
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大分商工会議所（法人番号 7320005000279） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

目標①『事業計画書策定支援の積極的な推進』 

小規模事業者が事業を持続的に行うためには、経営の羅針盤となる事業計画書が

必要不可欠であることから、小規模事業者に対しその意義と重要性を訴え、事業

計画書策定支援を積極的に推進する。 

目標②『販路開拓の面的サポートの実施』 

小規模事業者においては、人件費や広告宣伝費等に多くの費用をかけることが出

来ず、また、告知等の方法も限られていることが多いことから、販路開拓のため

の面的なサポートを実施する。 

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】 

管内の景気動向等について実態を把握するため、経営指導員等が訪問して調査する

景気動向アンケート調査や、「ＲＥＳＡＳ」、「ｅ－Ｓｔａｔ」等を活用した経済動

向調査を実施し、商品やサービスの開発、事業計画策定の際の客観的データとして

活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

巡回訪問等を通じ、経営状況分析を行う事業所の掘り起こしを行い、決算書等に基

づく財務分析やＳＷＯＴ等フレームワークを活用した経営環境分析を実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営状況の分析から、小規模事業者が今後経営活動を行って存続していくための事

業領域を設定し、３～５年の中期的な事業計画を策定する。また、業種・業態の転

換、Ｍ＆Ａ、事業承継、ＩＴ活用などに取り組む小規模事業者の事業計画策定を支

援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

四半期毎に計画の進捗を確認、新たな課題が発生した場合には軌道修正を行い、事

業計画の修正を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の強みを生かしたマーケットイン型の商品、サービスの開発を支援す

る。また、当該商品、サービスのブラッシュアップを図るため、需要動向調査を実

施する。 

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】 

当所独自事業である「新商品・新サービス合同プレス発表会」の開催、ガイドブッ

ク作成やサイネージ等による情報発信などにより、小規模事業者が開発した商品、

サービスの需要開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 

中心市街地活性化協議会との連携、関係機関との連携によるまつり等各種イベント

を開催することで地域経済の活性化に取り組み、交流人口の増大を図る。 

連絡先 

大分商工会議所 中小企業相談部 専門指導課 

〒870-0023 大分市長浜町 3-15-19 

  TEL 097-536-3258 FAX 097-536-3143 

  URL  http://www.oita-cci.or.jp/ E-mail info@oita-cci.or.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 当所は、平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日の３年計画で経営発達支援計画を作成

し、平成２８年４月に認定を受けた。 

 本市では、平成１２年に地場百貨店トキハ系列のショッピングモールである「トキハわさだタウ

ン」、平成１４年にイオンを核店舗に持つ「パークプレイス大分」の２つの郊外型店舗が相次いで

開業、更に、平成２７年４月にＪＲ大分駅に複合商業施設「アミュプラザおおいた」が開業したこ

とで、商業・サービス業の競争が激化した。 

 そこで、第１期では、この３エリアの狭間で限られた経営資源をやり繰りしながら営んでいる地

元商業・サービス業の小規模事業者は、今こそ従来と違う切り口で消費者に支持される魅力ある個

店に変化しなければならないという考えのもと、小規模事業者や地域の振興発展に繋げるため、以

下の取組を実施した。 

 

①店舗コンセプトや商品構成の見直しなどのほか、業種転換、Ｍ＆Ａなど個店の事情に合わせた

以前よりも一歩踏み込んだ経営基盤強化支援の実施 

②新たなアイデアを持つ新規事業者に対する持続的発展に欠かせない骨太の経営体質を構築す

るための濃密なハンズオン支援の実施 

③需要動向調査に基づいた販路開拓、市場動向を見据えた経営計画策定、計画目標達成のための

広報活動などの取組による外部大手資本に飲み込まれない特徴のある地元商業の育成 

 

 当所では、一昨年度（１年目）と昨年度（２年目）の事業実績に係る事業評価委員会をそれぞれ

開催し、外部評価委員より４段階（４：十分達成している ３：概ね達成している ２：どちらか

と言えば達成できていない １：全くできていない）で評価を受けた。 

 その結果について、１年目は「新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」で平均点が「2.3」

となったが、それ以外の事業については平均点が「3.0」以上、２年目はすべての事業において平

均点が「3.0」以上という結果となっており、ある程度の評価を得たと考えている。 

 以上のことから、第２期の計画を策定するにあたっては、基本的に第１期の取組を継続するもの

とするが、第１期のスタート後に開始となった新規事業の追加や事業に改善を加え、より充実した

内容のものとしたい。 

 なお、当所としては、「経営状況の分析に関すること」や「事業計画策定支援に関すること」に

ついては一定の成果が出ているものの、「需要動向調査に関すること」や「新たな需要の開拓に寄

与する事業に関すること」については、その実施方法について改善の余地があるとの自己評価に至

った。また、支援先について、支援後の売上や利益の増減等のアウトカム評価があまりできていな

いことから、当該部分を改善した内容のものとしたい。 

 

 

 



＜今回の申請における取組＞ 

 

１．地域の現状及び課題 

 

（１）大分市の現状 

①地域の概況 

（ア）人口                        ４７３，８４６ 

（イ）大分商工会議所管内総事業所数（公務・医療等を除く）  １７，３４８ 

（ウ）内中小企業者数                    １７，３０６ 

（エ）内小規模事業者数                   １２，２７７ 

（オ）会員数   ６，０１９（法人３，７８８・個人２，１３９・団体９２） 

（カ）会員組織率 ３４．７％（６，０１９／１７，３４８） 

（キ）管内の業種別事業所（中小企業者）数内訳 

業  種 事業所数 

鉱業・採石業・砂利採取業 ６ 

建設業 １，９４５ 

製造業 ７３７ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ２３ 

情報通信業 ２５０ 

運輸業、郵便業 ４２４ 

卸売業・小売業 ５，１９５ 

金融業・保険業 ４５７ 

不動産業、物品賃貸業 １，１９３ 

学術研究、専門・技術サービス業 ８６１ 

宿泊業、飲料サービス業 ２，４９１ 

生活関連サービス業、娯楽業 １，８３２ 

教育、学習支援業 ５２２ 

医療・福祉 ３４８ 

複合サービス事業 ７３ 

サービス業 ９４９ 

       計 １７，３０６ 

［（ア）～（カ）は、当所内部資料より抜粋（平成３０年４月１日現在）］ 

［（キ）は、大分県が平成２８年経済センサス-活動調査を基に算出したデータから抽出］ 

 

 本市は、大分県の中部に位置する県庁所在地であり、平成９年４月に中核市に指定されてい

る。 

 昭和２５年頃は、人口は１０万人にも満たなかったが、工業振興による発展を図り、昭和３

９年に新産業都市に指定されると、大分臨海工業地帯に石油化学、鉄鋼などの大工場が進出し

た。そして、都市の工業化に伴い人口も急速に増加し、昭和３８年の市町村合併時に２１万人

であったのが、平成の大合併を経て現在は４８万人、九州で福岡市、北九州市、熊本市、鹿児

島市に次ぐ第５位となっている。 



②産業構造 

 本市は、昭和３９年の新産業都市に指定されたのを機に、大分臨海工業地帯に製鉄所、石油

化学コンビナートなど重化学工業を中心とした大企業が進出した。コンビナート周辺には、地

場製造業、プラント工業を含む関連企業群など、多種多様な企業が集積している。 

 このように、進出企業と地場企業が幅広い事業活動を展開することで経済発展を遂げてきて

おり、本市の製造品出荷額は工業都市北九州市を大きく上回る九州第１位となっている。 

 こうした経済発展による人口の増大に伴い、中心市街地に県外資本の大型総合スーパーが大

分駅前に集中出店した。また、平成１２年には本市東部に、平成１４年には西部にそれぞれ郊

外型店舗が相次いで出店した。その後、中心部では大型総合スーパーの撤退もあったが、平成

２７年には新たにＪＲ大分駅に複合商業施設が開業した。 

 更に、最近の動向としては、大分県が策定した「おおいた産業活力創造戦略２０１８」にお

いて、ＩｏＴやＡＩ、ドローン等の革新的な技術の普及による第４次産業革命を加速し、あら

ゆる分野への展開による地域課題の解決や、新ビジネスの創出など、地域経済の新たな活力に

繋げていくための取組を実施している。 

 

【業種別事業所数・従業者数】 

全産業
農業，林

業，漁業

鉱業，採石

業，砂利採

取業

建設業 製造業

電気・ガ

ス・熱供

給・水道業

情報通信業
運輸業，郵

便業

卸売業，小

売業

金融業，保

険業

不動産業，

物品賃貸業
サービス業

事業所数 19,963 74 7 2,001 794 22 250 444 5,256 451 1,272 9,392

構成比（％） 100.0% 0.4% 0.0% 10.0% 4.0% 0.1% 1.3% 2.2% 26.3% 2.3% 6.4% 47.0%

従業者数 213,591 1,141 99 20,338 25,131 1,120 4,906 12,277 45,373 7,196 4,932 91,078

構成比（％） 100.0% 0.5% 0.0% 9.5% 11.8% 0.5% 2.3% 5.7% 21.2% 3.4% 2.3% 42.6%

うち常用雇用者 186,369 876 84 16,767 23,869 1,097 4,517 11,595 39,645 6,804 3,335 77,780

構成比（％） 100.0% 0.5% 0.0% 9.0% 12.8% 0.6% 2.4% 6.2% 21.3% 3.7% 1.8% 41.7%

業種

区分

［平成 26年経済センサス基礎調査（総務省）］ 

 

【製造業関係】 

製造品出荷額等 製造業従業者数 

3,116,543百万円 22,517人 

       ［平成 26年工業統計調査（経済産業省）］ 

【商業関係】 

商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数 

1,268,446百万円 3,827事業所 34,426 人 

                    ［平成 26年商業統計調査（経済産業省）］ 

 

（２）大分市の課題 

 本市は、大分県内の人口の約４０％、企業数等についても県全体の約３３％を占める首位都市

である。しかし、大分県がまとめた２０１７年１０月１日時点の人口推計報告によると、出生児

数よりも死者数の多い「自然減」が２８７人、転入が転出を上回る「社会増」が２３８人となっ

ており、現行の方式で大分県が独自の調査を始めた１９８１年以降、本市で初めて減少（４９人）

となった。人口減少は、市場の縮小や人手不足に直結し、地域経済に与える影響が大きいことか

ら、今後も人口の推移には注視していく必要がある。 

 また、本市に限ったものではないが、経営者の高齢化の進展による後継者不足を背景に、休廃

業・解散件数が高水準で推移する中、技術やノウハウの次世代への継承が地域経済の喫緊の課題



となっており、円滑な事業承継にも取り組んでいかなければならない。 

 なお、商業・サービス業、工業、観光等における課題は、以下のとおりと考える。 

 

【大分市の人口】 

人口総数 15歳未満 15～64歳 65歳以上 

478,146 人 66,116 人 289,224 人 116,354 人 

対人口総数割合 13.8% 60.5% 24.3% 

［平成 27年国勢調査（総務省）］ 

人口総数 15歳未満 15～64歳 65歳以上 

474,094人 67,997 人 306,279人 95,843人 

対人口総数割合 14.3% 64.6% 20.2% 

［平成 22年国勢調査（総務省）］ 

 

①商業・サービス業 

 本市の商業・サービス業は、

新産業都市の指定による経済発

展に伴う人口の増加やＱＯＬの

向上を受け、大きく発展してき

た。 

 一方、近年、大型商業施設の

出店やコンビニエンスストアな

どの新業態店舗の展開、高速交

通体系の整備やデジタル技術の

進展などにより、商業・サービ

ス業における市場競争は激化し

ている。 

 商店街においては、空き店舗率の上昇や高齢化による後継者不足も顕著になってきており、

商店街に求められる機能の低下が危惧される。 

 当所では、四半期毎に景気動向アンケート調査を実施しており、その中の「売上高」と「収

益」に関する回答結果を見ると、商業が他の業種よりも低調という結果が続いている。 

 今後は、人口減少社会の到来による市場の縮小が予想される中で、経営基盤の強化や創業支

援など、商業・サービス業の振興を図るための多様な施策の展開が必要である。 

 

【商業関係 事業所数、従業者数、年間商品販売額】 

 
事業所数 

従業者数 

（人） 

年間商品販売額 

（百万円）  

平成 19年 5,373 44,101 1,524,746 ※平成 19年商業統計調査 

平成 26年 3,827 34,426 1,268,446 ※平成 26年商業統計調査 

減少率 28.8% 21.9% 16.8% 
 

 

 



②工業 

 本市は、新産業都市の指定を機に、臨海部に鉄鋼業、化学工業などの重化学工業が進出した

ことに伴い、工業都市として急成長し、近年では内陸部に電子工業の立地が進んでいる。これ

らの企業は裾野が広く、関連する産業が展開し、地場企業も共に成長しながら、国内でも有数

の工業都市として発展してきた。 

 当所では昨年度、工業部会の事業として「人手不足・人材育成に関するアンケート調査」を

実施した。その中で、「現在の従業員数の過不足感」について聞いたところ、「やや不足」が４

６．９％、「不足」が２２．９％、合計で７０％近くの事業所が従業員数の不足を感じている

という回答結果となった。 

 事業所数や従業員数が減少し、製造品出荷額は堅調に推移する中、今後人口減少が進むと更

に人手不足問題に拍車がかかることになる。それを解決するためには、ＩｏＴ、ＡＩを活用し

た生産性向上に資するＩＴ投資への対応が必要である。 

［工業統計調査（経済産業省）］ 

［工業統計調査（経済産業省）］ 

［工業統計調査（経済産業省）］ 

 

 

 

 



③観光等 

 本市は、昭和２８年に開園した高崎山自然動

物園や平成１６年にリニューアルオープンし

た水族館などの観光施設や、水産品の高級ブラ

ンドとして知られている「関あじ」と「関さば」

をはじめとする豊かな食など、魅力のある観光

資源を有している。 

 また、大分市では、６次産業化の促進につな

げ、地域産業の活性化に寄与することを目的に

「おおいたの幸」ブランド化支援事業を平成２

３年度から実施しており、農林水産物等の地域

資源を活用した農林漁業者等による商品開発

などの取組みも支援している。 

 一方、中心市街地に目を向けると、中心市街

地活性化基本計画の推進により、駅高架やホル

トホール大分、ＪＲおおいたシティ、県立美術

館などが次々と開業・オープンしたことにより

都市としての機能が向上し、新たな賑わいが創

出されている。 

 これらを踏まえ、国内はもとより、アジア圏

からの観光客を更に増やしていくとともに、平

成３１年に本市で開催されるラグビーワールドカップ２０１９や平成３２年の東京オリンピ

ック・パラリンピックの開催を契機とした欧米豪など新たな地域からのインバウンド需要を取

り込む体制作りも求められている。 

 

（３）大分市の商工業振興計画 

 大分市は、平成２９年１月から平成３４年３月までを計画期間とする「第２次大分市商工業振

興計画」を策定した。本計画では、目指す都市の姿を「にぎわいと活力あふれる豊かなまち」と

定め、それを実現するため、本市の商工業振興に特に重要な以下の４つの基本施策を掲げている。 

 

①新たな産業の創出 

 創業者のニーズを的確に捉えたきめ細かな支援を提供するなど、創業しやすい環境づくりを

推進する。 

 また、市場の拡大が見込まれる成長産業の育成を図るとともに、ツーリズムの振興により、

商業の活性化を図る。 

②産業集積の推進 

 大分市企業立地推進条例に基づく助成制度を充実するとともに、これまで以上に関係機関と

の連携を強化し、積極的な誘致活動を行う。 

 また、大分流通業務団地などの市内の流通拠点の活用を促進する。 

③企業の競争力の強化 

 企業の技術や経営の高度化・効率化を促進するとともに雇用の確保と人材の育成、販路拡大

中心市街地活性化基本計画区域図 

［出典：第３期大分市中心市街地活性化基本計画］ 



などを支援することで経営基盤の強化を図る。 

 また、工業分野で活躍する企業や団体とこれまで以上に連携を深めるとともに、設備投資や

販路開拓の支援などを通じて、工業の活性化を図る。 

 商業・サービス業の分野では、商品・サービスの付加価値を高め、業務の効率化につながる

取組を支援することにより生産性の向上を図るとともに、商店街活動を支援し魅力と活力ある

商店街づくりを促進する。 

 更に、地場産業の育成に努めるとともに、農林水産物の活用促進やビジネスマッチングに向

けた情報発信につながる取組を通じて、地域資源の活用と地場産業の育成を図る。 

④就労支援と勤労者福祉の充実 

 働く意欲のある人が希望する働き方とその適性に応じた就労ができるよう就労機会の拡大

を図るとともに、勤労者の技能習得の支援や若者の職業意識の形成を推進する。 

 また、勤労者が安心して働き続けることができる社会の実現に向け、福利厚生の充実や労働

環境の整備促進に取り組むことで、勤労者福祉の充実を図る。 

 

 当所としては、大分市が定めた目指す都市の姿、基本施策、施策の方針等を理解したうえで、

本市商工業者の振興が最大限図られるよう、大分市と連携していく必要がある。 

 

２．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

 本市においても、少子高齢化の進展や迫り来る人口減少社会の到来による地域経済の縮小、消

費者ニーズの多様化・高度化、経済のグローバル化による中小製造業への影響など、事業者を取

り巻く環境は厳しさを増している。特に小規模事業者は、大企業と比較すると『ヒト』『モノ』

『カネ』等経営資源の制約により商品開発力や価格競争力が弱く、経済動向の影響を受けやすい。 

 一方で、小規模な組織であるが故に意思決定が早く、状況に応じて素早く行動ができるという

メリットも併せ持っており、大企業では対応できないニッチな市場等の需要を的確に捉え、価格

競争を必要としない商品やサービスを提供することも可能である。また、デジタル技術の発展に

伴い、域外に対しても商品・サービスを展開することが出来るなど、以前より飛躍する可能性が

高くなっている。 

 そこで当所では、将来的に予想される経営環境とそこで事業を営む小規模事業者の特性を踏ま

えたうえで小規模事業者の持続的発展を支援するために、消費者に支持される魅力ある店舗等に

変化すべく、行政、まちづくり機関などと連携し、経営基盤強化支援を実施する。併せて、外部

大手資本に飲み込まれない特徴のある地元商業集積の形成、振興を目指すために、小規模事業者

に寄り添った伴走型支援を実施する。 

 

３．経営発達支援事業の目標 

 

 第１期では、①店舗コンセプトや商品構成の見直しなどのほか、業種転換、Ｍ＆Ａなど個店の

事情に合わせた以前よりも一歩踏み込んだ経営基盤強化支援の実施、②新たなアイデアを持つ新

規事業者に対する持続的発展に欠かせない骨太の経営体質を構築するための濃密なハンズオン

支援の実施、③需要動向調査に基づいた販路開拓、市場動向を見据えた経営計画策定、計画目標

達成のための広報活動などによる外部大手資本に飲み込まれない特徴ある地元商業の育成の３



つを経営発達支援事業の目標としていた。 

 第２期においては、第１期の取組内容の評価、更には小規模事業者に寄り添った経営基盤強化

のための伴走型支援を実施するという中長期的な小規模事業者に対する振興のあり方を踏まえ、

第１期の目標を集約、改善したうえで下記の２点を大きな目標として設定し、事業を実施する。 

 

目標１ 『事業計画策定支援の積極的な推進』 

 先行きが不透明なこれから先の時代において、これまでの「経験」と「勘」に頼った経営は

通用しない。今後、小規模事業者が事業を持続的に行うためには、経営の羅針盤となる事業計

画書が必要不可欠である。本事業において、小規模事業者に対しその意義と重要性を訴え、事

業計画の策定支援を積極的に推進する。 

 また、多くの小規模事業者が抱える事業承継問題について、巡回訪問等を通じてその対応の

必要性を説き、必要に応じて事業承継計画の策定を支援する。 

 

目標２ 『販路開拓の面的サポートの実施』 

 事業者にとって、新たな販路を開拓することは、事業を継続、拡大するための必須の取組で

ある。しかしながら、小規模事業者においては、人件費や広告宣伝費等に多くの費用をかける

ことが出来ず、また、告知等の方法も限られていることが多い。そこで、本事業において販路

開拓のための面的なサポートを実施する。 

 

４．目標の達成に向けた今後の方針 

 

目標１の達成に向けた方針 

（１）当所経営指導員等が、窓口相談や巡回活動を通じて支援対象となる小規模事業者の掘り起

こしを行い、事業計画策定の入口となる経営状況分析を実施する（継続） 

（２）経営分析を行う際、事業計画の策定の意義・重要性を訴え、経営状況分析の結果を踏まえ

た事業計画書の策定を支援する。併せて、事業計画書の作成を通じて事業承継についても

支援する（継続） 

（３）小規模事業者が遅れているＩＴ化を促進し、生産性の向上を図るため、ＩＴ化個別診断や

ＩＴ導入計画の策定を支援する（新規） 

（４）ＰＤＣＡサイクルを回すため、事業計画策定後はその進捗状況を確認し、新たな課題が発

生した場合は改善策を提案する（継続） 

 

目標２の達成に向けた方針 

（１）小規模事業者の強みを生かした商品、サービスの開発を支援するとともに、ブラッシュア

ップを図るため、需要動向調査を実施する（改善・継続） 

（２）小規模事業者の商品やサービスの広報を支援するため、プレス向けの発表会の開催、紙媒

体のガイドブック作成やサイネージや地元ケーブルテレビ等で情報を発信する（新規・改

善・継続） 

（３）小規模事業者に自社商品を売り込む場を提供するため、行政、金融機関、他の支援機関等

と連携し、見本市や展示会などへの出展を支援する（新規・改善・継続） 

 



目標１・２に共通する方針 

（１）小規模事業者に対して地域の経済動向に関する情報を提供するため、景気動向アンケート

調査等を実施し、管内の景気動向を把握する（改善・継続） 

（２）経営指導員等の支援能力向上を図るため、事業計画策定等の実践的研修会を実施する（継

続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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３１年４月１日～平成３６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】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 第１期では、下記２事業を実施した。評価委員会においては、１年目は「概ね達成している」、２

年目は「十分達成している」と高い評価を受けている。所内自己評価も踏まえ、第２期における取組

方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）景気動向アンケート調査 

 経営指導員等が、四半期毎に管内２００以上の事業所を原則訪問して聞き取りにより調査する

「景気動向アンケート調査」を実施した。調査結果は、当所ホームページ及び機関紙掲載により

公開するとともに、巡回等の際に事業者へフィードバックしている。 

 本調査は、当所が以前より実施しているものであり、第２期においても継続して実施する。 

 

（２）経営環境、企業経営動向調査 

 本市商業を取り巻く経営環境について、経営環境調査、企業経営動向調査などの独自調査を実

施するとしていたが、実績としては県や市、シンクタンク等が調査した結果を提供するにとどま

った。 

 第２期においても同様の調査は実施していくが、最近では地域の現状や課題を把握できるよう

にすることを目的としたビッグデータや各種統計データがインターネット上で公開されている

ことから、それらを活用した内容とする。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①景気動向アンケート調査（継続） 

 管内の景気動向等について実態を把握するため、経営指導員等が管内２００以上の事業所を

原則訪問して調査する「景気動向アンケート調査」を四半期ごとに実施し、売上動向や雇用、

資金繰り、設備投資のほか、円安や消費税など時宜に応じた調査の結果をホームページ上で公

開するほか、巡回指導等支援現場にフィードバックするなど、経営支援のツールとして活用す

る。 

【調査対象】管内小規模事業者２００社以上 

      当所１３部会毎に一定の割合で事業所を選定 



      部会…商業、建設、建設設備、建設サービス、工業、エネルギー、交通運輸 

         金融、衛生環境・生活関連、士業・セキュリティ、情報文化、観光飲食 

         不動産 

【調査項目】景況感、売上高、収益、雇用状況、設備投資計画、経営上の問題点、資金繰り 

      為替、その他時宜に応じて調査項目を追加 

【調査手法】経営指導員等が原則訪問して聞き取りにより調査 

【分析手法】主管課である中小企業相談部専門指導課担当者が分析 

②「ＲＥＳＡＳ」、「ｅ‐Ｓｔａｔ」等を活用した経済動向調査（新規） 

 当地域における経済動向を調査するため、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）、政府統計

の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）等インターネット上で公開されているビッグデータを活用した調

査を実施する。 

【調査項目】産業構造、企業活動、観光、事業所活動、業種別活動状況等 

【調査方法】「ＲＥＳＡＳ」、「ｅ‐Ｓｔａｔ」より当地域に該当するデータを抽出のうえ調査 

【分析手法】主管課である中小企業相談部専門指導課担当者が分析 

 

（２）成果の活用 

 当所ホームページ及び機関紙に掲載して、小規模事業者に提供していく。小規模事業者が地域

全体を見据え、マクロの視点で自らの強みを見出すための手段として活用する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①景気動向アンケート調査公表

回数（四半期毎） 
4 4 4 4 4 4 

②RESAS、e-Stat等を活用した経

済動向調査公表回数 
- 1 1 1 1 1 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 第１期では、下記２事業を実施した。評価委員会においては、１年目、２年目とも「十分達成して

いる」と高い評価を受けている。所内自己評価も踏まえ、第２期における取組方針は、以下のとおり

とする。 

 

（１）支援対象者の掘り起こし 

 窓口相談や経営指導員等が地域を分担して行う巡回訪問事業により、支援対象となる小規模事

業者の掘り起こしを行った。 

 第２期においても継続して積極的に支援対象者の掘り起しを行い、事業計画策定支援に繋げ

る。 

 

 



（２）経営分析の実施 

 経営指導員等が、ビジネス分析のためのフレームワーク等を活用し、小規模事業者の現状と課

題を整理した。また、簡易な財務分析を実施することにより経営状態を把握し、問題点を抽出し

た。更に、必要に応じて課題毎に専門家を選定して派遣し、詳細な経営分析を実施した。 

 第２期においても継続して実施するが、第１期の目標に掲げていた当所独自の専門家派遣制度

「ビジネス何でも応援隊（注１）（専門家）利用件数」は、応援隊事業そのものが経営発達支援

事業の支援内容と相違する部分があるため、目標値から削除する。 

 

（注１） 

 幅広い経営課題の相談に対応でき、かつ実務的にも優れた支援ができる弁護士、中小企業診断

士、建築士、バイヤー等２００名の外部サポーターを「大分商工会議所ビジネス何でも応援隊」

として登録し、企業のニーズに応じて、原則無料で派遣する当所独自の制度。平成２０年６月に

スタート以来、金融、税務、経営全般はもちろん人事・労務管理、Ｍ＆Ａ・事業継承、生産管理、

販売・マーケティング、安全管理から店舗設計・照明、メニュー・料理、海外展開・国際化、株

式公開、リスク管理・保険、事業再生まで、ビジネスのことなら何でもワンストップで支援して

いる。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

 従来、小規模事業者の多くは基本的スタンスとしてＫ（勘）Ｋ（経験）Ｄ（度胸）により経営を行

ってきたように思われるが、本事業の取り組みで、小規模事業者にとっても、事業を行っていくうえ

で経営状況分析を行い、事業計画を立てることの重要性や事業計画を立案するための癖付け等につい

て、少なからずトレーニングが出来てきたのではないかと考える。 

第２期計画においては、より多くの小規模事業者がＰＤＣＡサイクルを実践していけるよう、巡回

等を通じ動機づけを図りながら、経営状況分析に取り組むよう誘導していくこととする。 

 

（１）事業内容 

①支援対象者の掘り起こし（継続） 

 当所は、１９名の経営指導員が在籍しており、日々、地域小規模事業者の経営指導業務に従

事している。一人当たり年間２００件の巡回訪問を実施しており、それらの活動を通じ、経営

状況分析を行う小規模事業者の掘り起こしを行う。 

②経営状況分析の実施（一部改善） 

（ア）経営指導員による簡易な経営状況分析 

 経営状況分析の実施については、通常業務の中で日々対応する小規模事業者の経営状況に

ついて、まず入り口の段階で経営指導員による経営状況分析を実施、一人当たり年間４事業

所以上の簡易な経営状況分析の実施を目標とする。 

【対象者】 

・上記巡回活動による支援対象者の掘り起こしにより発掘した事業所 

【分析手法】 

・経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小企業基盤整備機構の「経営自己診断シス

テム」等を活用 



【分析項目】 

・上記システムにて分析可能な項目について、定量分析を行う。併せて、ＳＷＯＴ、３Ｃ

等定性分析を行う 

【目標件数】 

・経営指導員１９名×４事業所＝７６件 

（イ）専門家との連携による詳細な経営状況分析 

 より高度な経営状況分析を要する事業者については、当所独自の専門家派遣制度「ビジネ

ス何でも応援隊」のプラットフォームを活用し、より専門的知識をもつ登録サポーターを選

定のうえ、専門家との連携による詳細な分析を実施する。 

【目標件数】 

・経営指導員１９名×２事業所＝３８件 

 

（２）成果の活用 

経営状況分析を実施することにより、自社の経営状況を客観的に把握することができ、その分

析結果から現状の経営課題を浮き彫りにすることで、次のステップである経営課題の解決のため

の事業計画策定へと進めていく。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①支援対象者の掘り起こし 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 

②経営状況分析件数（事業所数） 107 114 114 114 114 114 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 第１期では、下記２事業を実施した。評価委員会においては、１年目、２年目とも「概ね達成して

いる」という評価であった。所内自己評価も踏まえ、第２期における取組方針は、以下のとおりとす

る。 

 

（１）経営指導員等が主導する事業計画策定支援 

 小規模事業者等が経営状況の分析結果を踏まえたうえで取り組む中期経営計画、経営革新計

画、開業計画など各種事業計画の策定を経営指導員が支援した。 

 経営発達支援事業の目標の１つが「事業計画策定支援の積極的な推進」であることから、第２

期においても経営指導員等の積極的な関与による事業計画策定支援を実施する。 

 

（２）専門家の助言等に基づく事業計画策定支援 

 事業計画については、基本的に経営指導員等が策定を支援するが、必要に応じて内容毎に専門

家を選定して派遣し、より実現可能性の高い事業計画の策定を支援した。 

 上記（１）と同様に、第２期においても継続して専門家の助言等に基づく事業計画策定支援を

実施する。 



＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）支援に対する考え方 

 日常の業務のみに忙殺されることが多い小規模事業者にとって、それぞれの頭の中にあるアイ

デアを文章化して、それを実際の行動につながる事業計画書に落とし込むという作業は、恒常的

に行っていることではないため、心理的な障壁が高いものであると思われる。よって、経営指導

員等によるヒアリング内容を工夫し、今後、何をするべきかという方向性を可視化して共有する

ことで、実現可能性の高い事業計画の策定を目指す。 

  

（２）事業内容 

①経営指導員等が主導する事業計画策定支援（継続） 

【支援対象】 

 前出の「２．経営状況の分析に関すること」において経営状況分析を実施した事業者 

【手段・手法】 

 当該事業者が今後目指すべき方向性に沿って、事業行動のベースとなるための３～５年の中

期経営計画の策定を支援する。 

 具体的には自社が何のために存在し、何を目的とする事業者であるのかという「経営理念」

を確立した上で、「どのような顧客ターゲット」に「どのような商品・サービス」を「どのよ

うな手段」で提供するかという事業コンセプトを見える化させる。これに基づいて、数値目標

（売上・利益）を策定し、それらを達成するための行動計画を作成する。 

【その他】※個別の事業計画について 

（経営革新計画） 

 事業者が新たな事業活動を行う場合は、当該事業者とのヒアリング等を基に「経営革新計

画」承認にかかる事業計画書の作成を支援し、経営の相当程度の向上を目指す。 

（各種融資および補助事業について） 

 事業計画に基づく経営活動展開のため、融資や各種補助事業を利用する際、それに応じた

事業計画の策定支援を実施する。また、日本政策金融公庫が事業の持続的発展のための取組

に必要な設備資金及びそれに付随する運転資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支

援融資制度」を積極的に活用する。 

②専門家の助言等に基づく事業計画策定支援（一部改善） 

【支援対象】 

（前出の「１．地域の経済動向調査に関すること」で実施する景気動向調査や地域経済動向

調査に加え、同じく前出の「２．経営状況の分析に関すること」において実施した経営状況分

析の結果を踏まえ）新規事業立ち上げ、事業転換、Ｍ＆Ａおよび事業承継、更にはＩＴの効果

的な利活用など個別具体的な取り組みを行おうとする小規模事業者 

【手段・手法】 

 当所独自の専門家派遣制度「ビジネス何でも応援隊」のプラットフォームを活用し、より専

門的知識をもつ登録サポーターを選定のうえ、専門家からのアドバイスを基に当該計画策定の

支援を実施する。 

（※必要に応じて「よろず支援拠点」や「事業引継ぎセンター」等との連携による支援を行う） 

 



③創業予定者等を対象とした「創業（事業）計画書策定セミナー」の開催（継続） 

 地域内における起業・創業を促進するべく、当所においては、経営指導員等による創業計画

策定を中心とした窓口相談に加え、当所が１２年間に亘り開催した「創業塾」や、各種セミナ

ーを通じて約３００名の創業支援を行ってきた。そのノウハウを最大限に活かし、大分市内で

の新規創業予定者および創業希望者等の創業予備軍を対象に、実践的かつ地域の実情等も踏ま

えた「創業（事業）計画書策定セミナー（仮称）」を独自のカリキュラムにて開講する（年１

回、４日間）。 

（募集方法） 

・開催案内パンフレットを当所窓口および自治体施設、中小企業支援機関、金融機関等に設

置 

・経営指導員等による窓口相談の案内 

・当所ホームページおよびＦａｃｅｂｏｏｋ等による情報発信 

・地元紙等への掲載による情報発信 

（回数） 

４日間（１０～１２月のうちいずれか４回の日曜日を予定） 

（カリキュラム） 

 一般的な税務・労務等、創業後に必要な諸手続の説明のみならず、座学を中心に経営戦略、

財務、人材育成、販路開拓等に関する知識を効率的に習得させ、これらを活用することで実

現可能性の高い創業（事業）計画書の作成を目指す。また、ケーススタディ等による講師と

の対話形式による講義スタイルを展開することで、受講生同士の交流も積極的に促進し、

様々な角度によりお互いの創業計画をブラッシュアップする。 

（参加者数） 

２０名 

（セミナー終了後のフォローアップ） 

 経営指導員等による窓口相談を随時行うなど、創業（事業）計画書策定を中心としたバッ

クアップ体制を構築し、地域経済の新陳代謝を促す創業を一件でも多く実現する。（セミナ

ー受講者については受講者数の５割の創業実現を目指す） 

また、創業を希望する者が、大分市中心市街地のエリア内に出店する場合は、当所や大分

市、地元金融機関および中心市街地の商店街が出資し、空き店舗情報などを随時提供してい

るまちづくり会社「㈱大分まちなか倶楽部」と連携し、事業計画の策定支援を実施する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①事業計画策定件数 36 40 40 40 40 40 

②Ｍ＆Ａ、事業承継等計画策定

数 
2 3 3 3 3 3 

③-1創業セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 

③-2創業セミナー参加者数 15 20 20 20 20 20 

③-3創業計画策定数 12 15 15 15 15 15 
事業計画策定件数合計 

（＝①＋②＋（③-3）） 
- 58 58 58 58 58 



４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 第１期では、経営指導員等が事業計画策定支援先に対し、計画の達成状況の確認とフォローアップ

支援を実施した。また、経営指導員等によるフォローアップ支援の際に新たな課題が発生した場合に、

課題毎に専門家を選定して派遣し、解決を図った。 

 評価委員会においては、１年目、２年目とも「概ね達成している」という評価であったことから、

第２期においても経営指導員等と専門家によるフォローアップ支援を継続して実施することとする。

しかし、第１期の１年目、２年目で、未だに一度もフォローアップできていない支援先があることか

ら、フォローアップにおける内部管理の徹底を図る。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①経営指導員等によるモニタリング・フォローアップ支援（継続） 

 全ての事業計画策定支援先に対し、巡回訪問により状況に応じてヒアリングによるフォロー

アップ支援を実施する（概ね四半期に一度）。具体的には①行動計画の実行状況の確認②実行

の途中において生じた課題に対する対応③当該事業者を取り巻く経営環境に大きな変化があ

った場合の軌道修正を行い、ＰＤＣＡに繋がる事業計画の修正を支援する。 

②専門家との連携によるフォローアップ支援（継続） 

 事業計画を修正する際、新たな課題が発生した場合（上記「②実行の途中において生じた課

題に対する対応」のケース）には、当所独自の専門家派遣制度「ビジネス何でも応援隊」のプ

ラットフォームを活用し、内部協議を経て、当該専門知識を有する登録サポーターを選定のう

え、経営指導員等帯同のもと派遣を行い、解決を図る。派遣後も担当する経営指導員等がハン

ズオン支援するとともに、資金調達が必要な場合は、「小規模事業者経営発達支援融資制度」

を積極的に活用する。 

 人材や設備、情報といった経営資源の不足に悩む小規模事業者が独自で新商品、新サービス

を開発、生産する際は、大分大学や大分県産業科学技術センター、大分市などと連携し、地域

の需要動向や各種調査を通じ商品開発を支援する。 

 

（２）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①フォローアップ対象事業者数 50 58 58 58 58 58 
上記にかかる頻度（延べ回数） - 232 232 232 232 232 

②事業計画修正件数 2 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 



５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 第１期の計画期間においては、下記４事業を実施した。評価委員会における評価を受け、事業内容

を検証したうえで、第２期の取組方針を以下のとおりとする。 

 

（１）専門機関、支援機関等と連携した商品開発 

 新商品で全国展開を図る事業所に対し、平成２８年度に大手クレジットカード会社と連携し

て、当該社のカード会員のなかからＥＣサイトの閲覧や購買履歴を参考に対象者を絞り込み、商

品をモニタリングしデータを収集した。そのデータを分析して潜在需要を割り出す事業を実施し

た。その結果、当初想定したターゲット層と実際の需要が大きく違っていることが判明した。 

 調査から得られた情報をもとに、商品パッケージやプロモーション方法を変更するなど、小規

模事業者の限られたリソースを間違ったところに投下するのを事前に防ぐことができ、評価委員

からも好評価のコメントを得た。しかし、全国規模のリサーチはコストが高く、伴走型小規模事

業者支援推進事業費補助金で当項目が認定されなかった平成２９年度は実施することができな

かった。 

第２期計画では、支援する事業所の新商品・新サービスに合わせた需要動向調査を、よりリー

ズナブルな手法で実施する。 

 

（２）消費者モニター調査実施による商品ブラッシュアップ 

 第１期では、商品化を目指す小規模事業者の試作品やサービスに対し、当所管内の事業所従業

員をモニターとする「消費者モニター調査会」を四半期に一度開催する計画だった。一方支援先

からは、新しいアイデアの詰まった新商品・サービスをいち早く市場に告知するための広報策や

販路開拓の支援要請が多くなっていた。そこで、調査に時間や手間がかかる消費者向けアンケー

ト方式から、マーケットインに基づくアドバイスをダイレクトに提供する仕組みに変更すること

とした。 

 当事業に代わる取り組みとして、取材を通じ新商品・サービスを数多く見てきた報道各社の記

者から、直接アドバイスを得る「新商品・新サービス合同プレス発表会」を平成２８年度より実

施している。当初は報道機関の取材が中心だったが、現在は金融機関、支援機関などからも多数

参加があり、幅広いアドバイスを受けている。初年度は計４回（四半期毎）、平成２９年度、３

０年度は２回ずつ計８回開催。第７回目までの延べ参加事業所数は８６社だった。 

 第２期計画では、新商品・新サービス合同プレス発表会での調査方法を一部改善して継続する

とともに、大分県が平成３０年度から実施している「販路開拓アドバイザー活用事業」を活用し、

商品ブラッシュアップ支援を図っていく。 

 

（３）個社支援の際に利活用するデータの収集 

 四半期に一度、行政機関やシンクタンク等が実施し、公開されている各種統計データや業界情

報誌をベースに、業種やエリアごとの消費構造や商圏、競合店の出店状況、季節トレンドについ

て、それぞれの小規模事業者に適した情報を整理し提供している。 

 特に、競合犇めく市内中心部の出店支援の場合において、当所景況調査や、大分市と連携して



実施している「まちなか出店支援」の事業計画策定支援などから蓄積したデータに、マクロ的視

点のトレンド情報を合わせることで、ターゲット顧客の設定や価格戦略など、より具体的、現実

的な計画策定支援に効果を発揮している。 

 

（４）地域トレンド／マーケティングセミナーの開催 

小規模事業者の販路開拓にヒントを与えるマーケティング関連セミナーについては、昨年度９

回開催し述べ４００人が参加するなど、関心、満足度とも高いことから、引き続き開催する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

 既存事業から脱却、もしくは既存事業と並行して新たな事業の立ち上げを模索する小規模事業者

に対しては、ＳＷＯＴをはじめ経営状況分析を実施し、新たな事業領域を設定して、専門家の助言

により強みを活かしたマーケットイン型の商品・サービスの企画開発を行う。また経営革新等の取

り組みによる新たな商品・サービスの開発、販売を目指す小規模事業者に対しては、専門家による

ブラッシュアップを進め、計画の精度を上げるなど、事業所それぞれの経営環境下で、最も実現可

能性が高い新商品・新サービスの開発を支援する。 

 

（１）事業内容 

①専門機関、支援機関等と連携した商品開発（一部改善） 

 地域特産の材料を使用した工芸品や高付加価値商品などのレア商品、オンリーワン的な商品

をニッチ市場に投入する場合は、大手カード会社やシンクタンクなど、連携先の持つリソース

を最大限に活用し、ｗｅｂアンケート等によるモニタリング調査を実施する。ターゲット顧客

と合致する属性に向けて、対象商品の興味がある点、足りない点、許容する価格帯などの商品

評価を行い、商品開発に有効に役立てる。 

【調査方法】 

大手カード会社やシンクタンクなどのリソースを活用したｗｅｂアンケート等により調査 

【分析方法】 

大手カード会社やシンクタンクなどが分析まで実施 

【調査項目】 

食品系  … 属性（住所、年齢、性別等）、味、見た目、価格、パッケージの印象等 

非食品系 … 属性（住所、年齢、性別等）、使用感、価格、パッケージの印象等 

【調査結果の活用】 

調査結果は、支援担当の経営指導員等が当該支援先に直接説明する。その結果に基づき、商

品の更なるブラッシュアップを支援する。 

②販路開拓アドバイザーの活用による需要動向調査（新規） 

 地域の素材を使用した加工食品、飲料、珍味など、地域産品として広く全国展開を目指す場

合は、民間の現役バイヤーから直接助言・指導を受ける「大分県販路開拓アドバイザー活用事

業」を活用し、駅ビル内商業施設やデパートなどバイヤーの所属する売場に実際に陳列し、助

言に基づく小規模テストマーケティングを実施する。 

【大分県販路開拓アドバイザー制度概要】 

 小規模事業者の商品開発や販路開拓の課題解決のため、県内の現役バイヤーが小規模事業



者のもとを訪問し、アドバイスを行う事業。アドバイザーとともに商品のブラッシュアップ

を行い、新たな販路開拓先でテストマーケティング・ＰＲ・販売を行う。 

【支援の流れ】 

【支援後のフォロー】 

支援結果に基づき、引き続き支援担当の経営指導員等が商品の更なるブラッシュアップを支

援する。 

 

③新商品・新サービス合同プレス発表会（新規※平成２８年度より実施事業／一部改善） 

 多くの取材経験を持つ報道記者や、類似商材等を扱う企業等の支援歴がある支援機関担当者

などに直接商品をアピールし、その意見を商品のブラッシュアップに活かす「新商品・新サー

ビス合同プレス発表会」を年２回のペースで継続実施する。 

 これまでは、出展ブースに直接取材に来た記者や支援機関等から、その場でアドバイスを受

けるのみだったが、これに加え、各出展事業所の商品・サービスを実際に使用・体験してもら

い、そこで出された意見等をアンケート形式で集約しフィードバックする。これにより、多く

の支援者から得たアドバイスを効率的に新商品・新サービスのブラッシュアップに活かすこと

ができる。 

【アンケート調査項目】 

食品系  … 味、見た目、価格、パッケージの印象等 

非食品系 … 使用感、価格、パッケージの印象等 

【アンケート調査結果の活用】 

調査結果は、支援担当の経営指導員等が当該支援先に直接説明する。その結果に基づき、商

品の更なるブラッシュアップを支援する。 

④マーケティングセミナーの開催（継続） 

 需要動向に関する情報を必要とし、適切に活用したい小規模事業者の掘り起こしを図るた

め、消費トレンドやマーケティング手法等経営に資するテーマの経営セミナーを継続して開催

する。 

⑤個社支援の際に利活用するデータの収集（継続） 

 四半期に一度、行政機関やシンクタンク等が実施し、公開されている各種統計データや業界

情報誌をベースに、業種やエリアごとに消費構造や商圏、競合店の出店状況、季節トレンドに

ついて、それぞれの小規模事業者に適した情報を整理し、随時提供する。 

ＳＴＥＰ１
経営指導員が経営支援のなかで対象小規模事業者を
発掘

ＳＴＥＰ２
小規模事業者が経営指導員とともに「販路開拓アドバイ
ザー活用事業計画書」を作成

ＳＴＥＰ３ 当所から県担当課へ計画書を提出

ＳＴＥＰ４ 経営指導員帯同のもと、アドバイザー面談

ＳＴＥＰ５
アドバイザー活用事業者の決定
（計画書及び面談の内容から各バイヤー所属会社でテ
ストマーケティング・ＰＲ・販売が可能な場合のみ決定）

ＳＴＥＰ６ アドバイザーによる支援開始（経営指導員帯同・上限８回）

※完了後「販路開拓アドバイザー活用事業報告書」提出



        【需要動向に関する支援のイメージ】 

 

（２）目標 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①調査機関による需要動向調査 － 2 2 2 2 2 

②販路開拓アドバイザーの活用

による需要動向調査 
2 3 4 4 4 4 

③新商品・新サービス合同プレ

ス発表会アンケートサンプル

数 

- 15 15 15 15 15 

④マーケティングセミナー平均

参加者数 
44 45 45 45 45 45 

 



６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 第１期では、下記３事業を実施した。評価委員会においては、１年目は「どちらかと言えば達成で

きていない」、２年目は「概ね達成している」という評価を受けている。現時点で既に廃止となった

事業もあり、所内自己評価も踏まえ、第２期における取組方針は、以下のとおりとする。 

 

（１）プレミアム周遊ランチクーポン事業 

 当所が市内の飲食店に参加を呼びかけ、大分市内を訪れた観光客へのＰＲのほか、地元の消費

者にも市内のお店を改めて知ってもらう機会を作るために実施している独自事業である。 

 通常、税込１，０００円以上を超えるランチを期間限定で１，０００円にて提供するのが売り

である。参加した事業所からは、売上や来店者の増加に繋がったという声が多数あり、大変好評

であったことから、第２期においても継続して実施する。 

 

（２）広報・広告支援 

 当所が独自で実施している「新商品・新サービス合同プレス発表会」に参加した小規模事業者

の商品・サービスについて、本市中心市街地の商店街に設置されているビジョンによる放映や紙

媒体のガイドブック作成による広報支援を行った。第２期においても、新商品・新サービスの認

知度向上と販路開拓に繋げることを目的に、継続して実施する。 

 また、「新商品・新サービス合同プレス発表会」については、第２期における新規事業として

実施する。 

 

（３）展示会等参加支援 

 事業者が、見本市や展示会などに参加する際の費用の一部を補助する本市の事業について、そ

の利用促進や申請書作成等の支援を行った。また、大分県や関係諸団体が開催する商談会や各種

展示会等の詳細説明、出展手続き等支援を行った。 

 経営発達支援事業の目標の１つが「販路開拓の面的サポートの実施」であることから、第２期

においても展示会等参加支援を積極的に実施するが、１年目、２年目とも目標値を下回る結果と

なっていることから、本支援における内部的なＰＤＣＡサイクルを確立させる。なお、今回は展

示会等の参加件数だけではなく、成約件数も目標値として追加する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①商談会開催事業（新規） 

【支援に対する考え方】 

 小規模事業者が、新たに開発した商品を単独で流通業者等に売り込むことは容易ではない

と考える。そこで、ビジネスチャンスを掴むべく自社商品を売り込む場を提供するため、県

内外の流通業者（バイヤー）と直接商談ができる個別商談会「ＪＦＣ大分農商工商談会」を、

日本政策金融公庫、県内金融機関、商工団体等との共催により開催する。 



 商談会では、商談が成立しなかったとしても、バイヤーから商品の改善ポイント等につい

てアドバイスを直接受けることが可能であり、非常に有意義な内容となっている。 

【支援対象】 

食品製造業及びギフト・土産品製造業者 

【内容】 

 １９社（平成３０年度実績）のバイヤーが集結する。事前に商談を希望するバイヤーを選

定することが可能で、バイヤーと直接商談ができる個別商談会形式となっている。会場には

商品紹介パネルを設置することが可能で、それにより新たな取引につながる可能性もある。 

【目標】 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①参加事業所数 2 5 5 5 5 5 

（うち成約件数） 0 1 1 2 2 3 

②商談会参加支援（一部改善） 

【支援に対する考え方】 

 前述の「ＪＦＣ大分農商工商談会」は、一部県外の流通業者が入っているものの、県内の

事業者の方が多いのが実情である。そこで、広域的に販路を開拓したいと考える小規模事業

者については、大都市で開催される商談会に参加させる。 

【支援対象】 

食品製造業者 

【内容（商談会例）】 

 各食品業界の仕入れバイヤーが一堂に来場して福岡市で開催される大規模商談会「ＦＯＯ

Ｄ ＳＴＹＬＥ ｉｎ ＦＵＫＵＯＫＡ（注２）」に小規模事業者を選定し参加させる。参加に

あたっては、商談の際のノウハウを習得するための事前支援も行う。 

（注２）小売、中食、外食業界向けの食品・飲料・設備・サービスなど、３５０社程度の企

業が集結する、年に一度の九州最大級の仕入れのための商談展示会 

【目標】 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

②参加事業所数 2 5 5 5 5 5 

（うち成約件数） 0 1 1 2 2 3 

③補助金申請支援（継続） 

 大分市が商品の受注、取引先や事業提携先の開拓を目的とした国や地方公共団体が主催、共

催、後援する見本市、展示会、商談会などに参加する際、その費用の一部を補助する「中小企

業販路拡大応援事業」の利用促進や申請書等の作成を支援する。 

【目標】 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

③申請支援事業所数 1 5 5 5 5 5 

④新商品・新サービス合同プレス発表会（新規） 

【支援に対する考え方】 

 当所では平成２８年度より、事業者が新たに開発した新商品や新サービスをマスコミに向

けて情報発信する「新商品・新サービス合同プレス発表会」を独自に開催している。 



 経営資源が不足がちな小規模事業者においては、広報手段に限りがある。そのため、自社

で新商品・新サービスを開発し、前向きに経営改善に取り組んでいるにもかかわらず、告知

の方法がない、販路開拓の方策がない等でせっかくのチャンスを活かせず埋もれてしまうな

どの課題を抱えている。 

 そこで商工会議所の強みを活かし、報道機関や金融機関などの中小企業支援担当者を一堂

に集め、新商品、新サービスなどをアピールする「新商品・新サービス合同プレス発表会」

を年２回開催する。 

【支援対象】 

原則、１年以内に発売したもの、もしくは６ヶ月以内に発売予定の新商品または新サービス

をプレス発表できる小規模事業者 

【内容】 

・発表会は、２時間の２部構成にて実施 

≪第１部≫プレス発表会（１時間） 

各社５分程度で直接マスコミ記者に新商品・新サービスについて発表 

≪第２部≫マスコミ等との交流会 （１時間） 

マスコミや参加者との情報交換など自由交流。この時間を使って試食やデモンストレー

ションを行うことも可能 

【目標】 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

④参加事業所数（２回合計） 16 16 16 16 16 16 

⑤広報・広告支援（一部改善） 

【支援に対する考え方】 

 前述のとおり、当所では平成２８年度より「新商品・新サービス合同プレス発表会」を開

催しているが、当該事業の効果をその場限りのものとさせないために、参加した事業所の商

品・サービスを掲載した紙媒体のガイドブックを作成するとともに、本市中心市街地の商店

街内に設置されているサイネージや地元ケーブルテレビ等で情報を発信することにより、参

加事業所の更なる広報を支援する。 

【支援対象】 

前述の「新商品・新サービス合同プレス発表会に参加した小規模事業者 

【内容】 

（ア）「おおいた逸品ガイドブック」作成 

デジタルサイネージ 



 前述の「新商品・新サービス合同プレス発表会」に参加した小規模事業者の商品・サー

ビスについて、紙媒体のガイドブック作成による広報支援を行う。 

【配布場所】 

県内商工会議所、大分市工業連、大分県貿易協会、産業活性化プラザ、県内金融機関 

市内シンクタンク、大分県、大分市、大分市観光協会、他支援機関等 

（イ）サイネージまたは地元ケーブルテレビによる情報発信支援 

 前述の「新商品・新サービス合同プレス発表会」に参加した小規模事業者の商品・サー

ビスを、中心市街地の商店街内に設置されているサイネージや地元ケーブルテレビ等で放

映し、情報を発信する。 

【目標】 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

⑤広報・広告支援事業所数 16 16 16 16 16 16 

⑥プレミアム周遊ランチクーポン事業（継続） 

【支援に対する考え方】 

 当所が、市内の飲食店に参加を呼びかけ、大分市を訪れた観

光客を始め、県内外へ大分の食の味力を情報発信し、リピータ

ーへと繋げていくことを目的に始めた地域振興事業を実施す

る。 

【支援対象】 

飲食店 

【発行部数】 

７万部（平成３０年度実績） 

【設置場所】 

当所、大分駅、市内ホテル、市内商業施設、大分県、大分市、市内金融機関等 

【目標】 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

⑥参加店舗数 95 95 95 95 95 95 

 

【目標】（上記①から⑥の目標を統合して再掲） 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①参加事業所数 2 5 5 5 5 5 

（うち成約件数） 0 1 1 2 2 3 

②参加事業所数 2 5 5 5 5 5 

（うち成約件数） 0 1 1 2 2 3 

③申請支援事業所数 1 5 5 5 5 5 

④参加事業所数（２回合計） 16 16 16 16 16 16 

⑤広報・広告支援事業所数 16 16 16 16 16 16 

⑥参加店舗数 95 95 95 95 95 95 

 

 



Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 本市は、平成２０年７月９日に第１期中心市街地活性化基本計画が認定、その後、平成２５年３月

２９日に第２期基本計画、そして本年３月２３日に第３期基本計画が認定され、４月から５ヶ年の計

画がスタートした。当所は、第１期基本計画の認定を目指して準備を進めるために設立された「中心

市街地活性化準備委員会」の事務局を担当、法定の中心市街地活性化協議会が設立された後も一貫し

て事務局を担当してきた。 

 中心市街地活性化基本計画の推進により、駅高架やホルトホール大分、ＪＲおおいたシティ、県立

美術館などが次々と開業・オープンするなど、新たな賑わいが創出されている。今後も、賑わいが維

持・拡大され、その効果が地元の小規模事業者に波及することを目指していく。 

 また、本市では、全域にわたって様々なまつりやイベントが開催されており、当所はその主催や実

行委員会参画により、地域活性化において重要な役割を担っている。 

 第２期においては、第１期の事業を継続して実施することにより、まつりやイベントを通じた消費

喚起と、商店街を中心とした消費喚起に取り組んでいく。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①大分市中心市街地活性化協議会（継続） 

 中心市街地の活性化を目指す新たな５ヶ年計画として、平成３０年４月に『県都にふさわし

い中心市街地の魅力が伸展するまちづくり』～多様な「もの・ひと・しかけ」で人々を惹きつ

けるまち～をテーマとした第３期大分市中心市街地活性化基本計画がスタートした。 

 第３期計画では、①幅広い世代の人で賑わう魅力あるまちなか商業拠点の形成、②多くの

人々が行き交い、多様なサービスが受けられる空間の創出、③新たな出会いや都市文化を育む

個性の創出、以上３つの方針に基づき事業を鋭意展開している。中心市街地の進むべき方向は、

まちを一つのモールに仕立て、エリアマネジメントを効率的に実施し、来街者の増加を目指す

ことである。当協議会は、大分商工会議所会頭を会長とする商業者、地域活動団体などの代表

者で構成され、基本計画の進捗や事業を実施する法定協議会であり、会議を年３回開催する。 

【活動内容】 

（ア）事業計画の追加、変更に係る検討、審議 

（イ）商都復活支援事業経営サポートなど、各事業の進捗管理 

（ウ）駅ビルや県立美術館など、集客施設等と連携するプロジェクトへの参加 

（エ）時宜に応じた講習会、シンポジウムの開催 

【構成メンバー】 

㈱大分まちなか倶楽部（まちづくり会社）、商店街関係者、大分都心まちづくり委員会 

大分市大分中央地区自治委員連絡協議会、大型店、交通事業者、ホテル、電力事業者 

大分県建設業協会大分支部、大分県宅地建物取引業協会大分支部、大分大学 



大分工業高等専門学校、日本文理大学、大分県立芸術文化短期大学、金融機関 

マスコミ関係、大分県中心市街地活性化支援会議、大分市観光協会、大分市 

大分中央警察署、九州経済産業局、九州地方整備局、中小企業基盤整備機構九州本部 

②Ｗｅ ｌｏｖｅ 大分協議会（継続） 

 本市中心市街地において、団体・企業・個人等が有機的に関わることで多様な賑わいコンテ

ンツを横断的に機能させ、回遊性と持続性の高い街の形成と賑わいを創出することを目的に活

動する協議会。平成２６年１１月に設立準備会が立ち上がり、平成２７年３月に正式に設立。

平成２７年度から本格的に活動。当所から協議会に委員として参画し、駅ビル、地元百貨店、

商店街が同一のスキームで展開する協働セールや、回遊性を考慮したリレーイベントなど、当

計画に資する事業等の提案、実行に努める。なお、協議会は原則毎月１回開催される。 

【構成メンバー】 

大分大学、大分市、ＪＲ九州大分支社、大分合同新聞社、大分都心まちづくり委員会 

㈱大分まちなか倶楽部、一般公募参加市民 

③関係機関との連携によるまつり等各種イベント開催（継続） 

（ア）大分七夕まつり 

 本市中心部で開催される大分県内最大のまつりイベント。毎年８月の第１金曜日から日曜

日の３日間に亘り開催され、「大分の夏の風物詩」として市民に親しまれている。大分市中

心部のメイン会場を「４８万人の広場」と銘打ち、各種イベントが開催される。特に色とり

どりの山車（約２０基）が練り歩き、踊り隊が華麗にムードを盛り上げるまつり初日のメイ

ンイベントで、大分商工会議所青年部が企画および進行を行う「府内戦紙（ぱっちん）」は

圧巻。また、まつり２日目のメイン会場は歩行者天国となる。近年では観客が２５万人に達

し、大分市を代表するまつりに成長している。大分商工会議所は、大分市をはじめ大分市観

光協会、大分市商店街連合会、大分青年会議所やマスコミ各社、多数の市民団体と共にまつ

り実行委員会を組織している。常に方向性の確認を行いながら、本市の中心市街地から賑わ

いを届け、本市の持つ魅力を積極的にＰＲし、市民に愛されるまつりイベントづくりを目指

し、事業実施に取り組んでいる。なお、会議は年２回程度開催する。 

【構成メンバー】 

大分市、大分市観光協会、大分市商店街連合会、マスコミ関係、自治委員、関係団体 

交通事業者、大分青年会議所、大分中央警察署等 

（イ）おおいた食と暮らしの祭典 

 毎年１０月の第１金曜日から１０日間に亘って開催される秋の恒例行事。市内の小規模事

業者を含むものづくり企業の新商品やシステム、サービス等の発表の場である「大分市工業

展」がメインイベント。その他、大分市中心部の大分城址公園、若草公園、ふないアクアパ

ーク、大分駅府内中央口広場など、市内中心部の会場で様々なイベントを行う。当所は、大

分市をはじめ各団体等で組織する実行委員会への参画を通じて、地域活性化というビジョン

の共有を図りながら、イベントの充実や、中心市街地の賑わい創出に取り組んでいる。これ

に加え今後は、同展の各種イベントに管内の小規模事業者の出店を促すことで、ビジネスマ

ッチングや販路開拓の場としても有効に活用していくこととする。なお、会議は年４回程度

開催する。 

【構成メンバー】 

大分市、大分市商店街連合会、大分市工業連合会、大分県農業協同組合、大分市観光協会 



ＪＲ九州大分支社、マスコミ関係、自治委員、関係団体、大型店、大分市議会 

（ウ）市内各支所地区で開催されるまつり等地域振興事業 

 大分市には、行政上の各支所地区として、東部に「鶴崎」、「大在」、「坂ノ市」、更に関ア

ジ・関サバなどが有名な「佐賀関」の４地区、また南部に「稙田」、「大南」の２地区の計６

地区が存在する。各地区において、年間を通じて趣向を凝らした様々なまつり等イベントが

行われているが、これらは地域ブランドの育成や観光集客などの一翼を担っており、地域活

性化には必要不可欠なものである。よって当所では、各支所に配置する経営相談センターか

ら経営指導員等が各団体と共に組織するそれぞれの実行委員会のメンバーとして参加して

おり、イベントの充実を図るべく、多面的に支援を行っている。こうしたイベントは小規模

事業者にとって新たな販路開拓等、ビジネスチャンスの一面もあるので、出店や展示など積

極的な利活用を勧めている。なお、会議についても地区毎に開催されることが多く、イベン

トによって回数はまちまちである。 

【構成メンバー】 

大分市（支所）、各地区の民間企業、関係団体、自治会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 当所は、小規模事業者に対する支援能力の向上のため、行政、商工団体、金融機関等が主催する会

議に参加し、支援ノウハウや課題等について意見交換を行うとともに、同機関等が開催するセミナー、

研修会に積極的に参加してきた。 

 第２期においても、引き続き情報交換を行い、伴走型支援に必要なノウハウを吸収していく。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

 大分県内の経営支援機関、金融機関等が参加する下記の会議において、支援ノウハウ、支援の

課題等について意見を交換する。 

①大分県中小企業サポート推進会議（継続） 

 県内中小企業に対する経営改善や事業再生の支援により地域経済の活性化に寄与すること

を目的とし、参画機関相互が、経営支援施策や再生事例に関する情報を共有することを通じて、

地域全体の再生スキルの向上を図ることを目的に設立。商工会議所、商工会ほか地域経済団体、

県内金融機関、政府系金融機関、ベンチャーキャピタル、大分県中小企業再生支援協議会、大

分県信用保証協会などが参画する。事務局は大分県信用保証協会管理部と大分県商工労働部経

営創造・金融課が共同して担当する。参画機関等が関与する小規模事業者に対し、経営発達支

援事業の積極的なＰＲを依頼するとともに、当計画で実施する事業承継、第二創業支援などで

連携、協力を図る。会議は年２回程度開催する。 

②大分県産業創造支援ネットワーク連絡会議（継続） 

 県内中小企業者が経営革新、新規創業等に取り組み、企業経営の向上等が促進されるように、

大分県産業創造機構がコーディネート機能を発揮し、様々な支援策を一元的に管理するための

体制整備を図ることを目的に設立。大分県産業創造機構が事務局となり、大分商工会議所、商

工会ほか地域経済団体、県内金融機関、政府系金融機関、ベンチャーキャピタルなどが参加し

ている。参画機関等が関与する小規模事業者に対し、経営発達支援事業の積極的なＰＲを依頼

するとともに、情報交換を通じ、有効な支援策を展開する。会議は年２回開催する。 

③おおいた経営支援プラットフォーム（継続） 

 中小企業庁が認定した地域中小企業支援機関の連携体。専門家派遣の利用や経営の相談、イ

ベント・セミナー参加など中小企業・小規模事業者をサポートする地域のネットワーク組織で、

現在県内に３箇所あるプラットフォームの１つ。県下各商工会議所に地域金融機関などが参画

し、大分商工会議所が代表機関となっている。参画機関に対し当事業に関する情報発信すると

ともに、専門家派遣などの情報交換を通じ、有効な支援策を展開する。会議は随時開催する。 

④大分県スタートアップ支援機関連絡会議（継続） 

 県内の創業を促進するため、関係機関が個別に実施している支援施策情報を共有するととも

に、創業希望者の掘り起こし、創業希望者への情報提供、指導・助言等に関して意見交換を行



うことにより、関係機関が一体となって効果的な創業支援の実践に資することを目的とする連

絡会議。大分県商工労働部経営創造・金融課が事務局となり、商工会議所、商工会等地域経済

団体のほか、地元金融機関や行政などが参画する。各機関等が関与する小規模事業者に対し、

経営発達支援事業の積極的なＰＲを依頼するとともに、創業者向けの事業計画策定支援などで

連携、協力を図る。会議は年１回開催する。 

⑤大分県商工団体事務局連絡会議（継続） 

 大分県商工労働部が主催。県内の商工会議所および大分県商工会連合会、大分県中小企業団

体中央会の経営指導担当者が出席し、各団体が実施する経営支援事業の進捗状況の報告、意見

交換を実施する。会議は年４回開催する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 本県では、大分県商工会議所連合会傘下の商工会議所に所属する補助対象職員および一般職員の資

質の向上を図ることを目的とした管理職、非管理職別の職階別研修、複数テーマから選択受講する専

門分野研修、経営指導員等を対象とした経営支援事例研究からなる職員研修会（資質向上対策事業）

を実施しており、当所も全職員が受講した。また、日本商工会議所が主催する商工会議所経営指導員 

全国研修会（支援力向上全国フォーラム）やデータ分析力向上特別研修会などのテーマ別研修会、大

分県が主催する経営指導員等合同研修会に参加した。その他に、比較的経験年数の浅い経営指導員を

対象に、専門的な個別課題を解決する能力を習得するための研修会を実施した。 

 また、経営指導員等が出席して毎月開催している経営指導会議において、毎回担当を決めて２件程

度の経営支援事例を発表し、支援内容等について検討した。 

 第２期おいても、経営指導員等補助対象職員及び一般職員の支援能力、資質向上を図るため、研修

会へ積極的に参加するとともに、日本商工会議所等が主催する外部研修会にも計画的に職員を派遣す

る。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①職員研修会（資質向上対策事業）への参加（一部改善） 

 大分県商工会議所連合会が主催する職員研修会（資質向上対策事業）に積極的に参加する。 

 大分県商工会議所連合会は当所に事務局があり、本研修会も当所中小企業相談部が企画、開

催することから、効果性が高い研修会となるよう、時宜にかなったテーマを選定して実施する。 

②個別課題解決能力向上研修（新規） 

 経営指導員を対象に、経験年数や個々の能力を踏まえたうえで、伴走型支援に必要な個別課

題の解決に必要な能力を向上させるための研修会を企画、開催する。 

③外部研修会等への参加（新規） 

 日本商工会議所が主催する商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国フォーラム）

やテーマ別研修会等に積極的に参加する。 

④ＯＪＴ研修の実施（継続） 



 ベテラン・中堅経営指導員が巡回する際、経験の浅い経営指導員等を帯同させ、問題発見か

ら課題解決に向けた研修をＯＪＴにより実施し、支援能力の向上を図る。また、専門家派遣に

際しては経営指導員等が必ず帯同してより専門的なノウハウ習得を目指す。 

⑤人事交流の実施（新規） 

 小規模事業者の課題に的確に対応するための必要な知識及び能力を有する人材を育成する

とともに、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を学び、人的ネットワークの拡大を図り、復帰

後はその果実を派遣元の組織へ還元することを目的

に人事交流を実施する。 

⑥支援ノウハウの共有（一部改善） 

 経営指導員等が出席して毎月開催する経営指導会

議において、担当を決めて経営支援事例を発表し、支

援内容等について検討することでそのノウハウを共

有し、習得する。また、同じく経営指導会議において、

外部研修会等に参加した職員が講師となって伝達講

習を行う。 

⑦支援ノウハウのデータベース化（継続） 

 経営指導員等が日々実施する指導内容は、セキュリ

ティーの整った外部サーバにデータベース化して管

理している。各経営指導員等が、担当案件の進捗をリ

アルタイムに入力することで、本所はもとより、市内

６ヶ所の経営相談センターの経営指導員等と事案を

共有し、指導方法や進め方について相互に意見を出し

ながら経営支援を進めていく。 

 

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 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 

 大分県商工労働部商工労働企画課長、地元銀行系シンクタンクの代表、日本政策金融公庫大分支店

の融資課長を外部評価委員に委嘱し、評価委員会を年１回開催した。 

 第２期においては、継続して評価委員会を開催するとともに、各経営指導員等が抱える支援案件の

状況確認や評価、見直し、更には本事業の評価、見直しを定期的に行う。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）事業内容 

①内部検討会議 

 経営指導会議において、各経営指導員等が抱える支援案件の状況確認や評価、見直しを行う

（月１回）。また、四半期に１回の割合で、本事業の評価、見直しを行う。 

②外部評価委員会 

 大分県、地元銀行系シンクタンク、政府系金融機関、中小企業診断士等を外部評価委員に委



嘱して評価委員会を開催し、事業進捗、成果の評価に関する意見、提言を受ける。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、当所正副会頭会議にて報告するとともに、当所

ホームページ（http://www.oita-cci.or.jp/）で定期的に公表する。 



（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３０年９月現在） 

（１）組織体制 

   大分商工会議所 事務局 

    専務理事 １名 

    常務理事 兼 事務局長 兼 総務部長事務取扱 １名 

   【総務部】 

    一般職員 ５名、臨時職員 １名、嘱託職員 １名 

   【事業部】 

    一般職員 ７名、臨時職員 １名 

   【中小企業相談部】 

    中小企業相談部長 １名（経営指導員） 

    中小企業相談部次長 兼 経営支援課長 １名（経営指導員） 

    相談課   課長      １名（経営指導員） 

          経営指導員   ３名 

          経営支援員   １名 

          嘱託職員    １名 

    経営支援課 経営指導員   ３名 

    専門指導課 課長      １名（専門経営指導員） 

          経営指導員   １名 

          専門経営指導員 １名 

          経営支援員   １名 

          臨時職員    １名 

   【中小企業相談部 鶴崎経営相談センター】 

    経営指導員 ２名 

    経営支援員 １名 

    パート職員 １名 

   【中小企業相談部 大南経営相談センター】 

    経営指導員 １名 

    経営支援員 １名 

   【中小企業相談部 大在経営相談センター】 

    経営指導員 １名 

    パート職員 １名 

   【中小企業相談部 坂ノ市経営相談センター】 

    経営指導員 １名 

    パート職員 １名 

   【中小企業相談部 稙田経営相談センター】 

    経営指導員 １名 

    パート職員 １名 



   【中小企業相談部 佐賀関経営相談センター】 

    経営指導員 １名 

    経営支援員 ２名 

 

≪経営発達支援事業の実施体制≫ 

 

 中小企業相談部及び６ヶ所の経営相談センターに所属する経営指導員１７名、専門経営指導員２名、経営

支援員４名を中心に実施する。 

 なお、常務理事は全体を管理監督し、中小企業相談部長及び中小企業相談部次長は、統括責任者として事

業の進捗管理や問題点の把握、計画と実績の評価などを随時行う。 

 また、地域経済の活性化に資する取組については、一般職員も含めた事務局全体で推進する。 

 
 

（２）連絡先 

 【本所】大分市長浜町３－１５－１９  TEL ０９７－５３６－３１３１（代表） 

                    FAX ０９７－５３６－３１４３ 

                    URL http://www.oita-cci.or.jp/ 

                    Email info@oita-cci.or.jp 

  相 談 課             TEL ０９７－５３６－３２４８（ダイヤルイン） 

  経営支援課             TEL ０９７－５３６－３２０８（ダイヤルイン） 

  専門指導課             TEL ０９７－５３６－３２５８（ダイヤルイン） 

 【経営相談センター】 

  鶴 崎経営相談センター 大分市中鶴崎１－８－２０     TEL ０９７－５２１－１１３１ 

  大 南経営相談センター 大分市中戸次４５３９－７     TEL ０９７－５９７－１１５０ 

  大 在経営相談センター 大分市政所１－４－３       TEL ０９７－５９２－０２２６ 

  坂ノ市経営相談センター 大分市坂ノ市南３－５－３３    TEL ０９７－５９２－１１０９ 

  稙 田経営相談センター 大分市大字玉沢７４３－２     TEL ０９７－５４２－５１８８ 

  佐賀関経営相談センター 大分市大字佐賀関２２３２－１１０ TEL ０９７－５７５－１０００ 

 

 



（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 31 年度 

(平成 31年 4

月以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 

 

専門家派遣費 

市場調査費 

セミナー開催費 

需要開拓支援事業費 

支援体制整備費 

2,500 

1,000 

600 

2,000 

100 

2,500 

1,000 

600 

2,000 

100 

2,500 

1,000 

600 

2,000 

100 

2,500 

1,000 

600 

2,000 

100 

2,500 

1,000 

600 

2,000 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費 

 

（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。 

 

 



（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、事業計画策定に係る専門家の紹介 

２．Ｍ＆Ａ、事業承継に係る支援 

３．需要動向調査 

４．新商品・新サービス合同プレス発表会における販路開拓支援 

５．見本市、展示会、商談会等出展支援 

６．デジタルサイネージによる情報発信支援 

７．中心市街地活性化に係る取組 

８．まつり等各種イベント開催による地域活性化 

連携者及びその役割 
 

名 称 代表者 住 所 電話番号 役 割 

大分県 
知事 

広瀬勝貞 
大分市大手町 3-1-1 097-536-1111 

経営革新支援、創業

支援、情報提供 

大分市 
市長 

佐藤樹一郎 
大分市荷揚町 2-31 097-534-6111 

創業支援、補助金申

請、中心市街地活性

化、地域活性化 

㈱大分銀行 
取締役頭取 

後藤富一郎 
大分市府内町 3-4-1 097-534-1111 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、需要動向調査、

参加者募集協力 

㈱豊和銀行 
取締役頭取 

権藤淳 
大分市王子中町 4-10  097-534-2612 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、需要動向調査、

参加者募集協力 

大分信用金庫 
理事長 

和田政則 
大分市大道町 3-4-42 097-543-5151 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、需要動向調査、

参加者募集協力 

大分みらい信用金庫 
理事長 

森田展弘 
別府市駅前本町 1-31 0977-25-7710 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、需要動向調査、

参加者募集協力 

大分県信用組合 
理事長 

吉野一彦 
大分市中島西 2-4-1 097-534-8201 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、需要動向調査、

参加者募集協力 



㈱日本政策金融公庫大分支

店 

支店長 

細川英樹 
大分市都町 2-1-12 097-535-0331 

創業支援、各種金融

支援、参加募集協力 

大分県信用保証協会 
会長 

日髙雅近 
大分市金池町 3-1-64 097-532-8336 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携 

大分ベンチャーキャピタル

㈱ 

代表取締役社長 

黒木達夫 

大分市東大道 1-9-1大分

銀行宗麟館 4階 
097-543-1919 

地域経済動向情報提

供、商品・サービス

開発アドバイス 

㈱大銀経済経営研究所 
代表取締役 

衛藤健 

大分市東大道 1-9-1大分

銀行宗麟館 3階 
097-546-7770 

商品・サービス開発

アドバイス 

公益財団法人大分県産業創

造機構 

理事長 

姫野淸高 

大分市東春日町 17-20 ｿﾌ

ﾄﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 
097-533-0220 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、商品・サービス

開発アドバイス 

大分県産業科学技術センタ

ー 

センター長 

吉岡誠司 
大分市高江西 1-4361-10 097-596-7101 

商品・サービス開発

アドバイス 

大分県よろず支援拠点 
ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

関谷忠 

大分市東春日町 17-20 ｿﾌ

ﾄﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2階 
097-537-2837 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携、商品・サービス

開発アドバイス 

大分県中小企業再生支援協

議会 

統括責任者 

木本英俊 

大分市金池町 3-1-64 大

分県中小企業会館 5階 
097-534-9507 

経営状況分析・事業

計画策定における連

携 

大分県事業引継ぎ支援セン

ター 

統括責任者 

山中俊弘 

大分市金池町 3-1-64 大

分県中小企業会館 5階 
097-585-5010 Ｍ＆Ａ、事業承継 

独立行政法人日本貿易振興

機構大分貿易情報センター 

所長 

岡野祐介 

大分市東春日町 17-19大

分ｿﾌｨｱﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 4階 
097-513-1868 

海外展開に関するア

ドバイス 

㈱大分まちなか倶楽部 
代表取締役 

矢野利幸 
大分市中央町 3-6-9 097-573-7377 

まちなか出店支援、

空き店舗情報、中心

市街地活性化 



大分市竹町通商店街振興組

合 

理事長 

足立 篤志 
大分市中央町 3-6-7 097-534-5745 

デジタルサイネージ

による情報発信 

 

連携体制図等 
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