
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
九重町商工会 （法人番号 3320005007245） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

本事業の目標を「小規模事業者の若返りと活性化」と「観光再生・振興による

雇用確保」と位置づけ、以下の具体的な事業を遂行して目標達成を目指す。 

・若者の定住と雇用確保のための支援事業 

・観光業、農業および小売業のコラボレーション推進事業 

・地域内消費額拡大のための支援事業 

事業内容 

経営発達支援事業 

 

１． 地域の経済動向調査 

地域の経済動向調査等を実施し、小規模事業者の経営状況分析や事業計画策

定における基礎情報等として経営相談・巡回指導等において有効活用する。 

２． 経営状況の分析 

経営発達支援事業では経営相談の導入部で経営状況分析を行い、個社の強み

や特長、売上高の推移、資金等の経営基盤の把握を行う。 

３． 事業計画策定支援 

小規模事業者に対して経営状況や需要動向等の分析を踏まえ、売上向上や経

営の安定が期待できる実効性の高い事業計画の策定支援を行う。また計画策定

上必要となる場合は、融資など小規模事業者の経営課題等に対応した計画策定

を支援する。 

４． 事業計画策定後の実施支援 

計画と実績との差異に基づき改善策を講じて、PDCAが回る仕組みを構築す
ることができるように、必要資金の確保をはじめとする支援や、定期的な進捗

状況の把握などを行い、一定の成果がでるまで伴走型支援を遂行する。 

５． 需要動向調査 

小規模事業者の強みを活かせるように、経営相談や販路開拓支援事業での事

前調査を通じて、業種やニーズ、課題に対応した需要動向情報の収集・分析・

提供を行う。これらの情報を販路開拓、新商品開発、新分野への参入などに利

用してもらうとともに、事業計画の策定支援の基礎情報として活用する。 

６． 新たな需要の開拓に寄与する事業 

売上を増加させるためには、販路開拓が最重要課題で、主要産業別に実効性

のある販路開拓支援事業を実施し、小規模事業者の販売力を強化する。 

  
地域経済の活性化に資する取組 

 

今後の目玉となる「スポーツ・ツーリズム」やインバウンドを通じて、地域

経済の活性化について、経営指導員等を構成員とする「経営支援会議」で方針

を作成し、交流人口拡大・地域特産品販売拡大を目的とした各種イベントおよ

び事業を展開し、観光・小売事業を中心とした地域経済の活性化を図る。 

 

連絡先 

〒879-4601 大分県玖珠郡九重町大字右田 3157-7 

 電話 0973-76-2424  FAX 0973-76-2473 

 E-Mail info@kokonoe.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 

九重町の紹介（概略）： 
 
大分県九重町は、大分県中西部に位置して

おり、標高 1700メートル級の山々がそびえ
る「くじゅう連山」のふもとにあり、恵まれ

た温泉群を抱きながら、四季折々に表情を変

える自然環境豊かな町である。 
全体の 65%が山林・原野であり、町域の多
くは阿蘇くじゅう国立公園に指定されてい

て、南西部は熊本県と県境をなしている。 
近年の中山間地域を取り巻く厳しい環境

下、中でも少子高齢化・人口減少と地域格差

拡大が着実に進んでいるため、人口 1万人の
維持は困難を極めている。 
特筆すべきは、八丁原発電所における温泉

地熱による発電量は日本一で、電力自給率は

全国の市町村で最大の 2,000%に達すること
から、観光資源としても有益で、九重町と連

携協定を結んでいる別府大学が、経済効果は

5億円規模と試算している。 
 

 

 
町の主要産業は、農業と観光・サービス業であるが、両産業ともに小規模事業者が多数を占め、

経営者の高齢化も進んでいる。また、町内の温泉宿泊客も年々減少している。 
町内有数の観光名所である"夢”大吊橋は開業後 10年目を迎え、累計来訪者数は 950万人以上
を記録したものの、ここ数年の来訪者は年間 60万人の維持も難しく短時間の通過型観光に偏重
している。 

 

春 夏

秋 冬
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観光・サービス産業の現状 
  強み 弱み 

内的要因 ＜S＞ 

・小規模ながら多種多様の温泉群 

・国立、国定公園の自然と観光資源 

・JR駅と高速インターの近さ 

・九州では珍しいスキー場 

・日本一の地熱発電所 

＜W＞ 

・JR駅発着バスのネットワーク不備 

 （観光地へのアクセス便数・時間） 

・少ない生産年齢人口と経営者の高齢化 

・小規模ゆえに団体客を扱う施設不足 

・自家用車による日帰り客で低い客単価 

外的要因 ＜O＞ 

・福岡、北九州から近い 

 （近隣にアジア向け国際空港あり）

・知名度の高い別府、湯布院から近い

（観光広域連携が可能） 

・昨今の健康志向（九州オルレ等） 

・「山の日」制定 

＜Ｔ＞ 

・韓国、中国観光客受け入れ態勢の不備 

・新幹線の非沿線であることに起因する 

 ＰＲ活動の「漏れ」 

・ＪＲ九州有名特急の非停車駅 

・別府、湯布院、黒川温泉に対する競争力

不足（九重町地域ブランド力の不足） 

 
 
小規模事業者の現状： 
 
１．人口の減少と高齢化率の増加による地域内活力の衰退および消費額の低下 

男女ともに生産年齢人口の減少が目立ち、次世代の年少人口が半減するなか、近隣の高校

を卒業しても地元で就職することは難しく、大学進学や就職で都会に出ていく傾向が強い。

そのため深刻な承継問題を抱えている経営者もいる反面、子供には町外に出ていくことを

勧める親も多数いる。 
総人口・男女別人口・世帯数の推移 

 
年齢別人口構成比 

                      

 
（出所：平成 22年国勢調査）
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２．地域内の主要産業である「農業」と「観光・サービス業」の活力低下 
   中山間地域の典型的な小規模農業であるため、農業従事者の数は年々減少し、観光・サー

ビス業従事者の数は微増しているものの、観光客一人当たりの消費額は、大分県平均の半分

以下の 2,000円程度で低迷している。 
 
                  産業別就業人口の推移  

 
（出所：平成 22年国勢調査）

３．自然環境を活かしきれない通過型観光からの脱却 
   自然環境はどこにも負けないくらい豊かではあるが、集客力のある大型ショッピングセン

ターや本格的なイベントも少なく、交通網もまばらなこの町は、バスで観光地を巡るには、

決して便利なところではない。加えて冬の一時期は、九州にもかかわらず雪に閉ざされるこ

とさえ珍しくない。 
しかし、逆転の発想で、夏もエアコンが必要ないくらい涼しい飯田高原の地の利を活かし、

夏季合宿誘致で長期宿泊者数の増大を目指すなど、スポーツ・ツーリズム（学習合宿も含む）

の推進は大きな効果を期待できる。同時に、地元産食材も農家から直接または小売店から積

極的に宿泊業者へ提供できる仕組みを構築する必要がある。 
また、平成 26年度から始めた温泉地熱を利用した地獄蒸し料理や栄養分を確保できる低
温蒸し料理など、九重町の特徴を活かした「食の健康」をクローズアップしていく講習会を

引き続き宿泊業者や女将の会に浸透させていくことで、他の近隣観光地との差別化を図る必

要がある。 
 

（備考）スポーツ・ツーリズム in 九重町 
平成 26年度から大分県、九重町、九重町観光協会と当商工会が実行委員会を構成し、 
夏場のスポーツ合宿（マラソン・駅伝・クロスカントリー等）やオルレ（韓国済州島 
発祥のトレッキング）を対象に「健康と自然」をテーマに観光戦略を推進している。  
なかでも、九重・やまなみコースは済州島と同じように四季の美しい風景があり、 
九州オルレの代表的コースである。 
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九重町まち・ひと・しごと総合戦略の骨子 

 
九重町では「第４次総合計画（平成 24～33 年度）」に基づき、こうした地域の諸課題の解決
に向けた事業を実施しており、商工会も地域の経済団体として町と連携し、地域経済の振興発展

に寄与する事業に取り組んできた。 
また、平成 27年 10月には「九重町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27～31年度）」が策

定されたところである。当該戦略は喫緊の課題である人口減少対策に焦点を当て、総合戦略に資する

施策の重点化を図るものである。総合戦略において４つの基本目標を設定するとともに、下記の基

本方針（商工関係抜粋）が示された。 

 １．九重町における安定した雇用を創出する 

   ・産業振興と就業環境の創出 

   ・九重町ブランドの開発、競争力強化 

 ２．九重町への新しい人の流れをつくる 

 ３．若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる 

   ・出会いの場の創出、出産や子育ての負担軽減 

 ４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

   ・地域資源の活用と観光振興 

   ・みんなが潤う社会づくり（地産地消の推進、販売力の強化、農業支援） 

 

商工会が重点的に取り組む地域小規模事業者の課題 

 
１．定住人口の減少及び販売形態の多様化による地元消費の減退、近隣市町への消費流出 

２．経営者の高齢化、後継者不足 

 

九州オルレ九重・やまなみコースの風景
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中長期的な振興のあり方 

 
 上記、九重町の総合計画及び総合戦略を踏まえ、九重町商工会では、中長期計画の目標を下記

のように設定した。 

１．小規模事業者の経営体質の強化、起業家の育成 

２．地場産業の振興、商店の活性化、雇用機会の創出、地産地消の推進 

３．特産品開発と販路開拓、食のブランド化 

 

内容 

①後継者人材マッチング等の施策で、高齢による廃業数を抑制し、あわせて新規創業支援を

強化することで、地域の小規模事業者数の増減を均衡化する。 

②温泉による蒸し料理やトレッキング等の体験型観光を目玉に「健康と癒しの九重ブラン 

ド」を確立して、別府-湯布院-九重-阿蘇の周遊観光ルートを定着させる。 

③地域内の消費拡大と地域外への購買力流出抑制の両面から、町内の小売業者が生き残れる

仕組みづくりを構築する。 

④自然環境の保全を図りながら、豊富な地熱資源を産業に活かしていく施策を展開し、魅力

あるまちづくりを目指す。 

 

以上を踏まえたうえで、産学官や金融機関あるいは報道機関など幅広い分野との連携・協働

を図りながら取り組んでいく。 

 

経営発達支援事業の目標  
上記、中長期計画実現のための土台作りとして、本事業の二本柱を「小規模事業者の若返りと

活性化」および「観光再生・振興による雇用確保」と定め、以下の具体的な事業内容を遂行して

いく。 

 

１．若者の定住と雇用確保のための支援 
小規模事業者活性化のために、若者の婚活を含めた定住支援と雇用確保支援を、今まで以上

に推進するため、必要に応じて新規事業に必要な知識の習得・講習会を企画し、強力に後押

しする。 

具体的には、若手経営者育成支援（創業支援、第二創業）支援を継続する一方で、後継者人

材マッチングの支援による継続的経営を実現することで、小規模事業者の高齢による廃業件

数の抑制を目指す。また、地熱エネルギーを発電利用と並行して熱も最大限活用することは

エネルギーの地産地消の充実にもつながり、温泉の「癖」を知り得ている地元企業は、その

開発に大きく関わる機会が出てくるので、新しいビジネス機会創出を目指す。 

 

２．観光業、農業および小売業のコラボレーション推進 
地元地域の活性化を図るうえで、大分県、九重町、観光協会、地域金融機関、大学等と連携

し、主要産業として再生すべき観光業と、それをサポートする農業（農産品）及び小売業の

コラボレーションを中心に、戦略的・包括的取り組みを強力に推進することで地産地消を拡

大していく。 

具体的には、食料品を中心とする購買力の町外流出抑制と、小売事業者の生き残り策として

農商工連携による椎茸・高原野菜等を中心とした地元産食料品・加工品を、地元小売店やホ

テル・旅館等で消費できる仕組みを新規事業（創業・第二創業・町 100％出資会社）等で目
指す。 
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３．地域内消費額拡大のための支援 
町外者を中心とした地域内消費額の拡大を推進する事業として、スポーツと食による健康増

進で九重ブランドを確立する。また、他の温泉地で温泉熱を利用した事業も参考に、観光事

業の充実を図る。一方、町内者向けにはプレミアム付き商品券の利用によるお得感から消費

額拡大を目指す。 
 

次頁から経営発達支援事業の具体的な内容を記述する。 
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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２９年４月１日～平成３４年３月３１日）
    ５カ年計画とする。 

 

（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】 
   地域の経済動向調査等を実施し、小規模事業者の経営状況分析や事業計画策定における

基礎情報等として経営相談・巡回指導等において有効活用する。 

 

（現状と課題） 

    現在までは、地域の経済動向等を調査・分析することで小規模事業者を取り巻く経営環

境の変化やその影響、業種別の経営実態、地域特有の課題、さらには支援ニーズ等の把握

に努めている。しかし、分析結果を小規模事業者の経営に役立ててもらうことや、巡回指

導において活用することは、組織的に取り組めていない。このため、経済動向を踏まえた

支援が十分に実施できていない。 

 

   （今後の取り組み） 

    地域内の経済動向を、商工会連合会の景況調査や本会独自の聞き取り調査、九重町が実

施する観光動態調査・統計数値等によるデータを基にした調査・分析を行う。調査・分析

結果は、商工会報や町報、本会のホームページへの掲載等により公開し、小規模事業者が

こうした情報に容易にアクセスでき、利活用が図られる仕組みを構築する。 

特に聞き取り調査では、地域の主産業である「観光・小売業」と「農業」について事業

者へのヒアリングを四半期（6，9，12，3 月）ごとに実施し、業種別の強み・弱み（SWOT
分析）をはじめとする当該小規模事業者の特色を目に見える形で評価することで、現在の

状況を明確にした上で、事業計画の策定を支援する基礎情報として活用する。 

  期待できる効果として、調査結果を小規模事業者が経営方針等を立案する際に参考にし

てもらうことができ、その後の需要予測を盛り込んだ事業計画策定支援を行うことが可能

となる。 

 

   （事業内容） 

（１）調査方法 

国、大分県、九重町、大分県商工会連合会、大分県産業創造機構、日本政策金融公庫等

の景気動向に関する調査資料、各種統計資料を活用するとともに、商工会員には独自に景

況調査を実施する。また、その結果は、商工会報、本会ホームページ、及び町報を通じて、

小規模事業者への周知を行うとともに経営相談等において活用する。 

 

（２）観光・小売事業者  

主要産業のひとつでもある観光・宿泊業については、商工会の聞き取り調査を実施し、

自社業況（売上げ、宿泊客数の月別推移、客室稼働率、資金繰り、業況、従業員数等）の

データ収集から、地域別、規模別等に仕分けして、経営状況の違い、地域特有の課題など

の分析を行う。 
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また、小売業についても、同様に自社業況（売上げの月別推移、資金繰り、業況、従業

員数、売れ筋商品等）のデータ収集から、地域特有の課題などの分析を行う。 

 

（３）地場産品等の動向調査 

農業特産品については、種類別生産高・出荷先・価格等の市場調査や、町外・他県の市

場動向を、大分県産業創造機構や大分県等からの情報提供を基に、農商工連携（６次産業

化）に活用する。 

 

（４）調査結果の利活用 

調査結果は、業種別、地域別に集計し、分析ツールや図表などを用いてデータを「見え

る化」した上で、経営指導員が携帯するタブレット端末に保管して、小規模事業者に対し

巡回指導時にフィードバックする。 

また、事業計画策定支援のための基礎情報として商工会においてデータベース化し、組

織内の情報共有及び経営支援のツールとして利活用する。 

 
（目標） 

分析結果を総合的に判断して、地域に特化した業種別・異業種間の経済活動の方向性や傾

向を収集して、個社の現状把握と課題抽出を行う。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業者景況調査回数 

（商工会独自調査） 

1 1 1 2 2 2

事業者聞き取り調査件数 

（商工会独自調査） 

6 12 12 24 24 24

情報提供先事業者数 350 400 400 450 450 450

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   経営発達支援事業では経営相談の導入部で経営状況分析を行い、個社の強みや特長、売

上高の推移、事業資産等の経営基盤の把握を行う。 

   また、小規模事業者には自社の経営状況を理解してもらうとともに、本会は需要を見据

えた事業計画の策定や計画策定後の実施などの支援における基礎資料として活用する。

さらに、経営分析講習会の開催により事業計画策定の普及啓蒙を図り、参加者へのアン

ケート調査及び個別ヒアリング等を通じて経営課題を把握し、事業計画策定等の経営支援

につなげる。 

 

  （現状と課題） 

   これまでの経営相談において、相談の導入部に経営状況の分析が必ずしもしっかりと行

われておらず、また、小規模事業者に分析結果を十分に理解してもらうまでには至ってい

ない。このため、その後に策定する事業計画の実効性に課題が残る可能性が否定できない。

 

  （今後の取り組み） 

地域コミュニティと小規模事業者の持続的発展に向け、支援機関から収集したデータ及

び前頁の事業内容に沿った分析に追加して、SWOT分析や従来からの手法である経営指導
員の巡回指導・窓口相談、各種講習会のアンケート調査等を通じて、小規模事業者の経営

状況の分析を行う。 
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専門的な課題等については、大分県商工会連合会、大分県、大分県産業創造機構のコー

ディネータ等と連携し、小規模事業者の抱える経営及び財務上の悩みや将来の計画に対し

て、より丁寧な情報提供等で伴走型の支援をすることで、実効性の高い事業計画の策定が

可能となる。 

 

   （事業内容） 

（１）事業計画策定の啓蒙活動 

定常的な巡回指導や融資の相談業務、講習会後のアンケート調査等を通して、個社の経

営状況・課題等を把握した上で、必要に応じて、専門知識を有する大分県商工会連合会や

大分県産業創造機構、金融機関と連携しながら、地域の小規模事業者に対して事業計画策

定の重要性について普及啓蒙のための講習会を行う。 

 

（２）経営支援会議による経営分析 

経営状況分析と課題の把握のため、経営指導員等を構成員とする「経営支援会議」を通

じて、財務諸表、会社概要（資本金・従業員数・業種・売上高・利益額の経年比較）、財

務状況、取引金融機関などの情報を基に、SWOT 分析、記帳指導データや財務分析等の
経営分析を通じて、分析結果を導き出し、今後の事業計画策定に活用する。 

 

（３）分析結果の活用 

分析結果は、支援していく個社・小規模事業者の強み・弱みや、商品・サービスの特色、

企業体質、資金繰り等のデータを、グラフ等で感覚的に理解しやすく「見える化」したう

えで、経営指導員が携帯するタブレット端末に保管して、巡回指導時に提供するとともに、

事業計画の策定支援をする際の基礎情報として活用する。 

 

（目標） 

事業計画策定の啓蒙活動として、毎年１回の講習会を開催し、目標参加事業所を 20 社募

り、事業計画の重要性を認識してもらうことで、後述の計画策定事業者 10 社の候補とする。

  （本会は経営指導員 2名の小さな商工会であるため、参加事業所すべてに対して経営分析フ

ィードバックを実施するものの、経営支援会議で内容を吟味して、強みのある事業者に絞り

込むため、実際の計画策定は 50％程度の 10 社となる見込み） 

毎月 1 回、経営支援会議を開催し、本会 2 名の経営指導員は一人当たり年間 10 件を経営

分析目標件数に、経営状況の分析結果を当該事業者にフィードバックするとともに、経営支

援会議において相互に情報共有することで計画策定支援の基礎情報として活用する。 

    

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画啓蒙活動 

・講習会開催回数 

・参加事業者数 

-

-

1

20

1

20

1

20

 

1 

20 

1

20

経営支援会議開催回数 - 12 12 12 12 12

経営分析およびフィード

バック目標件数 

-

20 20 20

 

20 20

 

 

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。そのため、小規模事業者に対して経

営状況や需要動向等の分析を踏まえ、売上向上や経営の安定が期待できる実効性の高い事
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業計画の策定支援を行う。 

 

  （現状と課題） 

    本会における経営支援は、小規模事業者の事業資金の斡旋や税務相談が主たるもの

で、近年は、小規模事業者持続化補助金等の補助事業の申請支援が増加しつつある。 

しかしながら、それらの支援は案件ごとの一時的な支援にとどまっており、例えば資

金調達後の財務内容の改善状況、或いは、税務申告終了後の翌営業年度に向けた改善点

の提案及び経営状況の把握等にまでは及んでおらず、事業計画策定の重要性・メリット

を認識させるまでに至っていない。 

    また、新規事業などの取り組みにおいて事業計画を策定する際、調査及び分析結果を

加味した計画作成支援という視点が十分ではなかった。 

 

  （今後の取り組み） 

   「事業計画に基づく経営の定着」を図るため、経営計画策定支援を経営支援の主軸に据

え、小規模事業者に事業計画の重要性について普及啓発を行う。同時に、既存事業の改善

及び新規事業への取り組みなど幅広い経営課題の解決に向けた事業計画の策定を積極的

に提案していく。 

毎年、事業計画を策定した事業者の経営課題を解決するため、上記２．の経営分析結果

を踏まえ、経営指導員等を構成員とする「経営支援会議」において当該計画の進捗状況確

認、検証等を行い、支援方針を共有する。当該事業者に対しては、PDCAサイクルにより、
伴走型の指導・助言を行い、当該計画の精度を上げ、事業目標の達成を支援する。 

 

 

   （事業内容） 

（１）事業計画策定支援 

国、大分県、九重町、全国商工会連合会、大分県商工会連合会の行う支援策等の情報

を小規模事業者に普及浸透させるべく、講習会を開催する。参加小規模事業者に事業計

画策定のメリットを十分に認識してもらい、本会経営指導員等は経営状況の分析、需要

動向等を踏まえた事業計画策定の助言・指導等の支援を行う。また、融資の申請に際し

て事業計画が必要な小規模事業者には、事業計画策定支援に加えて金融機関への「つな

ぎ」・紹介などの支援を行う。 

 

（２）経営改善計画策定支援 

売上げの大幅な減少等により経営難に陥った小規模事業者に対する支援として、経営

改善計画策定を支援し、資金繰りの改善や融資条件の見直し等の支援を行う。 

 

（３）小規模事業者支援施策の利活用、及び他の支援機関との連携による支援 

事業計画策定の過程において、当該事業者が取り扱う商品・サービスの改善、設備投

資等、事業計画策定上の重要な課題については、高度・専門的見地からの指導助言を仰

ぐため、専門家派遣事業を活用する。 

 

（４）経営革新計画策定支援 

新規事業に取り組む事業者や経営革新計画の承認取得を目指す事業者に対して、経営

革新計画策定のメリットを十分に理解してもらい、助言・指導を行う。本会は、小さな

町なので、申請件数も限定的なため、概要や先進事例を個別指導・相談というかたちで

対応しながら、専門性の高い事案には、大分県商工会連合会から専門家を派遣してもら

う。 
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（５）創業及び事業承継支援「創業・事業承継セミナー」 

事業者数の減少による地域経済の減退を抑制するため、新たな需要の開拓による事業

継続に向けた支援、及び後継者人材マッチング事業等の実施による円滑な事業承継等を

支援する。併せて、急激に進行する事業者数の減少に歯止めをかけるべく、当地域にお

ける創業者の支援を行う(注)。 

このため、本会が行う当計画に基づく経営発達支援事業について、積極的に情報を公

開し、また、地域への働きかけを行い、地場産業振興に向けた機運を醸成する。 

具体的には、創業及び事業承継をテーマとしたセミナーを開催し、参加者に対する支

援を通じて事業計画の策定や資金調達の支援を行う。開催にあたっては、町報、ケーブ

ルＴＶおよび商工会報、商工会ホームページによる広報活動により、施策の普及促進を

図る。 

創業支援にあっては、創業の意欲はあるものの、創業の方法がわからない希望者に対

して、創業計画の意義や重要性を認識してもらう講習会を開催する。創業するかどうか

の判断材料や創業後の安定化を図るため、講習会の後、個別指導で計画作成支援を行う。

事業承継計画の実施支援については、大分県事業引継ぎ支援センター等との連携によ

り行う。 

(注)本会は、産業競争力強化法に基づく九重町の創業支援事業計画において創業支援機関に位置付けられている。 

 

（目標） 

支援対象事業者の持続的発展に向け、事業計画に基づく合理的な経営を定着させるべ

く、講習会や個別指導を通じて、積極的に経営改善に取り組み、果敢に新分野への挑戦を

目指す事業者の増加を図る。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定講習会 

・参加事業者数 - 10 10

 

10 

 

10 10

事業計画策定事業者数 - 6 6 6 6 6

経営革新承認件数 - 1 1 2 2 2

創業計画策定支援者数 

（内、創業事業者数） 

3

（1）

3

（1）

3

（1）

4 

（2） 

4 

（2） 

4

（2）

経営改善支援事業者数 2 2 2 3 3 3

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   事業計画に基づいて事業を着実に実施していくこと、或いは、計画と実績との差異に対

して改善策を講じていくこと等の支援を反復継続して行うことにより、小規模事業者に

PDCA サイクルが機能する仕組みを構築することができるように、経営指導員は３カ月
に１度の定期的な進捗状況の把握や、必要資金の確保をはじめとする支援などを行い、一

定の成果がでるまで伴走型支援を遂行する。 

   また、高度・専門的な取り組みや課題に応じて各種支援施策を利活用し、小規模事業者

の事業計画推進を支援する。 

 

  （現状と課題） 

   経営指導員は、小規模事業者の事業推進を支援するため、専門支援機関へのつなぎや融

資の申請・実行のための金融支援等最適と思われる支援策を選んで提案し実施してきた。

しかし、実際のところ、金融支援や資金繰り計画の作成など一部の支援策に偏っている。
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とくに、支援後の定期的な進捗状況の確認や販路開拓支援まで至らずに終わっているこ

とが多く、それぞれの支援が相談内容ごと、或いは担当者ごとに行われていた。 

 

  （今後の取り組み） 

   事業計画策定後の支援として、販路開拓支援との一体的支援を行い、事業計画に基づく

経営によって売上の増加や利益の拡大等の成果を上げる小規模事業者を増やしていくこ

とを目指す。 

    支援対象事業者が成功事例として当地域の小規模事業者に波及効果をもたらすこと、経

営発達支援事業が広く小規模事業者及び地域社会に浸透することを目指し、県、町とも連

携して事業計画策定後の支援を行う。また、経営計画遂行上、資金調達が必要の際は小規

模事業者経営発達支援資金の斡旋を行う。 

巡回訪問等の定期的なフォローアップにより、PDCAサイクルを回しながら、成果・結
果がでるまできめ細かな伴走型の支援を継続実施する。個々の事業者支援のみならず、特

産品開発および新商品開発では、地域活性化につながる農商工連携の支援も同時に行うこ

とで業種の枠を超えた地域の横断的連携「横のつながり」を広げていく。 

また、経営指導員は特にマーケティングやインターネットを使った販路開拓などの支援

ができるように、経営指導員研修などを通して資質向上に努める。 

 

   （事業内容） 

（１）事業計画策定後のフォローアップ 

事業計画策定後は、３カ月に１度の定期的な巡回訪問により、目標に対する進捗状況

の確認を行う。当該計画と実施状況との差異については、原因の分析結果を事業者が十

分理解できるよう説明を行い、改善策検討のための助言・指導を行う。 

 

（２）高度・専門的な支援 

事業計画の実行支援において、高度・専門的な見地からの指導助言等の支援が必要な

場合、専門家派遣事業の活用や、大分県商工会連合会所属の中小企業診断士やＩＴコー

ディネータ等の専門家の支援を仰ぎ、着実な問題解決を図ることにより、計画目標の達

成を支援する。 

 

（３）小規模事業者支援施策の積極的活用 

事業計画の遂行上生ずる当該事業者の商品・サービスの改善、及び雇用の創出等にお

いて、これに伴う運転資金増額、或いは新規設備導入等の資金調達に際し、小規模事業

者経営発達支援資金を活用する。また、こうした小規模事業者の取り組みを支援するた

め、「ミラサポ」等を通じて、国・県等の税制、社会保障制度改正、及び助成制度等に

ついて恒常的な情報収集と提供に努め、円滑且つ有益な利活用の促進を図る。 

 

（目標） 

事業計画を策定した小規模事業者の事業計画実施のため、定期的なフォローアップを実施

する。また、計画遂行上の課題、改善点等については、支援者たる本会と事業者との双方の

合意形成を図るよう留意し、小規模事業者の自主性を引き出し、事業計画の遂行を支援する。

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ事業者数 

-

10 10 10

 

10 10

金融支援事業者数 6 6 6 8 8 8

専門家派遣・支援件数 8 8 8 8 8 8
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
需要を見据えた事業計画の策定や実効性の高い販路開拓のために、小規模事業者の販売

する商品やサービスについて、消費者ニーズに関する需要動向調査が不可欠である。本会

では、顧客への対応の速さ・柔軟性という小規模事業者ならではの強みを活かせるように、

経営相談や販路開拓支援事業での事前調査を通じて、業界動向、商品サービス等のトレン

ド、及びユーザーニーズ等、個々の小規模事業者の課題に対応した需要動向情報の収集・

分析・提供を行う。 

 

  （現状と課題） 

    これまで本会では、経営相談や巡回指導のなかで、地域の小規模事業者等が取り扱う 

商品や製品、サービス等の需要動向調査やその情報提供は行っていなかった。そのため 

本計画では外部調査資料等を活用しながら、需要の創造、掘り起しを行う必要がある。 

 

  （今後の取り組み） 

   地域内の実態調査（お買い物調査）と並行して「マーケット・イン」の視点から各種メ

ディアが紹介する需要動向調査や業界団体が実施する観光関連調査などの情報収集を行

う。 

これらの情報は、支援事業者にフィードバックすることで、需要を見据えた事業計画の

策定が可能となる。 

 

 

 

（事業内容） 

先に記述した事業計画を策定している事業者（小売業や観光業に関連する支援対象の小

規模事業者10社）を支援するため、販売する商品や技術、提供するサービスに係る需要動

向を調査・分析することにより、これまで見過ごしてきた潜在顧客の存在を明らかにし需

要開拓につなげていけるよう情報提供および経営指導を行う。 
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（１）地域内実態調査（お買い物調査） 

当該地域の傾向について必要に応じ専門家を交えて分析する。特に、小売業の地域内

購買力を調査するとともに、観光スポット（夢大吊橋とスキー場）の観光客を中心とし

た需要動向調査を行い、集計作業・分析をした後、分析結果を小規模事業者へフィードバ

ックする。 
＜調査項目＞ 
地域内実態調査：アンケート、ヒアリングによる地区別・年代別の地域内買い物動向、

観光施設の売れ筋動向 
＜支援対象事業者＞ 
・新たに新商品開発を行う小売業の小規模事業者 
・観光客、特に海外観光客へのお土産品を扱う小規模事業者 

 
（２）消費者モニタリング調査 

商品・サービスに関するトレンドやニーズを把握するため、商談会や展示会会場での

アンケート調査やヒアリングによる方法で調査・整理を行う。 

    ＜調査項目＞ 

     消費者モニタリング：アンケート、ヒアリングによる商品・技術（価格、頻度、意見

等）のトレンドやニーズ 
    ＜支援対象事業者＞ 
     先に記述した事業計画策定事業者の中で商談会や展示会に参加する小規模事業者 

 

（３）各種需要動向情報の収集・提供・活用（外部調査資料の提供） 

① 総務省統計局の家計調査データや日経テレコンPOS EYES（日経POSデータに基づく

加工食品や家庭用品の販売ランキングを検索できる情報サービス）による売れ筋 

商品や類似商品を含めた売れ行き動向の調査・分析を実施する。 

＜調査項目＞ 

       インターネット、業界紙、日経新聞（ＰＯＳデータ）等による消費動向、新商品、

新技術、トレンド情報 
      ＜支援対象事業者＞ 
       販路開拓を計画している又は新商品開発を計画している小規模事業者 

② 観光庁の旅行・観光消費動向調査、大分県観光調査、じゃらんリサーチセンター 

の各種観光情報・ランキング等を基にした観光・宿泊実態の情報を収集する。 

＜調査項目＞ 

 商工連を通じた専門家による需要動向 
＜支援対象事業者＞ 
 主に観光・宿泊業関係の小規模事業者 

 

 （４）活用方法 
     収集した情報を整理・分析したうえで、事業計画を策定している支援対象の小規模 

事業に情報を提供するとともに、必要に応じて関係機関に提供し、情報を共有する。

また収集データは職員で共有し、巡回時の指導に随時役立たせるものとする。 
 
 （５）事業実施の期待効果 

① 消費者ニーズを的確につかむことで、商品販売戦略が明確になる。 

② 在庫管理や資金繰りにも影響して、経営改善につながる。 
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  （目標） 

業種やニーズ、課題に対応した需要動向情報の収集・分析・提供を行い、これらの情報

を事業計画策定支援の基礎情報として活用することで、小規模事業者の販路開拓、新商品

開発、新分野への参入につなげる。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

地域内実態調査事業者数 

（2年ごとに実施） - - 20 -

 

20 -

消費者モニタリング調査

回数 

‐ 2 2 4 4 4

需要動向情報の収集・提

供回数 ‐ 2 2

 

4

 

4 4

 

 

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】 
    小規模事業者の持続的発展にとって最も重要なことは「売上の増加」である。このため、

販路開拓を重点的に支援し、小規模事業者の販売力を強化する。 

小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起しに向け、多様な顧客の

ニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させるため、商談会・展示会・

即売会の開催や参加、アンテナショップ等拠点の整備を実施する。また、マスメディアや

各種広報誌等による広報、「インターネット、ＳＮＳ」等ＩＴの活用等で、地元食材を利

用した新メニュー・新商品等の開発支援および需要の開拓支援を目的に事業を実施する。

 

  （現状と課題） 

   九重町には道の駅がなく、特産品の販売窓口が観光資源の夢大吊橋に限定されること

で、販路が狭くＰＲが不十分であるため観光関連事業と併せて支援していく必要がある。

さらに、小規模事業者は、いまだＩＴ機器の活用が無い事業所や活用が不十分な事業者も

数多く存在している。 

従前より、商談会や展示会等について、小規模事業者への情報提供や参加勧奨を行って

きたが、事業主の高齢化、資金不足およびマンパワー不足などの理由から参加事業者数が

減少している。 

 

  （今後の取り組み） 

   今後は、経営相談や巡回指導のなかで、出展しやすい環境を整えるため当会の事業費等

で支援するなど販路開拓支援を積極的に提案する。そして、県・九重町・商工会連合会等

が毎年定期的に企画する商談会や特産品フェアを活用するなどして、販路開拓の実効性を

高めていく。 

   また、若手後継者を中心に、インターネット・ＳＮＳによる広報、販売等の講習会を開

催し、新たな販売手法および販売促進活動等を支援する。 

 

（事業内容） 

 （１）商談会や特産品フェアの活用 

    当会指導員は、事前に個社の強みと需要とのマッチングを図り、バイヤー情報等を事前

   に共有することで、販路開拓を目指す具体的な方向性・戦略等を明確化して商談会や特産

品フェアにのぞめるように支援する。 
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①  イオン九州「大分うまいものフェア」等、町外への出店斡旋 
最も近い大都市圏である福岡・北九州に販売ターゲットを絞り、九重特産品や自社

製品の販路開拓を目的とした出店を促す。 

対象： 小売事業者、６次産業商品を扱う事業者 

②  「むらからまちから館」（東京有楽町）への出品斡旋 
全国商工会連合会が運営するアンテナショップにおいて、本会地域の特徴ある産品

を半年間常設販売することで、地域外販売の活路を開く。 

対象： 食品関係の特産品開発事業者 

③   おおいたものづくり王国総合展への出展斡旋 
本県に蓄積された技術や製品を国内外の関連企業に広くアピールする、大分県最大

の展示会で、引き続きＰＲと販路開拓を目指す。 

対象： 工芸・特殊技術を有する事業者 

 

（２）インターネット・ＳＮＳの活用 

小規模事業者や若い世代の承継者を対象に、「インターネット販売」や「ＳＮＳ活用法」

等の講習会を実施することで、事業者の商品の新たな販路に関する情報を提供するととも

に、参加者の個別相談内容に沿った情報を収集・提供する。 

 

具体的には 

① 全国商工会連合会が運営する事業者支援システムＳＨＩＦＴの活用 
希望する事業者には、ホームページの開設・更新作業、クーポンの発行、インタ

ーネット販売のノウハウなど販路拡大につながる支援を継続的に実施する。 
   ② 「物産おおいた」サイトへの登録 

自社でネット通販等の運営が難しい小規模事業者がネットでも販売できるよう

に作られた（社）大分県物産協会が運営する大分県産品専用のショッピングサイト

登録で、地域外販売の活路を開く。 

③ ＳＮＳの活用 
一例として Facebook Page の構築から活用方法までの講習会の後、実際に使っ
てもらいながらノウハウを習得してもらうＯＪＴ方式で自社製品の広報・ＰＲ活動

の推進を支援していく。 

 

（３）新商品・新技術の開発支援 

新商品開発を目指す事業者、特に、旅館業、小売業者を中心に料理研究家などの専門家

による商品開発の勉強会を開催し、地元食材を利用した、新メニュー・新商品等の開発支

援を行う。 

また、商品のリニューアルやパッケージデザイン等の作成・刷新についても、専門家や

各種補助金の斡旋を行い、支援を強化する。 

 

（４）事業実施の期待効果 

① 商談会や特産品フェアの活用を通して、地域のＰＲや地域資源の魅力を高め、行政

やその他の機関との連携を深めることができる。 

② インターネット・ＳＮＳの活用に関して、スマートフォンやタブレット端末が普及

してきたことから、全国商工会連合会のホームページ作成ソフト（ＳＨＩＦＴ）を

利用することで新たな顧客の開拓につなげることができる。 

 

  （目標） 

 都市圏において、物産展・展示会等に出展することにより、地域資源を活用した農産物お
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よびその加工品等の販路を開拓する。 

一方、小規模事業者で展示会や商談会には時間も費用もかかることから、ホームページや

その他の媒体（スマートフォンやタブレットなど）を活用した新たな需要の開拓支援を行う。

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

展示会・商談会等の出展

斡旋、商談支援 

・出展事業者数（総数） 

・商談件数 

① 大分うまいものフェア 
② むらからまちから館 
③ ものづくり王国総合展 
 

・成約件数（総数） 

6

2

0

0

0

8

2

1

0

1

10

3

1

1

1

 

 

10 

 

3 

1 

1 

 

2 

 

 

10 

 

3 

1 

1 

 

2 

10

3

1

1

2

ＳＮＳ・全国連ＨＰ作成ソ

フトの活用 

・受注件数 - 6 8

 

 

10 

 

 

20 20

商品の改良・開発に関する

支援件数 - 1 2

 

4 

 

4 4

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

１．地域経済活性化事業 
今後の目玉となる「スポーツ・ツーリズム」に関して、平成２６年から大分県西部振興

局、九重町、九重町観光協会等と協議および調査を重ねているが、平成２７年度以降は、

実際に誘致活動を通して地域の経済活性化について推進策を練る。 

また、地域経済の活性化について、経営指導員等を構成員とする「経営支援会議」で方

針を作成し、以下の列記した事業に結び付けていくことで交流人口拡大・地域特産品販売

拡大を目的とした各種イベントおよび事業を展開し、観光・小売事業を中心とした地域経

済の活性化を図る。 

 

（現状と課題） 

   これまでは、消費拡大・にぎわい創出のための様々な催し等を実施しているが、それぞ

れの事業において、集客方法や事業の浸透度については、改善の余地がある。 関係機関

との協力関係強化を一層深化させていかなければならない。 

 

  （今後の取り組み） 

   今後は、ブランド力強化のため、九重町の特徴を活かした「食」とスポーツによる健康

をクローズアップしていく新商品の開発に取り組むとともに、観光促進の観点からは、事

業ごとに参加者増を図るための改善を行う。 
また、地域経済活性化事業に参加した事業者には、アンケート調査を実施し、集計した

内容や事業実施後の成果ヒアリング等を通じて、改善策を図れる仕組みづくりを構築す

る。  

 
   （事業内容） 

（１）主な地域経済活性化に関する商工会事業は、以下の通り。 
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① 元気創出プレミアム付き商品券発行事業 

町外への購買力流出防止策として、利便性やギフト需要に応えるため、魅力ある付

加価値を持たせた商品券を導入し、地元での購買を促進させることで地域小規模事業

者の振興を図る。  

② 特産品商品化・販路開拓事業 

地域資源を活用した特産品・土産品や地元の食材を使った「九重“夢”バーガー」

「九重“夢”ポーク丼」の販売拡大に向けた事業を引き続き行う。 

 

  

 

（２）主な地域・交流イベント（九重町・九重町観光協会・九重町飯田農業協同組合他と協働）

は、以下の通り。特に、①と②に関しては、実行委員会のメンバーとして実際の企画・運

営に携わることで、商工会と地元地域とのコミュニケーション強化を図る。 

 

① 九重ふるさと祭り 

２日間にわたる町内最大のお祭りイベントで、ステージ周りのテントでは、各種団

体、小売業者が独自の料理・Ｂ級グルメを低価格で販売提供することで、地産地消の

推進を目指している。 

② 九重“夢”大吊橋フェスタ（夏・秋・冬 開催） 

日本有数の大吊橋で、観光バスによる誘客を中心に、季節ごとのイベントを通して、

地元観光事業者と一緒になってリピータ・宿泊客の増加を目指している。 

③ 姉妹都市 佐世保おさかな祭り 

姉妹都市佐世保との相互協力で、九重ふるさと祭りでは｢海の幸｣を提供していただ

き、九重町はおさかな祭りで高原野菜をはじめとする｢山の幸｣を提供することで、お

互いの認知度を高め、小規模事業者の販路拡大を目指している。 

④ 八鹿なしか祭り 

150 年続く地元の酒造メーカー主催による地域イベントに協力して、町外からの集

客を拡大し、にぎわいと知名度向上を目指している。 

⑤ 全国源泉かけ流し温泉サミット 

九重“夢”温泉郷として、温泉を一切循環しない｢源泉かけ流し｣を謳った全国組織

のイベントで、全国各地の加盟温泉地の代表が一堂に会して温泉の効能や入浴以外の

利用方法について講演を開催する等、地域の温泉ブランド化や「にぎわい創出」を目

指している。 

 

（３）従来から継続している九重町商工会の自主運営プロジェクトは、以下の通り。 

 

① 九重検定推進プロジェクト 

九重の地元を知るための検定事業で、地元の人が知らない九重町を再発見してもら

うプロジェクトで、平成 26 年度は東飯田地区の歴史遺産・文化・食・祭り等を紹介
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する小冊子を刊行し、観光案内所で配布している。 次の対象地区を検討中。 

② フェイスブック事業推進プロジェクト 

九重町の素晴らしい｢風景｣｢お祭り｣｢食｣等を、SNS(Facebook Page)を通じて広く
知ってもらい、隠れた小さな名店等を紹介するプロジェクトで、現在は観光客を対象

に地元スイーツを写真付きで紹介している。 

   

（４）今後加速させる主な推進事業は、以下の通り。 

① スポーツ・ツーリズム推進事業（大分県・九重町・九重町観光協会と協働） 

スポーツを通した夏期合宿における宿泊客数拡大を狙った共同事業。 

② 農商工連携事業（九重町・九重町飯田農業協同組合と協働） 

      高原野菜を中心とした九重産の農産物を使った特産品の開発を通して農業収入と

商工業者の売上げ向上を目指した共同事業。 

   

  （目標） 

   既存の活性化事業およびイベントは、従来通り行うことで地域コミュニティの活性化を維

持しつつ、上記（４）の①のスポーツ・ツーリズム推進に関しては、夏の合宿団体客を中心

に勧誘することで、延べ宿泊客数を増加させる。 

 

   支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

商品券発行枚数 110,000 110,000 110,000 未定 未定 未定

イベント参加店数 30 40 40 50 50 50

延べ宿泊客数 300,000 320,000 330,000 330,000 330,000 330,000

新規特産品 品目数 - 2 2 4 4 4

    

 

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情報交換等に関すること 
 地域経済の動向、支援ノウハウ等に関して、情報交換の機会を活用し、新たな需要の開拓
を進める基盤の構築を図る。また、本計画における支援事業が円滑且つ有効に行われるよう

環境整備に努める。 

 

（現状と課題） 

   これまでも、他の支援機関とは小規模事業者に対する支援案件への対応に際し、連携を

図ってきたが、各支援機関の支援事業について十分に把握できておらず、実際の支援に活

かされていなかった。他の支援機関との連携を一層深め、事業者支援が充実且つ円滑に遂

行できる体制づくりに努める必要がある。 

 

  （今後の取り組み） 

   今後は、他の支援機関との連携をさらに強化し、小規模事業者への支援力を高めていく

他、情報交換のための会議や支援事例発表会等にも積極的に参加する。こうした活動から

得られる情報を、本会の支援ノウハウとして蓄積し、支援の場において有効活用されるよ

う努める。また、機関ごとに得意分野をしっかり把握することで的確な支援が行われるよ

う、担当者間の信頼関係を構築する。 

こうした情報収集と人間関係の構築を基に、経営課題に応じた適切な支援機関との連携

が図られ、ひいては共同支援やより高度な経営課題への対応なども可能となる。 
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（１）大分県・大分県西部振興局 

 毎年 1 回定期的に、大分県や大分県西部振興局が主催する経営指導員等の研修を通

じて、県の小規模事業振興施策及び支援事例の情報交換を行う。 

 

（２）九重町 

毎年秋に実施している町長及び町関連課長と商工会三役・青年部長・女性部長・事務

局による「行政懇談会」において、創業支援等に係る情報交換の時間を新設し、町の小

規模事業者支援施策、利活用状況、及び施策利用上の留意点について情報交換をする。

必要に応じて本計画遂行のための支援を要請する。 

 

（３）大分県商工会連合会及び県内商工会 

毎年四半期ごとに開催される事務局責任者研修会や経営指導員の広域指導課長等会

議および研修会において、各地域の小規模事業者の業況、需要動向、及び支援ノウハウ

等に関する情報交換を行う。 

 

 （４）その他支援機関 

地域の需要動向、成功事例をはじめとする支援ノウハウ等に関して、継続的な情報交換

を行うとともに、人間関係の構築を基にした適切な支援機関への「つなぎ（人的ネット

ワーク）」を増やす。 

    ① 日本政策金融公庫：  

毎年 1回、小規模事業者経営改善資金協議会で、最新の管内景況や資金需要等の金

融情勢について情報交換を行う。 

② 商工会議所：  

毎年 1回、経営指導員研修会で、各地域の小規模事業者の業況、需要動向、及び支

援の過程で生じる様々な課題や成功事例等の支援ノウハウに関する情報交換を行

う。 

③ 大分県産業創造機構：  

毎年 1回、ビジネスマッチングや商談会で売れ筋等の情報交換を行う。 

④ 立命館アジア太平洋大学：  

毎年 1回、海外情報を基にした観光客向けの商品開発等で意見交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
    中山間地域を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増してきている。 とくに小規模事業

者に関しては、消費の低迷、近隣大型店への消費の流出、円安による輸送費・原材料費の

高騰、消費者の嗜好の多様化等、様々な問題が山積している。 

    まずは、事務局内部で毎朝、朝礼・連絡会を励行し、自分たちが最近得た情報を職員全

員で共有することから始めている。 その中で各自の持ち場を越えた協力体制を構築する

施策として経営支援員等同行の巡回指導で経営指導員は中心的存在感を高め、専門的知識

を基に会員から信頼される職員となるように努力する。  

また、経営指導員のうち１名は、平成 27 年度から経営指導員になったばかりで、ベテ

ラン経営指導員と支援方針や状況について相談しながら、カルテ作成や事業計画、創業・

持続化補助金に関する支援等、ＯＪＴを通して支援・指導能力を向上させる。 

    以下に、具体的な内容を記述する。 

 

（１）経営指導員をはじめ職員は、大分県商工会連合会が主催する職務別能力研修に 2日以上、
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専門性向上研修に 3日以上参加し、苦手分野を克服する。 
 

（２）経営指導員をはじめ職員は、大分県その他各種団体が主催する研修やセミナーに参加し、

必要な技能・知識を習得する。 
 

（３）上記研修会参加後は、商工会内の勉強会を実施し、経営指導員が講師となって、組織内

でのノウハウを支援員も含めて共有すると同時に、人事異動等に伴う支援の早期立ち上げ

に対応するため、データベース化して組織的に知識・情報を蓄積する仕組みを構築する。

 

（４）地域内の経済状況等の情報共有や現在の事業の進捗状況を把握するために、経営支援会

議を毎月１回開催する。 
 

３．事業の評価・見直しをするための仕組みに関すること 
    毎年度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・見直しを行う PDCAシステムを構築する。 
前提として、大分県商工会連合会が、外部の学識経験者等で構成した評価委員会を構成

し、大分県商工会連合会内に設置するものとする。 

（下記 経営発達支援事業外部評価委員会名簿（案）参照） 

 

（１）本事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、収支状

況、支援事業者からの聞き取り調査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理事会等で検討、評価、改善策を検討して、報告書作成後、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、本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、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。 

  

（４）本会は、外部評価委員会からの成果・評価・見直しの結果を受けて、理事会等で支援方

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・見直しの結果を九重町商工会のホームページ

（ http://kokonoe.oita-shokokai.or.jp/ ）で公表するとともに、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、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 
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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 1 月現在）

（１）組織体制 

    九重町商工会の実施体制図のイメージ 

      理事会    ２３名（会長 1名、副会長 2名、筆頭理事 1名、理事 19 名）監事 2名

      事務局 

       事務局長   １名：事業の実施状況・進捗状況の管理 

       経営指導員  ２名：事業の実施 

       経営支援員  ２名：事業の実施の補佐 

  記帳指導職員 １名：事業の実施の補佐 

 

 
 

（２）連絡先 

   〒879-4601 大分県玖珠郡九重町大字右田 3157-7 

   電話 0973-76-2424  FAX 0973-76-2473 

   E-Mail info@kokonoe.oita-shokokai.or.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 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 400 400 400 400 400

 

① 経営状況等分
析事業 

 

② 経営計画策定
支援事業 

 

③ 市場調査等情
報収集・提供

事業 

 

④ 販路開拓等支
援事業 

 

⑤ 支援体制整備
事業 

 

小 計 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

200 

 

 

50 

 

 

400 

50

50

50

200

50

400

50

50

50

200

50

400

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

200 

 

 

50 

 

 

400 

50

50

50

200

50

400

（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、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 

１．経営状況分析事業 

連携先： 大分県商工会連合会、大分県、大分県産業創造機構 

・小規模事業者のもつ経営資源や財務内容に基づいた経営分析の実施 

・地域の経済動向について景況調査の実施や関係団体から提供される各種統計データの提供 

 

２．経営計画策定支援事業 

 連携先： 大分県商工会連合会、全国商工会連合会 

・専門家派遣等による経営課題の克服 

・補助事業、制度融資等の情報提供 

 

３．農商工連携事業 

 連携先： 大分県（含 西部振興局）、九重町、九重町飯田農業協同組合 

・農業生産者、生産品目リスト等の情報提供 

・都市圏の需要等に関する情報提供 

・加工場の提供 

 

４．販路開拓等支援事業 

   連携先： 大分県（含 西部振興局）、九重町、大分県商工会連合会、立命館アジア太平洋大

学（ＡＰＵ） 

  ・展示会、商談会等に関する情報提供 

  ・販路支援用Ｗｅｂシステム（ＳＨＩＦＴ）の提供 

  ・インバウンド観光推進 

 

５．スポーツ・ツーリズム推進事業 

 連携先： 大分県（含 西部振興局）、九重町、九重町観光協会 

・ホテル、旅館への現況調査 

・ホテル、旅館、合宿客へのアンケートおよび聞き取り調査 

・インフラ等整備 
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主な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丁目１−６４ 大分県中小企業会館 5F 
  ☎ 097-534-9507 
  （役割）・経営発達支援事業全般にわたる連携 

      ・経済、経営情報の提供 

      ・専門家派遣 

      ・小規模事業者支援全般に係る支援 

      ・経営発達支援事業に関する外部評価委員会の設置および運営 

 

・大分県（西部振興局）局長 広沢 稔 

  〒877-0004 大分県日田市城町１丁目１−１０ 
  ☎ 0973-23-2200 
  （役割）・スポーツ・ツーリズム推進事業 

      ・商談会等の情報提供 

      ・補助事業の実施 

 

・九重町 町長 日野 康志 

  〒879-4803 大分県玖珠郡九重町後野上８−１ 
  ☎ 0973-76-2111 
  （役割）・スポーツ・ツーリズム推進事業 

・地域活性化協議会（仮称） 
・農商工連携事業（商工観光課、農林課） 
・補助事業の実施 
・創業支援 

 

・日本政策金融公庫（別府支店）別府支店長 谷口 昌次 

  〒874-0924 大分県別府市餅ケ浜町１５３ 
  ☎ 0977-25-1151 
  （役割）・各種融資等の実施 

      ・ビジネスマッチング情報等の提供 

      ・創業支援 

 

・（公財）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 ソフトパークセンタービル 
  ☎ 097-533-0220 
  （役割）・講師、コンサルタントの派遣 
      ・ビジネスマッチング情報等の提供 
      ・商談会等の情報等の提供 
      ・創業支援 

 

・九重町観光協会 会長 小池 由明 

  〒879-4601 大分県玖珠郡九重町大字右田７１４－２８（豊後中村駅） 
  ☎ 0973-73-5505 
  （役割）・スポーツ・ツーリズム推進事業 

      ・地域活性化協議会（仮称） 
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・九重町飯田農業協同組合（ＪＡ九重町飯田）代表理事組合長 時松 信康 

  〒879-4911 大分県玖珠郡九重町田野１６２４−２１ 
  ☎ 0973-79-2011 
  （役割）・農商工連携事業 
      ・地域活性化協議会（仮称） 

 

・立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ） 学長 是永 駿 

  〒874-8577 大分県別府市十文字原１−１ 
☎ 0977-78-1111 

  （役割）・海外観光客向けのお土産商品および販路開拓に関する意見提供 

      ・インバウンド観光推進への協力 
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連携体制図等 

 

 

 


