
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 「玖珠町商工会（法人番号 6320005007399）」 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

 

目標 

 大分県の山間部に位置する玖珠町は、年々少子高齢化が進むと共に人口減少も

顕著となっている。旧来の商圏範囲内の消費購買人口も減少の一途を辿っている。

その様な中で、玖珠町を軸とする 100 ㎞圏内に福岡市、久留米市、鳥栖市、大分

市、日田市などの中・大都市が位置している。これらの都市部を流通市場と捉え、

玖珠町の特産品等を利活用した商品・製品開発を行い、販路拡大を行う。その為

には、県や町の行政機関、関係団体と連携を密にし、小規模事業者の持続的発展

のため、伴走型の支援を積極的に行っていく。 

 

事業内容 

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】 

小規模事業者を中心とした景気動向調査を実施して、景気観を探り記帳等によ

るデータから経営指標を抽出して、係数的な景況調査を行い地区内の景気につい

て総合的に判断する。 

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状況の把握・分析を行い経営資源の内容やノウハウを活か

した需要開拓、専門家派遣による新規事業展開や商品の高付加価値化等の支援を

行いビジネスプランに基づく経営を推進していくための経営状況の分析を行う。 

 3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 個別事業所の課題抽出と解決のための事業計画策定について、経営支援プログ

ラム等を活用し、その計画実行のために伴走型支援を行う。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

創業支援及び創業後のアフター支援を行うと共に、第二創業者支援と企業の経

営革新について支援を行う。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者が、販売する地元の特産品や原材料を活かした商品や技術、提供

する役務に係る需要動向を調査・分析し、需要開拓につなげ情報の提供を行う。 

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】 

販路開拓に資するセミナーの開催や商談会等への参加支援と新たな商品などマ

スコミを通じて情報提供を行い認知度の向上を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域経済活性化委員会（仮称）を立ち上げ行政や住民が一体となった地域経済に

波及効果のあるイベントの開催で、賑わいの創出や消費・購買拡大での地域経済

の活性化を図る。 

 

連絡先 

〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足 125-1 

玖珠町商工会 

TEL0973-72-1211/FAX0973-72-5712 

HPアドレスhttp://www.kusu-shokokai.jp/ 

Eメールアドレス info@kusu.oita-shokokai.or.jp 

 

http://www.kusu-shokokai.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 

【当地域の現状と課題】 

１．玖珠町の現状 
玖珠町内には、ＪＲ久大線（豊後森駅、北山田駅）がとおり、主要幹線道路として東西に大分自動車道（玖

珠ＩＣ）、国道 210 号線、南北には国道 387 号線がとおり、福岡・北九州・熊本へ 90 分圏内、大分市には 60
分圏内に位置する交通の要衝となっている。 
玖珠町は、JR 豊後森駅を中心に森駅通り商店街、春日町商店街・病院、国道 210 号線には大規模店舗や病

院・学校があり、アパートなども多く、宅地造成も盛んである。また、玖珠 IC 近くに健康福祉ゾーンとして

保健センターや老人福祉会館、工業団地造成予定地近くには体育施設としてＢ&Ｇ海洋センターがあり、国

道 210 号線沿いには平成 26 年 3 月に総合運動公園が完成した。また、玖珠町には各地区に自然系観光資源や

歴史的遺産があり、特に近代化産業遺産である「旧豊後森機関区扇形機関庫や転車台」については、貴重な

観光資源であり、重要なまちづくり資源として有効活用し、祭・イベントなども実施されている。また、グ

リーンツーリズムによる農村民泊体験が北九州市の中学生を中心に活発化しているほか、特産物を販売して

いる道の駅「童話の里くす」「慈恩の滝くす」により、観光物産の拠点ができている。 
玖珠町の人口は、10 年前と現在を比較し約 13.8%と大きく減少しており、高齢化率も 34.4％を超えるなど、

過疎、高齢化が進展し、買い物弱者の増加や購買力が低下している状況である。 
 
２．商工業の現状 
このような環境下にある町内の商工業者は、他の地域同様に少子化、高齢化の影響を受け、地域の事業所

は大変厳しい経営状況を強いられている。管内の小規模事業者数も 26 年度経済センサス－活動調査／（24
年度対比）1.8％減少し、商工会員数も 29 年度当初、542 会員数／（18 年度末、621 会員数）対比 79 会員数・

12.7％も減少している。その脱退は事業主の高齢化と地域の人口減少により事業が維持できなくなったため

の廃業であり、近年においては、事業者の高齢化による廃業も増加傾向にあり、脱退者のうち 54.4％が廃業

による事業廃止である。そのため廃業を減少させるための策として事業承継やマッチングで事業存続が可能

かを検討する必要がある。 
 

※九州における玖珠町の位置を表示する。     ※玖珠町から半径 100 ㎞圏内の位置を表示する。 

 

 
 
※人口・世帯数の推移 
玖珠町 HPより 

 平成 19 年 3 月 31 日 平成 29年 3 月 31 日 対比 

世帯数（戸数） 6,867  6,700 △167（△2.4%） 

総人口（人） 18,503 15,954 △2,549（△13.8%） 
 

※玖珠町の事業者数の推移 
経済センサス－活動調査による事業所数 

年度 平成 24 年度 平成 26 年度 対比 

商工業者数  805  789 △16（△2.0%） 

小規模事業者数  662  650 △12（△1.8%） 
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小規模事業者を取り巻く現状と課題 
 

玖珠町の人口は、現在 17,000 人を割り込んでいる。年々人口減少が進み、歯止めが掛からない状態

が続いている。玖珠町の総合計画では、平成 32年の将来人口を 14,133 人と予想している。町内には、

高校が 1校あるが、大学、短大、専門学校等の進学校が無く、大分市・福岡市・北九州市・関西・関東

方面へと進学せざるを得ない。 

また、都市部の進学校を卒業した玖珠町出身の学生は、そのまま都市部へ就職することが多く、卒業

後に U ターンして地元企業へ就職し、玖珠町に定住する人たちは少なくなっている。これらの要因も、

玖珠町の人口減少及び若年者が定住しない原因の一つになっている。この状態で推移すれば、玖珠町の

「年少人口」「生産労働人口」の減少および「老齢人口」の増加が確実に予想される。 

玖珠町には、昭和 39 年に陸上自衛隊の玖珠駐屯地が開設され、西日本最大規模の日出生台演習場が存

在している。ここに勤務する自衛隊員は 600 名を超え、多くは玖珠町内に定住している。この 600 名を

超える隊員数とその家族を含めた定住者凡そ 2,000 名の波及効果は、地元経済並びに地域活性化へ大き

な好影響を与えている。 
 

商業面における課題としては、中核スーパーの進出をはじめ町内の基幹道路に郊外型チェーン店が数

店進出しており、旧来からの既存小売商店に大きな打撃を与えている。具体的には、売り場面積 1,000

㎡を超える郊外型店舗が 5店舗あり、この 5店舗の合計売り場面積は約 17,000 ㎡ある。また売り場面

積 1,000 ㎡に近い店舗が別に 3店舗ある。 

一方、玖珠町内の既存の小売店の売り場面積合計は 30,000 ㎡強である。基幹道路沿いに進出してき

た郊外店の売り場面積は、玖珠町全体の売り場面積の約 67％を占めている。これら郊外店は、数年の間

に相次いで進出してきたため既存の商店は対抗策が無いままその進出による打撃を真正面から受けて

いる。 

 

小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

《玖珠町第５次総合計画 基本計画より抜粋》  

（産業の振興） 

現状と課題 

・幹線道路沿線等への大規模小売店の出店などにより、全国的に商店街の衰退など地元商業の活力低下

が指摘される中、本町も豊後森駅前地区をはじめとして従来からの沿道型の商業集積地は空き店舗が目

立ち、活気を失っている。 

・玖珠町では、街並み整備やセーフティネット等による融資を通して経営支援に努めていますが、依然

として厳しい状況が続いている。 

・商業については、住民アンケート調査では、住民の「重要度」は髙いものの「満足度」は低く行政、

商工会、商業者が一体となって、新たな政策の枠組みを検討する必要がある。 

（基本方針） 

商店等の活性化や経営支援を通して、賑わいのある商業の推進に努める。 

（取組内容） 

個性ある商店の活性化 

 活気あふれる商業環境の整備と地域に根ざした小売業やサービス業の育成を図るため、商工会との連

携による経営革新・住民ニーズの調査等を進めるほか、地元特産物を流通ルートに乗せるための組織づ

くりや都市基盤の整備も含めた中心市街地としての活性化対策の検討を進める。 
 

（観光の振興） 

現状と課題  

・玖珠町には各地区に自然系観光資源や歴史的遺産があり、祭・イベントなども実施されている。 

また、グリーンツーリズムによる農村民泊体験が北九州市の中学生を中心に活発化しているほか、道の

駅「童話の里くす」「慈恩の滝くす」により、観光物産の拠点が整備されている。 

・大分自動車道玖珠ＩＣが町中にあるため、利便性が高く、福岡都市圏から１時間 30 分、北九州市か

らでも２時間と比較的近距離にあることから、観光産業への期待は高いものがある。 
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・観光案内板やパンフレットも平成 22 年度に取り組みがおこなわれているほか、おみやげや名物料理

として、かりんとう等の加工品や豆腐製造の開発・育成が行われています。・町内にはウォーキングコー

スが６コースあり、歴史・文化をつなげるコースの充実を図っている。 

・観光の振興は地域の活性化やイメージアップにつながるため、このような町での取り組みを踏まえて、周

辺市町村との広域連携による観光ルートの開発、観光拠点の整備、観光推進体制の強化などを図り、自然と

歴史・文化にふれあえる魅力ある観光地づくりを推進する必要がある。 
 

（基本方針）  

地域資源を活かした個性的で魅力ある観光地づくりを進めるとともに、グリーンツーリズムを中心に滞在

型・宿泊型の観光地を目指し、観光施設間ネットワークや観光ルートの設定による観光資源の活性化を推進

する。 
 

（取組内容） 

グリーンツーリズムなど玖珠町らしさを出した観光メニューの推進やこれまでの農村民泊の実績を活かし

て、農村民泊・農業体験の一つの流れを通して、農業を活かしたまちづくりを一層強化していきます。 

 また、恵まれた自然環境を活かしたウォーキングによる健康づくりと文化財めぐり等を結びつけたメニュ

ーや総合運動公園の活用を図るメニューなどによって構成されるスポーツツーリズムの検討を進める。 

（特産物等との連携による観光産業の活性化） 

特産品や土産品を製品化して販売し、地元食材を使った郷土料理の創出など、観光と食「農業・畜産業・

林業」の連携強化に努め、玖珠町ブランドの確立、推進を図る。 

 福岡都市圏への産地直送市の開催等を通して、消費拡大と市場開発、流通体制の確立に向けての取り組み

を進める。 
 

（恵まれた自然環境や観光素材の磨き上げと広域的観光ルートの整備） 

恵まれた自然景観の保護や育成と玖珠町に暮らす住民が「住んで良かった。知人、観光客に知らせたい。」

と思えるような観光素材の磨き上げを推進し、道の駅と特産品を結んだ「食」の観光、各種イベントなどと

日田玖珠地域の観光資源を結ぶなど、広域観光拠点のネットワーク化と広域観光ルートの整備を図る。 

 特に、近代化産業遺産である「旧豊後森機関区扇形機関庫や転車台」については、貴重な観光資源であり、

これまでの住民の皆さんの保存要望やご提案等を重視し、重要なまちづくり資源としての有効活用について

検討を進める。  
 

【経営発達支援計画の具体的目標】 

玖珠町のビジョンと当会の役割、小規模事業者の抱える課題を通して、当会の事業方針を以下の通り定める。 

（中長期事業方針） 

当会は、小規模事業者の経営課題の解決に努め、かつ、他機関との連携を深め、六次産業化、経営革新計

画の推進及び販路開拓、販売促進、魅力あるまちづくりを通して小規模事業者の経営持続化に寄与する。 

（目標と取組方針） 

①小規模事業者の経営基盤の強化 

・小規模事業者の事業承継、資金繰り、雇用、財務体質の改善等の経営に係る諸課題を迅速かつ的確に解決

するため、調査、分析、事業計画の策定等を通して関係機関と連携し経営基盤の強化を支援。 

②地域資源を活かした新分野への事業展開の推進 

・玖珠町には大分を代表する特産品である“くす米”や“くす牛”など地域資源が豊富である。 

これら農水産物を活用した新事業の推進（経営革新計画、創業・第二創業支援）、第一次産業から六次化へ

の展開支援（六次産業化認定支援） 

・新商品開発、販路開拓、販売促進のための支援体制の構築、推進（小規模事業者持続化補助金、ものづく

り補助金等の活用） 

③地域賑わい創出事業の実施による入込客数の増加とにぎわい創出 

・2009 年に経済産業省の「近代化産業遺産」に認定された“旧豊後森機関庫”を活用した「機関庫まつり」

の実施。この機関庫は、九州の中でも熊本県人吉と玖珠町だけの２か所となり、稀有な存在となっている。

商工会では平成 23年 6月に“機関庫”の名称を商標登録し、ブランドイメージを高めている。  

・玖珠祇園大祭の開催 
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（参考資料） 

・商工会員の推移 

事業の衰退と共に、事業所の減少から商工会会員の減少へ関連する。 

昭和 60 年代の好景気を背景に会員数 700 強をピークに年々減少傾向 

特に平成 20 年代に至ってからの減少傾向が顕著化してきている。 

年 会員数 

昭和 60 年 703 

平成元年 682 

平成 10 年 694 

平成 15 年 629 

平成 18 年 621 

平成 20 年 615 

平成 23 年 571 

平成 29 年 542 

※資料；各年度通常総代会議案書より抜粋 

 

 

 
（参考資料）  

・玖珠町の産業別小規模事業者数 
産業 小規模事業者数（24 年） 小規模事業者数（26 年） 増減（26 年－24 年） 構成比（26 年センサス） 

農業、林業、漁業 20 25 5 3.8% 
建設業 81 77 △4 11.9% 
製造業 40 43 3 6.6% 
情報通信業、運輸業 19 17 △2 2.6% 
卸売・小売業 192 182 △10 28.0% 
金融・保険業 12 10 △2 1.5% 
不動産業 37 37 0 5.7% 
宿泊、飲食業 101 112 11 17.2% 
生活関連サービス業 93 87 △6 13.4% 
その他サービス業 67 60 △7 9.2% 

合計 662 650 △12 100.0% 

出典：平成 24 年経済センサス（活動調査）、26 年 経済センサス（基礎調査） 
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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 30年 4 月 1 日～平成 35 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】 

（現状と課題） 

当会における地域経済動向の調査は、日本政策金融公庫の景気動向調査報告書を活用し、大分県内の経

済動向や業界の動向を把握している。また、当会の理事会、部会、委員会等の組織内会議により、玖珠町

における経済動向の情報収集を行ってきた。また当会の窓口相談及び巡回訪問にて事業者をヒアリングし、

事業者の生の声を聞いてきた。 

しかしながら、これまで地域における経済動向の分析が十分にできてなく、また小規模事業者の経営支

援に必要な情報を適宜提供できる体制ではなかった。 

そこで、地域内の経済動向を把握するため、主要業種別に経営支援チーム（経営指導員、経営支援員）

を中心に聞き取り調査を実施し小規模事業者の現状から域内の経済動向を把握し小規模事業者の事業計画

策定や販路開拓等への指導助言に活用する。 
 

 

（事業内容） 

（１）小規模事業者を対象にした景気動向調査の実施【指針③】 

当会で事務委託を行っている記帳機械化受託事業所を主体に４０企業（建設業６企業、製造業３企業、

小売業１３企業、飲食業８企業、サービス業６企業、農産品販売業２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し、四半期毎

の調査結果については、（2）の結果を踏まえて会報で公表すると同時に業種別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。

前年度比較も含めて調査する。                                                       
 

 

（２）行政機関、関係団体が公表するデータの調査、分析 

まち・ひと・しごと創生本部地域経済分析システム（RESAS）や総務省経済センサスや、玖珠町商工業

統計調査データを活用し、玖珠町への観光人口、滞在時間、観光消費額、開廃業率等を年１回調査、分

析する。なお、調査結果は、当会でデータベース内に保管し、小規模事業者の事業計画策定支援におけ

る外部環境分析や来店客数を増やすための販売促進策を検討する等の場合に提供する。 
 

 

（３）地域経済に関する調査内容の報告 

地域経済に関する情報の調査を分析した結果について、当会が発行する広報紙面掲載（年４回）及び

当会ホームページにより公表（随時）し、小規模事業者に地域経済の状況を報告する。 
 

 
                                

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

景気動向調査企業数 未実施 40 40 40 40 40 
景気動向調査回数 未実施 4 4 4 4 4 
景気動向等調査結果報告 未実施 4 4 4 4 4 
 

（効果） 

情報収集と分析結果は、経営資源が不足して十分な情報収集や調査ができないと考えられる小規模事業

者に対し、必要に応じ地域経済に関する調査情報の提供を行い、経営分析等に活用することで業種や事業

規模に即した事業計画を作成することができる。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 （現状と課題） 

当会では、主に小規模事業者持続化補助金等の補助金申請支援、日本政策金融公庫の小規模事業者経営

改善資金等融資斡旋において経営状況の分析を行っている。  

こうした経営状況分析は、資金繰りの厳しい事業者が新たな融資を受ける際や条件変更を希望する際な

どに必要な経営改善計画書の作成に必要な財務分析がほとんどであり、近年その取扱いは減少傾向にある。

また、記帳機械化受託事業者の内、経営改善が必要と思われる事業者を抽出し、経営計数分析表、貸借構

成図表、損益構成図表、月別売上実績表、損益分岐点図表等を活用して年間数社の経営分析を行っている。

しかしながら、事業者側は経営分析の必要性についての認識があまりなく、分析結果についても理解度が

深まっていないのが現状である。 

今後は、新商品開発・新サービス提供での販路拡大や経営資源の活用強化に積極的に取組む小規模事業

者を支援するために、経営分析とは何かを学ぶセミナーを年複数回実施すると共に経営状況の分析から自

社の財務状況や強み・弱みなど現状を深く知り有益な事業計画策定が持続的発展に欠くことのできないも

のと認識する事業者を増やすことが必要である。 

(事業内容) 

（１）経営分析啓発セミナーの開催 

小規模事業者の経営分析に対する知識と必要性等に関するセミナーや経営資源や財務の内容を効果的に

把握するための支援を内容とする実践的な研修セミナーを開催し経営分析や事業計画の必要性について

の啓発支援と共に小規模事業者の経営課題抽出等に対する支援を行う。 
 

（２）経営分析の対象及び経営分析の方法 

①対象事業者の掘り起こし・絞り込み：景気動向調査及び経営分析啓発セミナー参加事業所並びに経

営指導員の巡回、窓口相談により経営改善や経営計画の策定が必要と思われる事業所を経営分析対象事

業所名簿へ登載し区分し整理を行う。 

②経営分析項目・方法 

（ア）【定量分析】問題点や課題を明確にするため経営指導員が財務分析（収益性分析、生産性分析、安

全性分析、債務償還能力、成長性分析、損益分岐点分析の 59 項目からその企業に必要と思われる経営

指標を抽出して分析）を行い、数値データから小規模事業者の経営改善や経営計画策定へと活かす。 

【定性分析】小規模事業者の経営資源の分析・評価をＳＷＯＴ分析手法を用いて事業所の内部環境

（強み、弱み）、外部環境（機会、脅威）を把握し、質的データとして小規模事業者の経営改善や経営計

画策定へと活かす。 

（イ）経営支援チーム（経営指導員、経営支援員が連携）が、初期段階からの経営分析を行い分析結果 

を整理し経営資源・経営課題・経営改善手法を報告提案し、事業所の経営状況を経営者と共有する。 

また、専門的な知識を必要とする経営課題や強みを活かし伸ばす経営資源の有効活用については、大 

分県商工会連合会、大分県産業創造機構の専門家派遣事業の利用や「ミラサポ」「よろず相談拠点」のコ 

ーディネーター等との連携により分析を行い、分析結果を分かりやすく解説し、小規模事業者の財務内 

容強化、課題や経営資源の整理から小規模事業者の経営改善や経営計画策定をより効果的に支援を行う。 

 ③当会が行う経営分析は分析の精度向上を考慮し対象事業所と伴走型で行うので、分析経過や結果を 

ダイレクトに個社へフィードバックできる、また、業種別に集計データを纏め事業計画策定支援へ有効 

に活用させる。これらにより、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。 

［目標］ 

経営分析は、3年後に各経営指導員（3名）が、年間 12 社の実施を目標とする。 
 

 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営分析件数 4 社 15 社 25 社 36 社 36 社 36 社 

啓発セミナー開催回数 未実施 2 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

啓発セミナー参加者数 未実施 10 名 20 名 30 名 30 名 30 名 
 

 

（効果） 

経営分析啓発セミナーで知識を習得して、参加者自らが経営資源や財務の内容等自社の経営状況を分

析・把握することで、その結果を事業計画の策定や販路開拓等につなげることができる。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

本支援内容については、上記２（経営状況の分析）に記載した通り小規模事業者からの金融斡旋や小規

模事業者持続化補助金等の申請時に、これらの申込みに必要とされる事業計画の策定を実施していたのが

現状である。 

今後は、前項で実施した経営分析で明らかになった現状の課題を解決するため上記１（地域の経済動向

調査）・２（経営状況の分析）・５（需要動向調査）の結果を踏まえ事業計画策定及び事業の実施支援を金

融機関等と連携して伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
 

（事業内容） 

現状での経営の近代化や経営革新認定及び BCP 作成支援には専門家派遣を活用し、小規模事業者からは

大変好評をいただいている。このことから、事業計画策定・実施支援についても大分県商工会連合会や地

区内金融機関及び大分県よろず支援拠点等との連携を図り、専門家派遣の活用を積極的に推進し下記の項

目に取り組む。 
 

（１）事業計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催により事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り

起しを行う。 
※商工会 HP、商工会報、町報、有線放送などにより、小規模事業者へ周知する。 

 

（２）巡回窓口相談、記帳指導や業種団体会議等において、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、

計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。特に特産品開発や IT活用を検討する小規模事業者に

対しては、経営指導員による巡回訪問を強化し重点的な指導助言を実施するなど、事業計画策定を積極

的に支援する。 
 

（３）金融斡旋や労働保険等の相談指導及びものづくり補助金や持続化補助金の申請時に事業計画の策定支

援を行う。また、事業計画の策定が条件となる日本政策金融公庫の低利融資「小規模事業者経営発達支

援融資制度」を広く PR することにより事業計画策定の重要性と優位性を周知し、融資希望者に対しては

制度活用にあたっての事業計画策定支援を行う。 
 

 

（４）創業・第２創業（経営革新）、事業承継支援 

①創業支援 

玖珠町における平成26年度創業相談者は5件程度であり、実際の創業者数は3事業所にとどまった。

今後は、創業者数を拡大するために商工会に相談窓口を開設する。また、大分県商工会連合会と連携

しながら創業支援セミナーを開催し、創業希望者の経営ノウハウの習得を図り創業計画の策定支援を

行う。また、産業競争力強化法に基づく玖珠町の創業支援事業計画における町内の創業支援機関とし

て、相談対応及び専門家派遣等の支援に取り組む。創業後も定期的に事業所へ巡回訪問を行い伴走型

の支援を実施し課題解決を図る。 
 

②第２創業（経営革新）支援 

巡回指導において支援ニーズの掘り起しを行い第２創業（経営革新）への取り組みが可能と判断で

きる場合は、専門家派遣等を活用した計画策定支援を行う。 
 

③事業承継支援 

  巡回訪問時に事業承継支援希望者を把握し、大分県商工会連合会の専門家派遣（税理士等）を活用

し事業承継計画書の作成支援を行う。 

 
 

 

（事業計画策定支援） 

［目標］ 
 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
セミナー・個別相談会開催回数 未実施 2 2 2 2 2 
事業計画策定セミナー参加者 0 20 20 20 20 20 

専門家派遣回数 6 12 12 15 15 15 

事業計画策定事業者数 4 15 20 25 30 35 
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（創業・第２創業・事業承継支援） 

［目標］ 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
セミナー・個別相談会開催回数 未実施 2 2 2 2 2 
創業・第２創業・事業承継計画策定支

援者数 4 4 4 4 4 4 

専門家派遣回数 5 8 8 10 10 10 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後は、経営の持続、発達に有益な情報の提供及び活用支援のため継続したフォローアップ

を行う。 
 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後や創業後のフォローアップとして、四半期毎に事業所を巡回訪問し進捗状況の確認の

結果、計画遂行における課題、問題点が見つかった場合は、必要に応じてミラサポの活用、よろず支援拠

点の活用等により課題解決のための支援を行う。 

（２）創業後は、経営指導員によるフォローアップや地域の金融機関・税理士等との連携を図り、伴走型の

支援を実施する。 

（３）国、県、玖珠町の行う支援策等を情報提供し活用するためのフォローアップを実施する。 
 

 ※フォローアップ支援内容は創業・第２創業・事業承継計画策定者に共通して、ＰＤＣＡを実施し進捗 

管理を行い個々に必要とされる課題抽出・解決のための伴走型支援とする。 

［目標］                           

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
事業計画策定に係るフォローア 
ップの回数 16 76 156 240 300 360 

創業に係るフォローアップ回数 16 32 48 48 48 48 
※事業計画策定及び創業支援者に対し初年度より 3 ケ年フォローアップする。 

※事業計画策定及び創業支援に係るフォローアップの回数 

 目標数カウント算出根拠：例）30 年度 76 回（現状 4 事業所×4 回＝16 回＋30 年度 15 事業所×4 回＝60 回） 

 現状４事業所の 16 回は 31 年度まで通算、30 年度 15 事業所の 60 回は 32 年度まで通算する。 

 創業支援フォローアップも同様。 

※目標件数については、毎年の計画見直しの際に件数も含めて修正する。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

今まで需要動向に係る調査については実施してこなかった。小規模事業者の経営力強化を支援するため

消費者の需要動向を調査する体制の確立が課題である。 

今後は、地域資源を活用し販路拡大を目指す事業所（業種は、飲食業、製造業を中心とする）が取扱う

商品、品目等の需要を調査し商品開発や新メニュー開発に反映させ「売れる商品づくり」を推進していく

必要がある。現状では、商談会や展示会への参加事業所が少なく、町内の道の駅への出品のみが大半であ

ることから販路開拓を積極的に行う事業所を増やし、既存商圏内での需要動向調査・分析をし商品等の評

価を行い、販売戦略・事業計画作成への個社支援を強化し小規模事業者の売上高、利益率向上を図る。 

 
 

（事業内容） 

小規模事業者が販売する商品や技術、提供する役務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を行い、小規模

事業者の持続的発展を促し、既存及び潜在需要の開拓を支援する。 
 

（１）個者支援対象事業者毎の地域資源であるくす米（米粉）、しいたけ、豊後森機関庫等を活かした商品

やメニューなどを販売する商品又は役務について、既存商圏内にある商業施設に於いて商品やサービスの需

要動向調査を行い（調査項目: 品目、品質、内容量や価格、デザイン等の他、商品・サービス等への感想や
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要望）、自社開発商品及び提供するサービス内容の検討材料とする。調査結果は商工会に於いて取りまとめ

を行い、個別に巡回等伴走型支援の中で提供する。 

具体的な実施方法 

 ・だれが・・・事業計画及び創業計画策定支援事業者の内特産品等開発に意欲的に取組む者を抽出。 

 ・どこで・・・町中心部にある町内資本の大型商業施設又は町の玄関口となる道の駅くす。 

 ・どのように・・・対象事業者自らが試飲・試食を提供し消費者の反応を感じながらアンケートによる 

          対象品目等の調査を行う。（１事業者当たり 50サンプルデータ取得） 

         調査結果は、商工会事務局で集計・分析し全体及び個者データ毎に纏めフィード 

バックし原材料の選定、既存商品のブラッシュアップ、新商品等開発を支援する。 

 

［目標］個者支援 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
需要動向個別アンケート調査 

（個者支援数） 
0 6 9 12 15 18 

 
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】 

（現状と課題） 

当会では、全国商工会連合会や大分県商工会連合会の開催する物産展や商談会を対象事業者に案内して

いる。しかし、現状では、物産展や商談会等に参加する事業者数が少なく県内外へ効果的なＰＲが出来て

いない農産加工品が数多く存在する。 

当地域は、零細業者が多く営業力が不足している。販路開拓と売上拡大が課題であり事業計画策定に取

り組む事業者への支援を行うなかに於いて、特に玖珠町オリジナルの新商品開発、既存商品のブラッシュ

アップ、販路開拓・拡大を推進し「玖珠町ブランド」を確立させ新市場・新需要開拓への支援を行う。 
 

 

（事業内容） 
 

（１）小規模事業者が新市場等の開拓や販路需要の拡大を展開するため、大分県商工会連合会やその他

支援機関が主催する商談会及び展示会へ農産加工業者等の参加を促進し販路開拓を図り人的資源が不足す

る小規模事業者には、職員が事業所別にバイヤー向けのＦＣＰ商談シートの作成や展示手法、商談ノウハ

ウ提供など事前準備から、見積書提出依頼への対応といった商談後のフォローまでサポートに入るなど支

援を事業所毎に行う。 

支援対象者の選定については、需要動向調査対象事業者の内、町外への積極的な販路開拓を目指す事業

者又は商品開発の品目で玖珠町ブランド化に貢献すると考えられるモノを取扱う事業者を選定し伴走型支

援の効果をより享受できる事業者とする。 

以下の商談会・展示会等への出展及び出品を推進し農産加工品等の特産品の認知度の向上及び販路開拓

を図る。 

 
 

  大分県 : 県産品求評・商談会  イオン九州との商談会及びおおいたフェア出展 

    求評・商談会それぞれの特性を職員が十分理解し、イベント毎に合った事業所へ参加を促すことに 

より参加事業所数増加を図る。また、出展目的等も明確にしてもらい効果あるものとする。 

BtoB では、商品・サービス力向上のほか、ＦＣＰシート作成スキルや活用、折衝方法などの向上 

を図り、且、商談契約件数増加を図りその後のフォロー支援も行う。 

BtoC では、出店前、当日、出店後の 支援から販売状況等の分析などにより商品開発・販売方法等 

   含めた改善を行い新たな販売戦略策定支援を行う。 

 
  

  全国商工会連合会 : アンテナショップ「むらからまちから館」（東京・有楽町）への出品 

    都市部の顧客へのアプローチ及びニーズ把握が可能となり、新商品開発や既存商品ブラッシュアッ 

   プへ売上高等向上への有益な情報を得られ、且、効果的に玖珠町ブランドのＰＲを行える。 

    出展前支援から当日及び出展後・クロージングまで事業者へ密接な支援を行う。 
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［目標］ 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
求評会・商談会に向けての個社支援数 2 5 10 10 15 15 

商談件数 1 3 5 5 7 8 

アンテナショップ出店事業者数 0 1 2 2 3 3 
アンテナショップ出店での個者目標売上高 

（万円） 0 10 20 20 30 30 
 

 

（効果） 

個者への求評・商談会出展支援により、バイヤーや消費者と直接触れ合う機会を創出することで、販路

拡大や商品のブラッシュアップができる。加えて、業者間取引の拡大により持続的な経営の取り組みと商

品の露出増加が図れる。 

 

 
 

                  

 

 

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とブランド化 

 

（現状） 

  玖珠町内には、JR 久大線の蒸気機関車の保守点検の要となる旧豊後森機関庫（2009 年に経済産業省の

「近代化産業遺産」に認定される。）をはじめ、国指定名勝である豊後森藩主久留島の築造による旧久留

島氏庭園、森藩主久留島氏の子孫にあたる「日本のアンデルセン」と称された童話作家久留島武彦氏の久

留島記念館など貴重な文化財や建造物が点在しており、玖珠町自体が風光明媚な自然環境に取り囲まれて

いる。 

観光面の観点からも地域経済活性化に利活用できる資源は多くある。玖珠町の基本計画にも、「近代化産

業遺産である旧豊後森機関区扇形機関庫や転車台については貴重な観光資源であり、重要なまちづくり資

源として有効活用について検討を進める。」と記述されている。今後も機関庫跡地の整備事業として、機関

庫入口付近の道路拡幅工事や駐車場整備、旧国鉄時代の作業用建物のリニュアールなどの整備工事が順次

に推し進められ、多くの来場者が来町されることが予測される。 

（課題） 

これらは、観光資源を限りなく有効活用することが喫緊の課題となっている中において、個々の観光資

源を担当する玖珠町・玖珠町観光協会・その他の関係部署などの多様な機関が互いに密接に連携し相乗的

な効果をもたらす一本化された組織の立ち上げが、待たれる。 

 

（事業内容） 

「地域経済活性化委員会（仮称）」を立ち上げ行政や住民が一体となって、地域経済に波及効果のあるイ

ベントを開催し、賑わいの創出や消費・購買拡大による地域経済の活性化を図る。 

また委員会を年 2回開催し地域活性化の方向性について検討し、玖珠町の地域（観光）資源を活かした

新しい観光の創出や更なる交流人口の増加を図る。 

具体的には、玖珠の特産品である“くす米”や“くす牛”などを観光資源と結び付け農業関係者と連携

し町内の小規模事業者が新たに開発した特産品や商品、農産加工物の展示即売や PR が出来る機会を確保し

玖珠町のにぎわいを創出するとともに、地域ブランド化を支援する。 

また、下記の（１）、（２）の地域のイベント開催時においても商品の販路の場所を提供する。 
 

（１）機関庫まつり 

機関庫まつり実行委員会は、商工会の外部組織で構成し、機関庫まつりを毎年 10 月の鉄道の日に関連さ

れ開催している。 

開催場所は、旧豊後森機関庫跡地で行い来場者に旧豊後森機関庫の再認識をしてもらっている。 

このイベントには、県内外から凡そ 12,000 人の来場者が訪れ大変賑わう。 
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（２）玖珠祇園大祭 

玖珠祇園大祭の実行委員会は、商工会の外部組織で構成し毎年 7月に開催している。 

この大祭は玖珠町内の各地区で古くから行われていた祇園祭を、玖珠町中心部（塚脇地区、帆足地区）

に一同に集結させて、より一層その豪華絢爛さを醸し出すことにより今では、玖珠町の夏の風物詩となっ

ている。 

このイベントには、町内外から凡そ 5,000 人の来場者が訪れ大変賑わう。 
 

２．地域活性化事業への取組と発達支援事業計画との関連性について 

地域資源を活かした取組により玖珠町の推奨する「活力あふれる活気あるまちづくり」を推進し、経済

の発展に寄与していくことを玖珠町・玖珠町観光協会・農業関係者等の多様な機関が参加し町内の観光資

源や特産品の知名度を高め方向性を共有して一丸となって地域活性化事業に積極的に取り組むことにより

町内全体に経済的波及効果をもたらすため、地域活性化事業と農産加工品のブランド化を取り組む。 

また、当該地域活性化事業を通じて、町内小規模事業者が取り扱う開発商品や製品、特産品等の消費拡

大を促す販路開拓方法の一つとなるように支援体制を図る。 
 

（１）特産品開発会議について 

①取組み内容:テーマ 

ア．地元の特産品や原材料を活かした新商品・新製品の開発 

イ．商標登録 機関庫 を活用した商品・製品の販路拡大 

ウ．観光資源を活かした新たなビジネスの展開 
 

②構成メンバー 

玖珠町、農産物の生産業者を中心に、新商品（新製品）開発等について意欲（新たなビジネス展開

等）のある小規模事業者を含めて１０名で構成する。 
 

③特産品開発会議の進め方等 

ア．特産品開発会議の進め方について 

    特産品開発会議のテーマは、前述の３項目とし、テーマ毎に平成２６年度に実施した地域資金循環

等新事業開発検討事業の委員（地元委員５名）をアドバイザーとして委嘱し課題の抽出、現状、他地

域(先進事例)の状況等について、アドバイスを行いながら特産品開発等について具体的な議論を進め

て行く。 
 

 

   イ．小規模事業者との連携について 

    特産品開発会議での議論を進めながら地元特産品等を活かした新商品（新製品）開発計画等につい

て、会報・ホームページ等により PRを行い特産品開発等に意欲のある小規模事業者の掘起こしを行う。

また、意欲ある小規模事業者については、巡回訪問等により情報の提供をはじめとして、大分県商工

会連合会の専門家派遣等を活用しなから伴走型の指導助言を行う。 
 

（効果） 

玖珠町の地域（観光）資源を活かした独自なイベントを展開し交流人口の増加を目指しながら地元特産

品等を活かした新商品（新製品）の開発と地元の小規模事業者の認知度の向上と固定客の増加につながり

引いては、地域経済の活性化が図られる。 

 
Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
（１）県内商工会及び商工会連合会との連携 

県内商工会の広域指導課長等会議において（年 2回）、従来の情報交換の場から、高度の経営相談への対

応を図るため以下の点を中心に議論を重ね支援力を高める。 

①経営発達支援計画における需要動向調査の具体的方法と活用について 

②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 

③地域賑わい創出事業とブランド化について 

④個社支援の充実を図るため情報の共有とＯＪＴの実例報告 

以上については、要旨をまとめ経営支援会議において報告するとともに、本会においての事例の利活用
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について協議し個者支援強化へとつなげる。 

（２）金融機関との連携 

金融支援機関として日本政策金融公庫別府支店と管内景況、資金需要の動向、延滞状況等について情報

交換を実施する（年 2回）。また、小規模事業者支援を効果的に実施する上で欠かせない玖珠町金融団の 4

金融機関との懇談会（年 2回）で、管内の経済・金融動向、小規模事業者の設備投資意欲及び創業に関し

ての情報交換を行ない小規模事業者個々に合わせた連携支援を図る。 

（３）その他支援機関との連携 

支援の過程で生じる様々な課題に対応するため、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、大分県産業創造機構、創業補助金大分県事務局、大分県事業引継ぎ支援センター、おおいたスター

トアップセンターなどの支援担当者及び各機関に登録されている専門家の方々と支援事例や支援案件指導

後毎など適宜、情報収集・交換を行ない人間関係及び人的ネットワークの構築をし支援力向上を図る。 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（１）ＯＦＦ－ＪＴによる資質向上 

組織外部研修では、全国商工会連合会・日本商工会議所、中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）が

主催する経営支援研修の参加に加え、大分県商工会連合会主催による指導員等の「職務別能力向上研修」

及び「専門性向上研修」へ参加し必要な情報、知識並びに問題解決に関する知識を習得し、個人のスキル

向上を図る。 
 

（具体的な取組） 

①高度かつ専門的なスキルアップのための資格試験への取組と取得 

経営指導員等が自らの能力向上の必要性を自覚し、経営指導に有益な資格試験である、中小企業診断士・

税理士・社会保険労務士・行政書士・IT 関連資格・簿記検定１級などへ計画的に取組む。その際には、大

分県商工会連合会が推奨している指定資格試験取得のため支援システムを活用し、より早期により熟知理

解できるように、資格取得への機運づくりと労働環境の体制づくりを図る。 
 

②中小企業大学校等への受講 

中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校の販路拡大や商業流通に関する研修会等に積極的に参

加し、小規模事業者の商品・製品の販路拡大に必要な情報や知識、ノウハウの習得を図る。 

 
 

（２）ＯＪＴによる資質向上 

経営指導員、経営支援員及び専門家派遣事業による経営支援時に、若手職員も同行し、現場の支援を体

感・経験することにより資質の向上を図る。 
 

（具体的な取組） 

①専門家派遣事業からのフィードバック 

現在、大分県商工会連合会より各商工会地区に希望する分野の専門家を派遣する専門家派遣事業が行わ

れている。小規模事業者に対して経営指導員等が自ら指導する内容と比較し、派遣された専門家が同じ事

案に対しどのような専門的知識や技能により指導しているのかを、随行しながら実体験として習得する。 

 

（３）組織の情報共有体制 

組織内の情報共有については、当会内で経営支援員会議（事務局長、経営指導員、経営支援員で構成す

る）を新たに設置し、職員間で研修内容、担当した経営支援情報を共有する。 
 

（具体的な取組） 

①経営カルテを活用した情報共有・支援スキルの向上 

小規模事業者ごとに、巡回・窓口指導における指導履歴を文書化・データベース化した経営カルテを活

用し、毎月１回開催する経営支援会議において各自の支援状況と今後の支援方針を担当経営指導員がプレ

ゼンテーションし、より効果的な支援方法や課題に対する対処について検討・ブラッシュアップを行うこ

とにより支援スキルの向上を行う。 
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②経営支援会議での支援能力の向上 

情報交換で得たノウハウや経営指導員等の支援活動事例は経営支援会議の中で指導事例としてテキスト

化して商工会内のＧＷで蓄積共有し、経営支援員と共有しながら他の小規模事業者支援に活用する。また、

全職員による計画遂行状況の確認と、事業評価ＰＤＣＡシートによる四半期ごとの商工会事業の進捗管理

を実施し計画の遂行に努める。 
 

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、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。 

（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 
 

（３）評価委員会の設置 

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。 

③外部評価委員会は、年１回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。 

④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。 

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玖珠町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、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 
（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 

（令和３年１２月現在） 

（１） 組織体制 

ア本事業を直接担当し支援事業を行う者 

 経営指導員         3 名 

イ本事業を補佐する者 

 事務局長          1 名 

 経営支援員（補助員）    1 名 

 経営支援員（記帳専任職員） 1 名 

 記帳指導員         1 名 

臨時職員          1 名 

（２）連絡先 

   玖珠町商工会 

    〒879－4403 

    住所 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足 125-1 

    電話 0973-72-1211  Fax  0973-72-5712 

E メールアドレス info@kusu.oita-shokokai.or.jp    
 

①組織体制

玖珠町商工会

会長

評
価
委
員
会

監査会

役員会

事務局

工

業

部

会

特

産

品

開

発

部

会

事務局長

広域担当経営指導員

小規模事業者
青

年

部

・

女

性

部

創業・再生

事業承継希望者等

持続的支援

情報提供

商

業

部

会

サ

ー
ビ

ス

部

会

（大分県商工会連合会）

（局長兼務）

経
営
指
導
員

経
営
指
導
員

経
営
指
導
員

※認定商工会から伴走型支援アプローチ

商工業者８０５（小規模事業者数６６２）及び創業希望者

（事業推進員） （普及員）

（
学

識

経

験

者

等

で

構

成

し

大

分

県

商

工

会

連

合

会

に

設

置

）

経営支援員 経営支援員

（補助員） （記帳専任職員）

臨時職員 臨時職員

総務企画課長

組織強化対策委員会
経営支援会議

商工貯蓄共済等推進委員会

②事務局体制

実績報告

評価・助言・改善勧告
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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 30 年度 
（30 年 4 月以降) 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

必要な資金の額 550 550 550 550 550 

 

小規模企業対策事業費 550 550 550 550 550 

 

 

 

経営状況等分析事業 50 50 50 50 50 

経営計画策定支援事業 100 100 100 100 100 

市場調査等情報収集・提供事業 100 100 100 100 100 

販路開拓等支援事業 200 200 200 200 200 

支援体制の整備事業 100 100 100 100 100 

小計 550 550 550 550 550 

 

 

 

 

調達方法 

 

商工会員会費、国庫補助金、大分県補助金、玖珠町補助金、事業毎受託補助金 
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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 

 

連携者及びその役割 

 

連携体制図等 

 

 


