽引するリーダの育成に努める。支援については、より専門的な指導を行うため、

大分県商工会連合会と連携し、専門家による指導を実施する。 

 

（３）チャレンジショップ推進事業 

   平成２３年よりチャレンジショップ事業と称して、創業者の育成及び空き店舗の利活用に取

り組んでいる。商工会にて空き店舗を借上げ、創業希望者を募った上で６か月から１年間の期
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間で安価に貸与する。本格的な創業を前に、事業運営の基本的ノウハウを習得し、将来への不

安を払拭してもらうべく、一定程度の試験営業の場を提供するものである。 

創業希望者にあっては、実践的な学びの場が低リスクに得られる貴重な機会であり、これを

継続実施することで、地域商業の活性化を図る。現行チャレンジショップは、２事業者分（半

年契約）の受け入れ施設であるため、常に事業者が入居するよう、広く創業希望者へ周知し、

稼働率を上げることにより創業者の創出に取組む。 

 

（目 標） 

指  標 現況 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

チャレンジショップ 

入店事業所数 
1 2 3 3 4 4

 

（４）商店街にぎわい創出事業 

商店街にぎわい創出事業として本地域の中心地となる三重地区で、毎月第３土曜日に「昼

市」の開催を計画し、広く地域住民に PR を行う。「昼市」では、地域農業生産者と連携した

農産物の販売や三重総合高校と連携した加工品等の販売を行うとともに、域内加工業者を中

心とした商工業者の製品なども販売することにより、地域住民等にも域内商品の認知度を高

め出店事業者等の売上増大を図るとともに、商店街のにぎわい創出による地域への経済的波

及効果に繋げる。 

 

 

   （目 標） 

 指    標 現況 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

出店事業者数 

（年間出店者数） 
― 20 30 40 40 40

 

３ 商工業展の開催 

豊後大野市主催で実施する「豊後大野市ふるさとまつり」において、商工会主催による「商

工業展」を同時開催し、域内商工業者の企業の紹介・商品展示する機会を提供し、企業・商

品の宣伝・周知拡大を図る。 

また、前述の新たな需要の開拓において実施する、特産品開発事業において開発した商品

の試験販売等を行うことにより、開発事業者に消費者の感想・意見を直接聞いていただき、

商品開発・ブラッシュアップにつなげる。 

 

   （目 標） 

 指   標 現況 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

企業出展事業者数  ―    7   10 13  16   20
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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 

（１）豊後大野市三者会議の開催による情報交換と連携 

   豊後大野市、ぶんご大野里の旅公社、豊後大野市商工会の三者による会議を定期的（年２回）

に開催し、豊後大野市からは施策や地域情報、ぶんご大野里の旅公社からは、観光関連情報等

について相互の情報交換と連携を強化することにより、地域の情勢を的確に把握した効果的な

支援につなげる。 

 （２）大分県商工会連合会が年に２回（６月と２月）開催する、県内商工会の広域指導課長会議

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。 

   ア 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 

   イ 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 

   ウ 地域の賑わい創出とブランド化について 

   エ 情報の共有とＯＪＴの実例報告 

    以上については、県内各地域から提供された経済動向や需要動向とともに要旨をまとめ、

商工会の経営指導員からなる経営支援会議において報告し、支援ノウハウ及び情報の共有を

図るとともに、商工会における支援案件への利活用につなげる。 

 （３）当商工会の主催で年１回実施している市内金融機関（大分銀行、豊和銀行、大分県信用組

合）との懇談会を継続実施する。懇談会の内容については、これまで以上に小規模事業者支

援につなげるため、単なる意見交換にとどまらず、市内の経済・金融動向について情報交換

や創業等に関する情報交換等を行うことにより、支援機関としての互いの支援力の向上を図

る。また、金融支援機関である日本政策金融公庫大分支店と全国的な金融情勢や金融制度の

活用さらには管内景況、融資動向、延滞状況等について情報交換を年１回実施することによ

り、地域小規模事業者への的確な金融支援につなげ支援力の向上を図る。 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 （１）資質向上の取組み 

   小規模事業者への有効な支援を行うためには、直接担当となる経営指導員をはじめ補佐的役

割を担う経営支援員等の資質向上を図ることが重要であることから、下記の取組みを行う。 

ア 外部研修会への積極的参加 

大分県商工会連合会・大分県・中小企業基盤整備機構などが商工会職員向けに実施する研修

会に積極的に参加し、支援力の向上に努める。 

  イ 経営指導員等Ｗｅｂ研修の受講 

   高度化・多様化する小規模事業者の支援ニーズに対応するため、経営指導員等Ｗｅｂ研修の

受講を徹底させ、幅広い知識の取得や中小企業施策等の理解により支援能力向上を図る。そ

のため四半期ごとに広域指導課長が職員の受講状況の進捗管理を行い、計画的な受講を促す。

ウ 専門家派遣指導への同行 

高度化・専門化する小規模事業者の相談ニーズに対応するため、専門家派遣指導の時には、

経営指導員を必ず同行させることにより、専門家の支援手法や知識等を習得し、支援力の向

上を図る。 

エ ＯＪＴによる支援力の向上 

   毎月２回開催している経営支援会議の中に「研修時間」を設定（３０分以上）し、経営指導

員が講師となって研修会を実施し、職員間の支援スキルの標準化を図る。 

   若手経営指導員に対しては、中堅・ベテラン指導員を交えた複数体制で巡回指導及び窓口指
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導を行い、支援能力の向上につなげる。 

オ 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。 

カ 経営支援会議等での情報共有 

  当商工会で定期的に開催している経営支援会議（経営指導員）月２回・経営支援員等会議（経

営支援員、記帳指導員等）月１回の中で、支援事例や職員毎の課題や問題点について情報交

換をし、職種に応じた研修の実施による職員全員のスキルアップを図る。 

 

（２）支援ノウハウ・情報等の共有 

   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。 

 

 

 

Ⅴ 事業評価及び見直し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、ＰＤＣＡサイクルを 

回し、内部での進捗管理・評価及び外部評価委員による事業評価を受ける仕組みを構築し、事業

の検証及び改善に常に取り組む。 

 

１ 目標設定及び進捗管理 

（１）目標設定 

  ア 経営指導員等で構成する経営支援会議による目標設定・確認と取組み協議 

  イ 理事会への目標報告と承認 

（２）進捗管理 

ア 県連商工業者システムによる巡回・窓口指導おける指導実績（履歴）を全職員で共有

する 

イ 経営支援会議での四半期毎の実績把握と評価による進捗管理を実施し、未達成項目へ

の対応を協議し、取組みの見直し等を行い目標達成率を上げる 

 

 ２ 評価委員会の設置 

 （１）本所業の評価にあたっては、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。 

 （２）作成した自己評価書を経営支援会議、理事会等で協議、評価、改善策を検討して、報告書

として毎年度、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。 

 （３）外部評価委員会は、当商工会が提出した経営発達支援事業自己評価報告書を基に、定めら

れた目標の達成状況の確認、成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、当商工会に対して助言等を行う。 

 （４）当商工会は、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
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会議で支援方法の再検討を行った後、次年度以降の見直し案を理事会へ報告し、承認を受ける。

 （５）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。 

 （６）事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会のホームページにて計画期間中公

表するとともに当商工会事務所にも常設して閲覧可能な状況とする。その他、当商工会通常総

代会資料、商工会報にも記載し報告する。 

 

経営発達支援事業外部評価委員会名簿（案） 

（１）学識経験者 大分大学 教授又は准教授１人 

上記以外の大学 教授又は准教授１人 

公認会計士、税理士、中小企業診断士から１人 

（２）地方公共団体の職員 大分県商工労働企画課職員１人 

大分県経営金融支援室職員１人 

（３）関係団体の役職員 日本政策金融公庫大分又は別府支店長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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三重本所 

    局長     １名 

    広域指導課長 １名 

    経営指導員  ７名（支所兼務６名を含む） 

    経営支援員等 ５名（補助員３名 記帳専任職員 １名 記帳指導員１名） 

○緒方支所 

    経営指導員  １名 （本所兼務）  経営支援員（記帳指導員） １名 

  ○大野支所 

    経営指導員  １名 （本所兼務）  経営支援員（事業推進員） １名 

 ○朝地支所 

    経営指導員  １名 （本所兼務）  経営支援員（記帳指導員） １名 

  ○犬飼支所 

経営指導員   １名 （本所兼務）  経営支援員（記帳指導員） １名 

  ○清川支所 

    経営指導員  １名 （本所兼務）  経営支援員（記帳指導員） １名 

  ○千歳支所  

    経営指導員  １名  （本所兼務）   経営支援員（記帳指導員） １名 

 

（２）連絡先  

 

  ○三重本所 住所 〒８７９－７１３１ 大分県豊後大野市三重町市場５３９ 

        電話 ０９７４－２２－１１９３  FAX ０９７４－２２－５７５９ 

         HP  http://bungo-ono.oita-shokokai.or.jp/ 

  ○緒方支所 住所 〒８７９－６６０１ 大分県豊後大野市緒方町馬場２６９番地２ 

        電話 ０９７４－４２－３３１０  FAX ０９７４－４２－３３６１ 

  ○大野支所 住所 〒８７９－６４４１ 大分県豊後大野市大野町田中７７番１ 

        電話 ０９７４－３４－２２３４  FAX ０９７４－２４－５１０１ 

 

 

緒方支所 朝地支所 犬飼支所 清川支所 千歳支所 大野支所 

三重本所 



- 21 - 
 

  ○朝地支所 住所 〒８７９－６２２２ 大分県豊後大野市朝地町朝地８９１番地（市朝地支所２F） 

        電話 ０９７４－７２－００４９  FAX ０９７４－７２－０５６６  

  ○犬飼支所 住所 〒８７９－７３０６ 大分県豊後大野市犬飼町下津尾４０３７ 

        電話 ０９７－５７８－００５９  FAX ０９７－５７８－１５１４ 

  ○清川支所 住所 〒８７９－６９０３ 大分県豊後大野市清川町砂田１８１９番地（市清川支所内） 

        電話 ０９７４－３５－２２７７  FAX ０９７４－３５－２０９０ 

  ○千歳支所 住所 〒８７９－７４０１ 大分県豊後大野市千歳町新殿２３５番地３ 

        電話 ０９７４－３７－２９５３  FAX ０９７４－－３７－２９５３ 
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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29年度

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

必要な資金の額 

1,100 1,600 1,600

 

1,600 1,600

 

 

 

 

 

 

小規模企業対策事業費 

1,100 1,600 1,600

 

1,600 1,600

 

経営状況等分析事業 150 150 150

 

150 150

経営計画策定支援事

業 
250 250 250

 

250 250

市場調査等情報収集・提供事業 300 300 300

 

300 300

販路開拓等支援事業 300 800 800

 

800 

 

800

支援体制の整備事業 100 100 100

 

100 100

 

小 計 1,100 1,600 1,600

 

1,600 1,600

  

 

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 

【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） 

（連携先）大分県、豊後大野市、全国商工会連合会、大分県商工会連合会 

大分県産業創造機構 

   ・地域経済動向の調査・分析に係るデータの収集 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  （連携先）豊後大野市、大分県商工会連合会 

   ・市報やケーブルテレビによる広報 

・専門的支援の必要時の専門家派遣 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 （１）事業計画策定支援 

  （連携先）大分県商工会連合会 

   ・専門的支援の必要時の専門家派遣 

（２）創業・第二創業支援【指針②】 

  （連携先）豊後大野市、大分県商工会連合会、おおいたスタートアップセンター 

 ・市報・ケーブルテレビによる広報 

   ・相談窓口の開設や創業セミナー等の開催 

   ・専門的支援の必要時の専門家派遣 

 （３）事業承継・後継者育成支援【指針②】 

 （連携先）大分県商工会連合会、大分県事業引継ぎ支援センター 

   ・専門的支援の必要時の専門家派遣やセンターの活用 

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 

   ・専門的支援の必要時の専門家派遣 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （連携先）大分県産業創造機構 

   ・他支援機関の持つ需要に関する情報の活用による支援 

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、豊後大野市、全国商工会連合会、大分県商工会連合会 

大分県産業創造機構 

   ・特産品開発・ブランド化推進支援 

   ・商談会、物産展への出展支援 

   ・ＩＴを活用した販路拡大支援 

 

【地域の経済の活性化に資する取組】 

１．地域経済の活性化 

（連携先）豊後大野市、ぶんご大野里の旅公社 

   ・地域経済の活性化のための協議及び情報共有 

２．地域商業の活性化【指針②】 

（連携先）大分県商工会連合会、三重総合高校、豊後大野市 

   ・専門的支援の必要時の専門家派遣 

   ・商店街にぎわい創出事業にかかる「昼市」開催 

   ・商工業展開催に係る連携 
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【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 

 （連携先）豊後大野市、ぶんご大野里の旅公社、大分県商工会連合会、 

日本政策金融公庫、市内金融機関（大分銀行・大分県信用組合・豊和銀行三重支店）

   ・豊後大野市３者会議による情報交換 

   ・広域指導課長会議における支援ノウハウ等の情報交換 

   ・金融懇談会等による情報交換 

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、中小企業基盤整備機構 

  ・研修会への参加による資質向上 

 

【事業評価及び見直しするための仕組みに関すること】 

１ 評価委員会の設置 

（連携先）大分県商工会連合会 

   ・外部評価委員の設置による事業評価、助言 
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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 Tel：097-534-9507) 

・情報提供や専門家派遣、各種補助事業を活用した小規模事業者支援全般に係るバックアップ

により、経営発達支援事業全般の効果的な実施を行う。 

・外部評価委員会の設置による事業評価の実施により、本事業の実施に係る課題が把握でき、

適切な改善対応及び目標達成に向けた取組みをスムーズに行う。 

○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 Tel：03-6268-0088) 

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

・全国物産展の開催やインターネット販売サイトの運営しており、小規模事業者の販路拡大に

  おける取組みに活用する。 

○大分県 知事 広瀬 勝貞 

（〒870-8501 大分市大手町 3丁目 1番 1号 Tel：097-536-1111） 

・各種補助事業に係る情報提供や大分県商談会の開催による小規模事業者の販路拡大及び商品

のブラッシュアップ支援。 

○豊後大野市 市長 橋本 祐輔 

(〒879-7198 大分県豊後大野市市場 1200  Tel：0974-22-1001) 

・各種補助事業の実施に係る支援が可能。 

・市の創業支援計画の認定により、当商工会と市が連携した効果的な創業者支援。 

・地域経済の活性化に係る商業活性化に係る連携及び商工業展の実施。 

○独立行政法人 中小企業基盤整備機構  理事長 高田 坦史 

(〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル Tel：03-3433-8811) 

・経営指導員等の資質向上に関する研修会の実施 

○日本政策金融公庫 大分支店長 緒方 広幸 

(〒870-0034 大分県大分市都町 2-1-12 Tel：097-535-0331) 

・小規模事業者が策定した事業計画実施に係る金融支援、創業資金の相談等に対応。 

○大分県産業創造機構 理事長 姫野 淸高 

(〒870-0037 大分県大分市東春日町 17-20   Tel：097-533-0220) 

・経営発達支援事業実施に係る各種情報の提供と小規模事業者の課題解決に向けた専門的支援

について対応。 

○（一社）ぶんご大野里の旅公社 理事長 芦刈 憲司 

(〒879-6911 大分県豊後大野市清川町字田枝 158  Tel：0974-35-3601) 

・小規模事業の商品開発や販路拡大に係る取組みに対し適切なアドバイスを得ることができる

とともに連携による支援が可能。 

○おおいたスタートアップセンター センター長 櫻木 祐宏 

(〒870-0037 大分県大分市東春日町 17-20   Tel：097-534-2755) 

・創業者支援に係るセミナー開催や個別相談などについて対応。 

○大分県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 山中 俊弘 

(〒870-0026 大分県大分市金池町 3-1-64 大分県中小企業会館 5Ｆ  Tel：097-585-5010) 

・事業承継支援に係る専門指導等についての対応。 
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〇市内金融機関 

 大分銀行三重支店 支店長 菅 博之 

 （〒879-7131 大分県豊後大野市三重町市場 512-5  Tel：0974-22-1111) 

 大分県信用組合 支店長 幸 賢二 

 （〒879-7131 大分県豊後大野市三重町市場 1225-1  Tel：0974-22-1068) 

 豊和銀行三重支店 支店長 山﨑 栄雄 

（〒879-7131 大分県豊後大野市三重町市場 567-1  Tel：0974-22-7111) 

 ・市内の経済・金融動向についての情報交換、金融支援等 

〇大分県立三重総合高等学校 校長 甲斐 良治 

（〒879-7141 大分県豊後大野市三重町大字秋葉 1010  Tel：0974-22-5500) 

 ・地域の経済活性化に資する事業の取組みにおいて、「昼市」への参画による支援 
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連携体制図等 

 

 

小規模事業者・創業者等 

大分県商工会連合会 

 広域指導センター 
広域担当・専門家派遣

展示会等開催 
広域指導課長会議 
 情報共有、進捗管理 

豊後大野市 
補助事業・創業 
地域経済活性化（ブランド化） 

大分県 
補助事業・商談会 

おおいたスタートアップセンター 
 創業 

ぶんご大野里の旅公社 
  情報提供・地域経済活性化 

大分県産業創造機構 
情報提供・専門家派遣 

全国商工会連合会 
景況調査・物産展 
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【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事業計画の策定支援 

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

の実施 

⑦地域経済の活性化事業 

⑧事業の円滑な実施に向けた支援力 

の向上 

豊後大野市商工会 

大分県事業引継ぎ支援センター 

【事業外部評価委員会】

事 業 評 価 日本政策金融公庫 
市内金融機関 
経済・金融情勢 
創業・金融支援 

三重総合高校 
 地域商店街活性化 

中小企業基盤整備機構 
 職員の資質向上 


