
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
竹田商工会議所（法人番号 5320005005882 ） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

竹田商工会議所は、小規模事業者に寄り添った身近な相談窓口として、経営上の課題

解決のための伴走型支援体制を構築し、意欲的な経営意識の醸成、強みの向上による

経営の持続的発展、創業支援等を積極的に行い、地域経済の活力の向上による企業を

通じた社会貢献、地域活性化を目標とします。そのため人口減少による地域の市場規

模の縮小を緩和するため、行政・関係機関と連携し、定住促進や交流人口の増大・商

機拡大を目的に竹田市固有の歴史・文化、伝統その他既存の地域資源を活かした情感

のあるまちづくりを推進し、小規模事業者の経営資源の掘り起こしに基づく経営基盤

の強化や地域の潜在的或いは新たな魅力をカタチにして利益に繋げる竹田スタイルの

創造など、トップランナーの育成を図り、個社支援の充実で継続的に事業が営める将

来性豊かな商業地の魅力づくりに取り組みます。 

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 

 外部的な経済動向調査結果や地域の内部的なデータに基づき、管内業況・動向を的

確に把握し、ニーズに呼応した情報提供を行う。必要なデータに関しては職員間で共

有し、速やかに提供する。 

２.経営状況の分析に関すること 

 事業戦略支援・分析シートを活用し、一番身近な経営相談窓口としての会議所を確

立させ、更に踏み込んだ支援内容を把握分析することで、各事業者に合った経営計画

の立案、竹田「らしさ」を求めたスタイルの提案を行う。 

３.事業計画策定支援に関すること 

 地域動向を把握し、各事業者の経営分析を通して課題解決と事業計画策定支援、及

び創業支援等をセミナー開催や専門家派遣等活用しながら伴走した支援として行って

いく。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 計画の進捗管理を含め、フォローアップ、補助金情報提供・申請、事業承継・引継

ぎ支援など持続的発展へ継続したマネジメントを行う。 

５.需要動向調査に関すること 

 管内重点支援個店への需要調査、開発された商品(地域産品)需要調査等を行い、事

業者の新たな商品サービスの提供、ブラッシュアップ、その可能性や事業性の検証に

寄与し、情報は個社にフィードバック、課題解決に役立てる。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 管内においてこれまで多くの事業で開発された加工製品や地域資源を利活用した商

品に注視、再発掘し、戦略・戦術を練った上で対外的にＰＲする。販路拡大へ繋げ、

売上増を図ることを目的に、サイトへの登録、物産展・商談会への参加を促進する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

中心市街地・商店街活性化の取り組みとして地域商社「たけたマルシェ」の組成、 

市街地空き店舗解消対策「まちの駅」構想の推進、竹田の魅力を高める個性あるイベ

ント等賑わい創出の取組みにより交流人口の増大を図る。 

連絡先 

竹田商工会議所  

〒878-0013 大分県竹田市大字竹田 1920番地 1 

ＴＥＬ（0974）63-3161 ＦＡＸ（0974）63-3163 

Ｅ-mail： tk@taketa-cci.or.jp  ＨＰ：http：//www.taketa-cci.or.jp 

 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【竹田市の現状】 
大分県の南西部に位置する竹田市は、平成１７年４月１日に旧竹田市と旧直入郡（荻町・久住町・直入

町）の 1市３町が合併し新竹田市として誕生した。総面積４７７．７㎢のうち山林原野が７５％を占める

中山間地で、大自然の恵みを活かした農業や観光が基幹産業となっている。 

竹田市の人口は、平成２９年７月末現在２２，５７０人で、竹田商工会議所の管轄する旧竹田市内の地

区（人口１３，４０４人）と九州アルプス商工会の管轄する旧直入郡内の地区（人口９，１６６人）の二

つの組織が存在する。 

旧竹田市は、岡藩７万石の城下町として奥豊後の政治・経済・文化、交通の要衝として栄え、コンパク

トな中心市街地には往時の町割りが引き継がれ、時代を物語る歴史的観光資源が点在する風情ある佇まい

を現在に遺している。城下町の主要観光施設として国指定史跡「岡城跡」・竹田市立歴史資料館・瀧廉太

郎記念館・竹田温泉「花水月」等があり「まち歩き観光」の結節点とされる。また地区内の農産品の一大

流通施設として「道の駅たけた」・「道の駅すごう」を運営する農村商社わかば（三セク）が存在する。旧

直入郡は、阿蘇くじゅう国立公園に含まれる久住高原、長湯温泉をはじめとする国民保養温泉地に指定さ

れた竹田温泉郡、標高差・寒暖差に恵まれた高原野菜などの特色ある地域資源を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

近年は市の農村回帰宣言により「竹田での新しい暮らしのスタイル」を見つける施策として、都会で暮

らす若者や子育て世代の新しい夢のステージとして、またリタイヤ後の団塊世代が安心して移住できるま

 

 

竹田市中心市街地 
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ちづくりを目指し、空き家バンクの充実や空き家改修に対する補助事業を積極的に展開、竹田市に伝わる

歴史や文化・地域資源を再発掘し、地域に根付いた人材育成・起業支援を行いながら伝統工芸の復元や芸

術文化の創造・雇用創出を図り地域活性化を目指すインキュベーション施設・TSG「竹田総合学院」の開

設効果等で、世界的に活躍している竹工芸家をはじめ紙漉職人、染色家、木工芸家、紙工芸家、ガラス工

芸家などアーティストの移住も多く、地方創生施策として新たな注目を集めている。 

 

【竹田商工会議所 地区内の事業者数の推移】                      

項 目 Ｈ１８年 Ｈ２１年 Ｈ２４年 Ｈ２６年 Ｈ２８年 備 考 

商工業者数※ ９８３ ９３１ ７９３ ７７５ → （775）  

小規模事業者数※ ８４５ ７８９ ６７７ ６６１ → （661）  

会員数 ６３５ ５７０ ５１８ ５０７ ４９５ (基準日：4/1 現在） 

組織率 64.6％ 61.2％ 65.3％ 65.4％ 63.9％  

 （※ Ｈ18：事業所・企業統計結果、Ｈ21・Ｈ24・Ｈ26：経済センサス基礎調査） 

 

 

【竹田商工会議所 地区内の事業所業種別割合】（数値＝Ｈ26：経済センサス・民営事業所数） 

業 種 建設業 製造業 卸・小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他※ 計 

商工業者数 ８３ ５３ ２６６ １１１ １６６ ９６ ７７５ 

割 合 10.7％ 6.8％ 34.4％ 14.3％ 21.4％ 12.4％ 100％ 

小規模事業者数 ７９ ５２ ２１５ ９２ １３９ ８４ ６６１ 

割 合 12.0％ 7.9％ 32.5％ 13.9％ 21.0％ 12.7％ 100％ 

※その他（農業、林業・教育、学習支援・金融・保険、不動産業・物品賃貸業、医療、福祉） 

 

 

【竹田市の課題】 
竹田市の人口は年々減少しており、昭和 55（1980）年から平成 12（2000）年までの 20年間で 20％、平

成 12（2000）年から平成 22（2010）年までの 10年間で 15％の減少がみられ、なかでも中心市街地の人口

減少率は全市の減少傾向よりも高い割合で推移している。地域別将来推計人口（下表）によると平成３７

（2025）年の人口は 17％の減少が予測され、２人に１人が６５才以上となる少子高齢化がさらに加速する

と予想され、Ｕ・Ｉターン等による移住定住策が必要である。 

 

『地域別将来推計人口（大分県竹田市）』    （平成 25（2013）年３月推計） 

男女計 
2010

年 

2015

年 

2020

年 

2025

年 

2030

年 

2035

年 

2040

年 

総数 24,423 22,384 20,413 18,487 16,695 15,061 13,524 

０～１４歳（人） 2,290 1,984 1,769 1,554 1,394 1,283 1,180 

年少人口比率※ 9.3％ 8.8％ 8.6％ 8.4％ 8.3％ 8.5％ 8.7％ 

１５～６４歳（人） 12,168 10,253 8,689 7,548 6,755 6,167 5,553 

生産年齢人口比率※ 49.8％ 45.8％ 42.5％ 40.8％ 40.4％ 40.9％ 41.6％ 

６５歳以上（人） 9,966 10,147 9,955 9,385 8,546 7,611 6,791 

老年人口比率※ 40.8％ 45.3％ 48.8％ 50.8％ 51.2％ 50.5％ 50.2％ 

７５歳以上（人） 6,153 6,302 6,026 6,090 5,981 5,650 5,061 

後期高齢化率 25.2％ 28.2％ 29.5％ 32.9％ 35.8％ 37.5％ 37.4％ 

※年少人口(0～14 歳)，生産年齢人口(15～64 歳)，老年人口(65 歳以上) ／総人口 

（国立社会保障・人口問題研究所） 
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【地域の課題】 
竹田市中心市街地の商業機能は、郊外への沿道型商業施設の進出やモータリゼーションによる購買活動

の広域化、インターネット等による通販市場の拡大といった商環境の変化、多様化する消費者ニーズの対

応の遅れなどから、小売業の年間販売額、商店数、従業員数は減少傾向にあり、空き店舗対策や雇用対策

が必要な状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため竹田市では、専ら中心市街地およびその周辺に係るまちなかの再生に向けた取組みについて将

来像を描き導くため、平成２６年３月に竹田市都市再生整備計画（国土交通省所管）の認可を受けている。 

さらに、平成２２年から「城下町再生プロジェクト」構想を立ち上げ中心市街地に存在する様々な魅力

を五感で感じられるまちづくりを推進するため、平成２６年６月に竹田市歴史的風致維持向上計画、平成

２７年６月に竹田市中心市街地活性化基本計画の２つの認定を契機として、中心市街地周辺エリアのまち

づくりに官民一体となって取り組む必要がある。 

 

 

 
竹田市・中心市街地の推移 
（年間販売額・商店数・従業員数） 
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【小規模事業者の課題】 
前述の中心市街地周辺エリアである（竹田町・竹田・拝田原・玉来・会々地区）の商工業者数は４９６

事業所で、管内商工業者全体の６４％を占め、市内に２つある商店街の両組合を含んでいる。 

 

中九州横断道路 

平成6年12月に計画路線に指定された地域

高規格道路で、大分市を起点として豊後大

野市・竹田市・阿蘇市等を経由し熊本市に

至る延長約120ｋｍの自動車専用道路。 

大分市、熊本市を中心とした都市圏間を相

互に連絡し、両県の交流を促進するととも

に、沿線地域の産業発展、地域活性化に寄

与することを目的とした道路。 

・大分から竹田までの高規格道路が平成

30 年度に共用予定。利便性が向上し、流

入機会であり、流出脅威でもある。 

まちの魅力を高め、市街地への誘引対策が

必要となる。 

   都市再生整備計画区域（１１２ｈａ） 

 

●竹田ＩＣ設置場所 
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小規模事業者の多くは商業者で、経済の衰退による需要低迷と競争激化、厳しい経営環境下による後継

者問題、高齢化による経営革新等の意欲低下が問題とされる。 

そのため、円滑な事業引継ぎや事業承継、創業者支援による新陳代謝、地域活力の源泉となるトップラ

ンナーの育成と「竹田スタイル※1」の新たな商品・サービスの創出により大型店との差別化をはかるなど、

持続可能な経営基盤の確立を目指す必要がある。 

また中心市街地活性化基本計画の推進によって小規模事業者がまちの将来像をイメージでき、設備投資

に期待感が持てるよう、持続的な発展支援による経済活力の向上を図ることが必要である。 

 
※1「竹田スタイル」とは、竹田の歴史や文化、町なみ、伝統、食、その他の地域資源を活かし、竹田ならでは

のヒト・モノ・コトの価値を見えるカタチ（ストーリー化）にして、利益に変えること。例えば、ゆったりと

流れる時間・スローフード、絆、暮らしの営み・自然のリズム等の価値を組み合わせ、竹田「らしさ」を演出

する。                               

 

 

【これまでの商工会議所の取組み】 
これまで、人口減少による事業環境の縮小、廃業率が高まる中、高規格道路の整備などを見据え如何にし

て商機を見出し、地元客・観光客の集まる「まちなか回遊観光」による交流人口の増大が図れるかを目的

に次の事業に取り組んできた。 

年度 事業名 内容・タイトル 

19年度 全国展開調査事業 新たな観光資源発掘事業 まちなか観光プロジェクト 

 

江戸時代に城下町として形成され、大正、昭和時代に地域の中核商店街として発展してきた竹

田町商店街。この商店街を活用し、近郊の温泉客をターゲットにした「商店街まちなか観光」

を推進する。「歩いて楽しいまち」をテーマに、従来の観光資源に加え、街の歴史や生活、生

業などの新しい観光資源を発掘し観光客誘致のための新たな観光コンテンツとし観光客の「滞

留時間の増加」「消費額の増大」「商店街の活性化」を図るための調査事業。 

23年度 全国展開調査事業 海彦・山彦キリシタン街道創出事業 

 

竹田地域と長崎平戸地域は岡城と平戸城があり、ともに城下町文化、キリシタン文化を共有す

る。両地域を結ぶ会員制バス“ＹＯＫＡＲＯバス”の開通を契機に、歴史的資源と海の幸や山

の幸を使った特産品開発の調査事業。 

 〃 大分県商店街魅力ある店づくり支援事業 「キラリ輝く繁盛店づくり」 

 

個店事業主及び従業員等を対象に９店舗が店づくりのための商業理論と、品揃えや店 

内レイアウト等、各個店ごとの課題解決のための臨店指導により、個店の魅力を高め 

繁盛店づくりを目指す。商店街に来街した入店客を得意客とする仕組みづくり、自店 

を繁盛させる仲間を点から線、線から面へと増やし、商店街全体の商業集積として「キ 

ラリ」輝く魅力向上を図る事業。 

24 年度も引き続き４店舗が新たに加わり「フォローアップ事業」を実施した。 

24年度 全国展開本体事業 1年目 交流人口の増加をめざした魅力創出事業 

 

竹田市は城下町としての歴史文化がありながらその資源が十分に活かされておらず観光客も

減少し続けている。そのため、交流人口の増加を図るため、地域資源の掘り起こしを行い、自

慢できる地域の魅力のある観光振興を図ることが喫緊の課題である。そのためストーリー性の

ある竹田オリジナルのガイドブックを製作し、モニターツアーを行い、竹田の歴史・自然など

の観光資源の魅力を語れる人材や市民レベルの観光客の受け入れ態勢を作っていく。 

25年度 全国展開調査事業 岡城・城下町 歴史まちづくり創出事業 

 

岡城・城下町の観光客を増大するため、岡城跡・城下町の魅力の調査を行い、現代に生かす取

組みとして町全体で共通イメージをつくり統一感と賑わいの創出に向けた市民活動の活発化

を狙い、長期的な観光保全活動の 10ヵ年構想を策定するための調査事業。 

26年度 全国展開調査事業 アート・音楽・おもてなしの心でコミュニティビジネス 

 モノあまりの時代と云われ古くからあった「良いもの」が失われてきた昨今、モノよりコトが
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見直され、地域コミュニティの再生が要請されている。商店街の役割を「消費者との交流の場」

として位置づけ、秘められた歴史・文化的な地域資源、人材資源を活用した地域コミュニティ

ビジネスの場を創設するため調査事業。 

 〃 
商店街まちづくり事業 

（中心市街地活性化調査事業） 
魅力ある中心市街地活力創造調査事業 

 〃 竹田市中心市街地活性化協議会 
法定協議会の立ち上げ、まちづくり会社の設立 

基本計画の策定・意見書提出 

27年度 小規模事業者支援パッケージ事業 地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業 

 

中心市街地において、域外消費者等に向けた「たけた食のブランド博覧会」「たけた食のブラ

ンド商談会」、竹田出身の多様なシェフが地域産品の新たな活用志向を検討する「たけた食の

ブランド・シェフズミーティング」をパッケージした販路開拓事業を実施。消費者の評価とバ

イヤーの視点を絡めた商品価値を高める取組みと、会議所独自のマルシェ物産展示会場を来訪

者とのコミュニティの場「まちの駅」として創造する実証を通じて、食をテーマとした「竹田

発加工」「竹田らしさ」「竹田愛」ある商品展開を会議所より発信、郷土への誇りを持つ竹田ス

タイルとして市民に定着させることを目的に展開した。 

28年度 全国展開調査事業 地域商社たけたマルシェの食開発事業 

 

竹田らしさの食の商品開発を行なうため、竹田市の代表的な農産物「カボス・しいたけ・サフ

ラン・米等」の新商品開発・改良に必要なニーズ及び生販食一体型の調査を行ない、今後設立

する地域商社たけたマルシェが販路拡大を目指すことを目的とした調査事業 

 

[取組みの結果] 

まちなか観光の推進をはかるため調査事業や実証実験を通して得られた「情感のあるまちづくり」をコ

ンセプトに、中心市街地活性化基本計画の策定を目指し、商工会議所が主体となり地域関係者のコンセン

サスを図るべく「竹田地区市街地活性化協議会」を組織、平成 24 年 2 月に中心市街地活性化構想案を取

り纏めて市に計画策定の要請を行なった。その後平成 26 年度の中心市街地活性化調査事業と竹田市中心

市街地活性化協議会（法定協議会）の立ち上げなど一体的な推進により、平成 27 年 6 月中心市街地活性

化基本計画が認定され、当所が提案する、地域コミュニティの再生“まちの駅構想”による賑わい創出や

医商連携による“高齢者に優しいまち”、歴史文化を活かした“歩いて楽しいまち”といった、まちづく

り構想が計画に反映されたことで、地元客も観光客（交流人口）も集まる中心市街地として再生・商機拡

大を狙うチャンスとなった。故に中心市街地活性化基本計画は本経営発達支援事業推進において、核であ

ると言える。また、平成 25 年度の調査事業では、岡城・城下町の歴史文化など共通イメージで繋いだ観

光コースの商業化及びガイドの育成、市民レベルでの事業参画を目的に「岡城歴史まちづくりの会」が発

足し、その活動・要請が平成 26 年の竹田市歴史的風致維持向上計画の認定に繋がる大きな原動力となっ

た。 

 

【今後の目標】 
（1）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

これまでの取組みを背景に、中心市街地における固有の歴史及び伝統、その他既存資源を活用した“歩

いて楽しいまちづくり”を目指し、商店街を消費者との交流の場とする地域コミュニティの再生や旅情・

人情・風情の創出による「竹田情感まちづくり」をコンセプトに、中心市街地の活性化を官・民連携のも

と「竹田ならでは」「竹田らしさ」の価値創造による竹田スタイルを推進することで、商工会議所が中心

となり将来性豊かな商業地の魅力づくりと小規模事業者の持続的な発展のための経営支援による経済活

力の向上を目指す。 

 

（2）経営発達支援事業計画の目標 

10 年後のあるべき姿は、投資意欲の持てる事業環境を形成し、経済の域内循環による地域活性化を目指

す。そのため、意欲的な経営意識の醸成のために小さな成功例を積み上げることで周囲への波及に繋げ、

小規模事業者が事業にやりがいをもてるよう、各店の自助努力を引き出すことを中期（5 ヵ年）目標とす

る。 
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（3）目標達成に向けた方針 

①小規模事業者の経営体力に応じた課題解決のための寄り添い支援、経営分析により知的資産の内容を

掌握し、コアコンピタンスや強みを知り、活かす経営手段の提案や新たな商品・サービスの創出に向け

た細やかな伴走支援を行う。 

②中心市街地のまちづくり事業・商店街振興策の実施から事業のトップランナーを育成支援し小さな成

功事例づくりとその積み重ねで、経営意識の醸成を周辺へと波及させるように展開させる。 

③小規模事業者の現状把握・巡回指導を行うにあたって、形式上の型にはまった指導のみを行うのでは

なく、ライフスタイルを含めた事業者にとって一番身近な指導・相談相手としての会議所を目指し、事

業者の本音が語れるよう「よろず相談・分析」を用いて素材収集を行うことで経営計画、経営革新策定

等の伴走支援に繋げる。 

④今後、地元市場の縮小傾向を交流人口の増大によって商機拡大をはかることを優先課題として、地区

内の小規模事業者がイキイキと、事業にやりがいをもてるよう、大手には出来ない地域の個性を活かし

た「竹田スタイル」の確立により、事業を継続的に営めるようなまちづくりを推進する。 

⑤空き店舗率の減少による街なか活性化を図るべく、市・企画情報課やまちづくりたけた(株)等との連

携を密にし、経営全般の拠点・窓口としてアンテナを高く張ることで積極的な創業支援を行う。 
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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） 

これまで経済動向調査は、外部データの内々での把握、企業業況・動向等を指導員が巡回時に事業者へ

聞き取るに留まり、指導施策の反映に活かされていない。また、管内事業者への十分な情報提供はもと

より、弊所職員間での共有が成されていない現状がある。中九州横断道路の大分竹田間開通が平成 30

年度に迫っており、交流人口の取込みチャンスである事など、今後の竹田市将来像を的確に見据え、小

規模事業者の支援にあたり、データ収集・調査に基づいたより綿密でタイムリーな提案・助言を行う必

要がある。 

（事業内容） 

（1）管内景況感調査 

独自調査として毎年上期・下期に、管内景況感について（建設業４社、製造業２社、卸・小売業１０

社、飲食・宿泊業６社、サービス業８社）の「業況（売上）」「業界動向」「資金繰り」「雇用状況」

「経営上の問題点」「今後の見通し」等の調査・分析を行い、経済動向の把握に努める。これは、各業

種別の前年対比のみならず、地域内における経済循環及び各業種の置かれている業況を把握するもので

ある。また、集計後データ化し調査結果の情報提供等を行うことで、経営分析対象者の掘り起こし、事

業計画策定のための糸口として活用でき、小規模事業者の経営課題を抽出し、積極的な支援施策の提案

を行う。尚調査結果は弊所会報・ホームページ等で周知させる。【指針③】 

 

（2）高規格中九州横断道路開通による影響調査 

  大分県と熊本県を結ぶ高規格中九州横断道路が隣町の豊後大野市朝地町まで開通しているが、朝地 IC

付近の道の駅は活気付き、大きな売上を得ている。平成 30年に竹田 IC開通予定である当市において、

一つの商機拡大のチャンスでもあるが、竹田市においては新たな道の駅を設けず、ICに近い中心市街地

へと誘客し、まち全体を道の駅として捉える方向性を打ち出している。今後、横断道路の整備効果(ス

トック効果)を計る観点から、中心市街地事業者及び開通前主要基幹道路である国道５７号線沿いに立

地する事業者及び中心市街地より飲食業５社、小売業８社、サービス業５社、道の駅２店を含め２０社

を選定し、好・悪影響調査として売上・客数動向等について平成 30年～平成 33年にかけて景況調査と

共に行い、竹田市観光課の観光客入込客数調査と併せ効果・動向を把握、景況感調査同様会報・ＨＰ等

で小規模事業者へ情報提供を行う。【指針③】 

 

（3）各種統計調査の活用 

上記独自調査と併せ、小規模事業者が持続的発展を遂げるために必要な情報を、次のような調査報告 

で確認・収集し分析することで、経営力の向上に必要な経営計画の策定や補助事業申請の基礎資料とし

て活用できるよう整理する。 

・どれぐらいの人がどんな風に働いているのか、賃金状況や地域別人口・経済活動(業種、売上、従業

員数等)が分かる政府統計総合窓口（e-start） 

・地域のお金の流れを生産・分配・支出の三段階で見える化し、経済状況が把握出来る、まち・ひと・

しごと創生本部地域経済分析システム（RESAS） 

・日本全国の中小企業を対象とし、中小企業の景況を把握、経営の診断・情報提供、事業の企画立案に
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寄与する中小企業庁の中小企業景況調査報告 

・景気の善し悪し、今後の見通し等について財務局、県等が発表する景気判断ＤＩ調査 

以上のような調査・システムを地域の全体像を的確に把握、経済循環を分析することに活用し、小規模

事業者への情報提供を図る。 

尚、調査分析・公表は上期・下期の年２回実施する。【指針③】 

（目標・活用方法） 

各調査・分析結果は、指導員等を中心に個社及び地域の現状をしっかり把握した上で、商工ニュース 

ホームページ等で上期・下期で発信し、管内地域の業況・動向を広く明確にすると共に、小規模事業者 

へ周知を図り、経営状況分析や事業計画策定支援の根拠、基礎データ資料として活用。また疲弊する地 

域経済の維持を目標に、域内の需要・商圏としての可能性等を的確に把握することで身の丈に合った経 

営、ニーズに呼応した商品サービスを提案出来る指導体制を構築する。必要なデータは職員間で共有し、 

速やかに情報提供できる環境を整えることとする。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

これまで経営分析の多くは、小規模事業者経営改善資金（マル経資金）の推薦など金融支援の一環に

留まり、調査方法としての巡回指導では広く浅くの感が否めず、深掘りした総合的な経営力の向上に資

する活用が行われていない。他方現状として飲食に関しては、昨今竹田をどうにかしたいと想う若手の

ＵＩターンが多く見られる。ジビエを使用したフレンチ、炭酸泉を利用したパスタ、おもてなしを重視

した店舗経営により全国居酒屋甲子園優勝店が輩出されるなど、各店のコンセプトに合わせ、地域資源

をうまく利用し付加価値を付けた竹田らしさ、「竹田スタイル」で街を活気付かせている。今後は業況

を細かく把握し、巡回時の分析シート活用や継続記帳指導・確定申告指導などで蓄積された決算データ

資料の分析等により更に踏み込み、経営革新計画や各種補助金申請への応用を図るなど、提案型の機会

創出による小規模事業者の持続的発展・繁栄に向け、事業経営計画策定の礎とする。 

（事業内容）    

（1）巡回指導等による経営状況分析 

経済動向調査の対象者、及び経営改善普及事業を通じての巡回相談指導による事業者を対象に小規模 

事業者の経営状況の把握・分析を行い、事業者の持続的発展に向け、経営に必要な需要動向などの情報

等の提供を行う。 

具体的な手段として、事業戦略支援・分析シート(※後記載)を作成し窓口・巡回相談時に、 

①自店のあるべき姿、ビジョン 

②後継者の有無、今後の事業承継について 

③コアコンピタンス、商品・サービスの内容 

④自社の魅力(強み)、環境下におけるチャンス(機会)・ピンチ(脅威・弱み)の把握 

⑤ライフスタイルを含めた総体的な事業者の夢・悩み・心配事 

等を聞き取ることで事業計画策定に役立て、何よりまず零細企業の一番身近な経営相談窓口としての会

議所を確立する。 

調査対象 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

景況調査実施事業所数（巡回） 10 30 30 30 30 30 

高規格道路影響調査事業所数 － 20 20 20 20 － 

会報・HPによる情報提供、統計分析

回数 
1 2 2 2 2 2 



１０ 
 

（2）記帳継続・記帳代行対象者及び金融相談における経営分析 

  声が聴けるだけでなく、フェイスｔｏフェイスで伴走した支援を行う商工会議所として、既存の事業

改善を図っていく上で、これまで簡易な数値分析を行ってきた記帳継続・記帳代行先に対し、今後は決

算書や月々の試算表を基に財務諸表を活用した経営分析を行い、経営課題等について見える化を施す。

既存事業である金融相談等においても、財務分析は勿論、持続的なヒアリング等を適宜行いながら強み

弱みを含めた詳細な分析指導を行うことで、計数感覚の乏しい事業者に対して効果的な支援へ導くこと

が出来る。(1)(2)ともに財務分析については、収益性、生産性、効率性、成長性、キャッシュフロー等

を分析項目とし、中小機構の経営自己診断システムを用いて他社比較による個別指標診断を行い、財務

上の課題を抽出、改善に向け指導する。 

 

（成果・活用） 

定期的な個別巡回相談、分析シートで得られた情報・データを基にＳＷＯＴを把握し更に踏み込むこ

とで、経営ノウハウ、知的資産（従業員・設備等）、財務分析などを行い、需要を見据えた計画的な経

営を促進する。分析結果や課題は事業者へフィードバックすると共に、コア事業の新たな展開や関連事

業の拡大・可能性の分析等にも活用し、売上向上・利益確保に向けた事業計画策定へと繋いでいく。 

 

（経営分析目標値）※小規模会議所である弊所での経営分析件数は指導員一人当たり初年度６件とし、翌年度より     

２件増の事業者を分析していく。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

巡回等による経営分析件数 6 12 16 20 24 28 

記帳継続・金融相談等による 

経営分析件数 
－ 10 10 10 10 10 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

将来展望が希薄な中でターゲット、販路等が不明瞭なため新たな方向性を見出せない現状がある。こ

れまでは、やる気のありそうな事業者には更に関与を深め、経営革新計画策定や各種補助金の申請獲得

など行ってきたが、限られた事業者への支援メニューである感があり、広く小規模事業者への経営課題

の解決や需要開拓を積極的に支援・情報活用する体制が成されていないという現状は否めない。 

このため、小規模事業者に対し、課題解決・経営の持続的発展を図る上で実効性の高い事業計画策定の

重要性を説き、経営状況や需要動向等の分析を踏まえ、伴走型支援体制を早急に構築する必要がある。 

（事業内容） 

（1）計画策定・専門家派遣支援 

巡回指導によって経営状況分析を行った事業者やセミナー参加者を主として事業計画策定対象者を 

掘り起す。分析により把握したデータを蓄積し、事業者の展開・要望等を積極的に汲み取り、事業計画

の策定に向けた寄り添い支援を行う。小規模事業者の抱える経営上の悩みに対しワンストップサポート

を実施し、専門的な課題等については、専門家派遣事業（ミラサポ・よろず支援拠点・産業創造機構等）

の活用を行い、課題解決に有効となる国・県・市が行う補助事業申請など、更なる事業強化を視野に伴

走支援体制を構築する。環境としては、高齢化率日本最上位の市であることなど脅威となることもある

が、中九州横断道路開通や定住促進の活性化などチャンスも広がる中、自社の強み弱みを的確に把握し、

小さな経済圏で大企業が応えきれないニーズを捉え、創意工夫、知恵と経験により竹田らしいサービ

ス・商品の提供、身の丈に合った経営の提案、その風土から多様な地域産品を誇る中での６次産業化な

ど、「らしさ」を求めた竹田スタイルの提案を行う。また、推進する市街地活性化事業や商店街の今後

のあり方や魅力向上策に関し、個店の経営資源活用に着目し、目標を明確にした経営計画策定支援を実

施する。【指針①②】 

（目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数 2 6 8 10 12 14 

経営革新支援事業者数（成果指標） 1 2 2 2 2 2 

補助金等支援事業者数（成果指標） 1 2 2 2 3 3 

専門家派遣支援事業者数（成果指標） 8 8 8 8 10 10 

（2）セミナー開催・個別指導支援 

 これまでの個店対策として行ってきた商店街対策「キラリ輝く繁盛店づくり」事業により、やる気の 

ある店舗のイメージチェンジ、売上増に繋がった好事例等を波及させるべく、竹田版のトップランナー 

育成支援を行い、地域経済や需要動向を加味したＰＤＣＡサイクルを確立する。特に中心市街地事業者 

においては、まちづくり計画の進捗状況を踏まえた経営戦略、事業計画の策定を行えるよう支援事業と 

して小規模事業者持続的発展に向けたセミナー、研修会等を開催する。【指針②③】 

①経営理論・人材育成・新商品の開発など、個店の魅力アップに資するセミナー等開催により、事業

者発掘に繋げると共に事業計画策定のノウハウを共有する。 

②特に青年部層を中心に代替わり、事業引継ぎの課題が散見される中、自社の経営資源の見直しを含

めたＢＣＰの立案、相続税の改正等、総体的な事業承継問題の課題解決に向け、事前の対応策を講

じる。 

③魅力ある個店づくりを支援するために店舗ファサードや店内レイアウトの「見える・化」に取り組

むキラリ繁盛店づくりの実践者に対する事後支援や波及効果を睨んだトップランナー育成支援を
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行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

（目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

講習会・研修会回数 1 2 2 2 2 2 

参加者数 10 20 20 30 30 30 

 

（3）創業・第二創業支援 

竹田市創業支援事業計画の認定連携創業支援事業者としてその推進にあたり、創業希望者に対し相談

内容やステージに応じた適切なコーディネートを行う。中心市街地活性化基本計画における「まちの駅」

構想での事業展開支援を初め、当市が取り組む伝統産業の復興及び文化・芸術振興の人材育成支援と連

動し、市街地に増えつつある若手や移住した芸術家の創業を竹田暮らしとコミュニティ醸成の好事例と

し、開業時からより身近な存在として伴走した支援を行う。 

具体的には、①ターゲット市場の見つけ方、②ビジネスモデルの構築の仕方、③適正な価格の設定と

効果的な販売方法について、④資金の調達、⑤事業計画書の作成、⑥許認可、創業手続き支援、⑦疎か

になりがちな顧客管理の徹底、それらが事業継続の一つの要素や販路開拓と成り得ることを助言指導し

ていく。【指針①②】 

（創業支援目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業・第二創業支援件数 

（活動指標） 
5 7 7 7 7 7 

創業・第二創業事業者数 

（成果指標） 
2 3 3 3 4 4 

 

（4）空き店舗調査 

空き店舗に関して貸し出し条件、店舗面積など詳細な実態把握が課題となっている。詳細な個店調査 

により、行政やまちづくり会社など空き店舗に関する基礎資料および空き店舗率の共有を図り、創業者

および移転希望者の相談時等に情報提供していく。巡回等で随時状況を把握し更新する。【指針③】 

（空き店舗減目標値） 
※空き店舗数の減少を目標に、調査結果を有効活用する。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

空き店舗の数（成果指標） 44 42 40 38 36 34 

 

（期待できる効果・改善点） 

団塊の世代から次世代へと事業承継が行われつつある昨今、自社の経営状況や今後の経営方針、人財

を初めとする経営資源の見直し・把握は重要であり、多様な支援により自社の事業計画を策定すること

が小規模事業者の持続的発展へと繋がる。手段として事業戦略支援・分析シートを用い、経営分析を基

に小規模事業者に対し売上増や経営の安定が期待できる事業計画の策定を積極的に提案し、幅広い経営

課題に対する解決策を検討、成案を得ることが出来る。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

これまで計画策定を行っても十分なフォローアップ、進捗確認を行っていたとは言い難く、策定効果

が希薄である。また、小規模事業者は現場業務に追われ、計画の進捗管理まで手に負えない面がある。

指導員をはじめ会議所職員は策定後の定期的な訪問指導を行い、事業計画に基づいて事業を着実に実施
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出来るよう、また途中支障により計画の見直し等必要がある場合には、改善策含めた適切なフォローア

ップを行い、持続的発展へ継続したマネジメントを行う必要がある。 

（事業内容） 

（1）定期フォローアップの実施 

事業計画遂行において、事業者の繁忙などの状況を加味しつつ原則として四半期毎の定期的な巡回訪 

問を行い、計画の進捗状況によって、2年目までは年 4回、3年目は年 2回、4年目以降は 1回など状況

に応じて適宜増減し、進捗状況の確認、必要に応じての計画修正・助言を行い、ＰＤＣＡを意識付け、

着実に計画目標を実行できるよう支援する。また、国や県など必要な支援施策について広報周知させる

など、適切な伴走支援・指導を講じる。【指針②】 

（目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数(成果指標) 2 6 8 10 12 14 

フォローアップ件数(活動指標) 2 24 56 84 110 138 

 

（2）課題別フォローアップ支援 

 経営革新や補助金採択など事業採択後のフォローは勿論であるが、創業支援、空き店舗の斡旋後の計 

画と現実との差異など、生業とする上での心配事や悩みを相談出来る身近な商工会議所としての体制も 

整える。具体的には随時巡回訪問等により、各種諸手続きをはじめ、金融面での融資斡旋、県や市独自 

の空き家・空き店舗助成支援、専門家の派遣による計画遂行支援等を実施し、移住創業者の多いたけた 

において、街に合った経営スタイル、場合によってはライフスタイルの提案に至るまで、伴走した支援 

を心掛け、小規模事業者にとって効果的なフォロー・助言指導を行う。 

（目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営革新フォローアップ支援事業

者数 
1 2 2 2 2 2 

補助金採択等フォローアップ支援

事業者数 
1 2 2 2 3 3 

創業等フォローアップ支援事業者

数 
2 3 3 3 4 4 

 

 （3）空き店舗活用チャレンジショップ事業支援 

  竹田市中心市街地活性化基本計画における事業の一つとして、Ｈ２８～３０年度空き店舗活用チャレ 

 ンジショップ事業をまちづくり会社と連携した中で行い、新規創業希望者に対して、一定期間チャレン 

 ジショップとして空き店舗を貸与することで城下町での初期起業リスクの軽減とノウハウ蓄積の機会 

 を与え、本格的な経営開始のきっかけにすると共に、開始前の伴走した事業計画策定支援、開業後の実 

現可能で明確な経営計画策定へと繋げ、定期的な巡回によりフォローアップシートを作成する等データ 

管理を行い、創業へ向け課題解決を図る。 

（目標値） 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 

チャレンジショップ誘致数 2 2 2 2 

 

（4）事業承継・引継ぎ支援 

 竹田市では国内でも有数の高齢化率の高い市となっており、同時に人口減少による購買力低下が進む 

中、商業やまちづくりに従事する後継者及び新規商業者の育成が課題となっている。トップランナーを 
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育成する上で、又適切な伴走支援を行っていく過程で起こり得る事業承継の問題について、将来性を考 

慮し、早い段階で中長期的な計画と準備を指導・支援していく。内容によっては本年度開設された大分 

県事業引継ぎ支援センターへと取り次ぎ、専門家支援により助言していく。【指針①②】 

（目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継支援件数（活動指標） 2 2 2 3 3 3 

 

（期待できる効果・改善点） 

  人口・商圏が縮小傾向にある当地区においては、何より自社の売上維持・増加が不可欠となるため、

新規顧客獲得や販路開拓など、ニーズや場面に沿った重点的な支援が求められる。今後は小規模事業者

の策定する事業計画について、単に作成支援のみならず、伴走した中で計画に基づく事業を着実に実施

し、場合によってはその後の改善策を適切に講じることが出来るよう、将来性を鑑み総合的な支援を行

うことが出来る体制を整える。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

  城下町として 400年変わらぬ町割りを有し、主に域内人口を対象にした商売を行ってきた多くの事業

者は、往々にして「殿様商売」と揶揄されるような顧客視点不在の経営になっている。消費額の低迷、

購買の広域化が進む中で、買物弱者問題など新たな地域の課題（＝需要）も見られてきているにもかか

わらず商品やサービスに対するニーズ対応の意識は乏しく、チャンスはあっても自ら逃すケースが多い

のが現状である。持続的な事業としていくためには、地域顧客の需要への対応、交流人口を拡大する外

部からの顧客の需要への対応という二つの視点をもって提案型の「竹田スタイル」をより形作って行く

取り組みへの支援が必要となる。 

  また当所では、竹田市との連携により平成 19 年から行った厚生労働省の補助事業であるパッケージ

事業の成果として、市内のカボスやサフラン、しいたけ、トマト等多くの地域産品から生まれた加工食

品の開発に携わり、日本商工会議所の地域資源活用∞全国展開支援事業により、開発は出来ても販路に

弱い事業者のため、催事出展、バイヤーとの商談など販路開拓の支援を継続的に行ってきた。 

しかしながら「売れる商品づくり」として、これまで有効な需要動向調査資料がなく、数値的な把握

も不十分であった。今後の需要を見据えた事業計画には、小規模事業者が販売する商品や役務の提供に

ついての需要動向調査は不可欠である。経営発達支援の有効性を掌握する基礎データとして、生活圏居

住者および市外からの来訪者の域内ニーズ・ウォンツ、消費者の求める商品・サービス等を把握し、需

要情報の収集・整理・分析を行い提供できる体制を整備する必要がある。 

   

（事業内容） 

(１) 地域顧客の個店需要調査 

  竹田市は高規格道路整備や文化会館の新設などハードインフラが整いつつある中、城下町である中

心市街地の活性化は最優先課題であり、先般中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣認定を受けた

ところである。そこで会議所としてネット販売や大企業進出等で競争激化が著しい中でも、今後中心

市街地のにぎわい形成・発展に不可欠な小売業(２社)と飲食業(２社)サービス業(１社)を毎年重点支

援業種として位置づけ、地域顧客の消費行動傾向や価値観、事業者へのニーズあるいは具体的な商品

やサービス、店舗への評価を聴取・分析し、商機を見出すことでライフスタイルとしての竹田スタイ

ルの提案をできる付加価値の高い事業展開につなげるべく、個社に対してフィードバックし、経営の

ブラッシュアップを図っていく。支援先は特に意欲があり、事業計画策定支援を行う事業者等トップ

ランナー育成支援対象として成果が見込まれる個別事業所を想定していく。支援項目等は場合によっ

て専門家も交えながら地域や事業所の課題を踏まえたうえでより具体的に策定していくこととする。 
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   〈調査手法〉 

 ・グループインタビューの実施 

   調査対象も設定される課題によって工夫をしていく必要があるため、まず事業者へのヒアリン 

グを行い、専門家の助言を受けながら想定されるターゲット顧客層や潜在顧客層などから適切な 

グループ設定（１グループ５名程度）をしていく。 

  基本的には、消費行動の主である女性をモニター対象とし、「20代～30代独身層」「子育て層」

「高齢者層」「子育て終了層」などライフステージで切り分けたグループ設定を行う。地域におい 

 て、商品サービス需要や該当業種・事業者の持つ課題、客観・希望的展開等、調査にあたってテ

ーマを設定したうえで、そのテーマにふさわしい調査対象グループを選定。 

 

   〈想定される調査項目〉 

     設定する課題によって調査項目は変わっていくが、おおむね共通した基礎調査項目は下記の通 

 りとなる。 

居住地域、家族構成、仕事の内容、日常的な消費行動、非日常の消費動向、地域の店舗・商品・

サービスなどへの評価・要望、他地域との比較等 

上記を踏まえたうえで、案件に合った調査項目を設定し、場合によっては、対象事業所の商品

やサービス、店舗などへの訪問を含めた形での評価を聞いていくことも検討する。 

 

  〈主な活用方法〉 

    グループインタビューはあくまでも限定的な調査対象者の主観からの意見であり、それをマス

マーケティング需要ととらえることはできない。そのためインタビュー結果は分析を行ったうえ

でフィードバックし、個店への事業計画立案や課題解決、需要動向判断に役立つ情報として活用

することとする。 

   

 

 (２) 地域外（潜在）客への地域産品需要調査 

    活性化に資する取組みとして、交流人口を拡大するための域外（潜在）客の地域産品需要を把握

分析し、地域資源等を活用した商品のブラッシュアップを図り竹田スタイルの提案を行う。先述し

たように、近年厚労省や日本商工会議所全国展開支援事業等により管内 30点近くの加工食品等の新

商品開発、販路開拓についての事業展開支援を行ってきた。しかしながらその事業を通し大小催事

イベントで行ってきた開発商品についてのアンケート調査結果や、バイヤー等評価の情報提供がこ

れまで十分になされてきたとはいえない。すぐに用いることができる需要調査情報でもあり、後述

する新たな需要の開拓に寄与する事業での「たけたマルシェ」構想参画を含め、情報活用が可能な

年３事業所を選定、適宜情報提供を行うことで、地域外のニーズにも応え得る商品・サービス開発

の取り組みを促す。より意欲的な事業所については、具体的に掘り下げた需要調査から新たな販路

開拓支援へとつなげていく。 

   〈調査手法〉 

   ・地域外客への聞き取りアンケート調査 

    アンケート調査は「竹田市内で実施される集客イベントでの調査」と「竹田市外で行われる催事

出店時を活用した調査」「バイヤーへのヒアリング」等を実施していく。 

 

① 管内イベント「竹楽」での地域外来訪者への聞き取り調査 

     毎年 11月に実施される竹灯りイベント「竹楽」は 3日間で 10万人を集める竹田を代表するイ 

    ベントであり、県外からの集客や多様な年代層の来客でにぎわう。しかしながら竹田の産品や事

業所の商品等を購入できる場が少なく、実際は市外からの業者による出店などが多い等問題もあ

る。竹楽の集客力を特に観光や小売、飲食にかかる小規模事業者の販路開拓として活用していく

とともに、貴重な需要調査機会として活用していくことが肝要である。 

竹楽においては「６．新たな需要開拓に寄与する事業」で後述するが、事業所・商品の出展支

援を行っていく予定である。選定した注力商品のモニターコーナーを設置、サンプル等準備して

需要調査を行い、商品やサービスのブラッシュアップ、あるいは対象商品を持つ事業所の事業計
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画策定に繋がる調査を行う。対象地場商品の選定、より詳細な調査方法と項目の検討、調査結果

の分析は専門家を交えて実施していくこととする。 

 

 ② 竹田市外で行われる催事出展等を活用した調査 

     当所では、例年友好関係にある長崎県平戸市などでの催事参加を行い、竹田市の紹介とともに

各種地域産品等の販売を行っている。また、他地域での地域産品出展の場として、高速道ＰＡや

空港での催事計画・出展、日商全国展開支援事業での都市部への出展、バイヤー商談支援等を行

い、今後も鋭意継続支援していく予定であるが、このような催事・商談では売れる商品・売れな

い商品の結果が顕著に表れる。そこで、出展時に調査員を配置し、サンプル提供とともに来店し

た消費者に対してアンケート調査、またバイヤーの商品やサービスについての評価を得て分析、

消費者やバイヤーが抱いている地域色ある商品のニーズを把握し、結果をフィードバック、売れ

る商品として改良に繋げていく。 

 

〈想定される調査項目〉 

      設定する課題によって調査項目は変わるが、おおよそ想定している調査項目は以下の通りで

ある。回答者属性項目… 年代、居住地域、これまでの来竹回数、事業所、商品・サービスに

関する項目…デザイン、味わい、分量、価格帯、竹田らしさ、購入(利用)意思の度合い、購入

用途、フリーアンサー（よいところ、悪いところ、改善点など） 

 

    〈主な活用方法〉 

    調査結果については各事業者(商品)５０以上のアンケート集計分析を行い、事業所のサービ

スや商品が持つ問題や課題を整理する。個社支援を通して改善の取り組みスケジュールを事業

者とともに検討し、具体的な改善作業を場合によっては専門家派遣を通して実施していく。 

     また、調査結果から消費者のニーズを傾向としてとらえ、新たな商品・サービス開発やブラ 

    ッシュアップに資する調査結果として対象事業者へ情報提供を実施していくと共に、事業計画

策定にあたっての需要動向判断材料として利活用する。 

尚、これらの調査結果は、中心市街地活性化の取り組みにも位置付けられている空き店舗再開発・

まちの駅整備構想や街なかチャレンジショップ支援事業における方向性や商品改良・開発、サービス

役務に対する提案、販路開拓等、創業者に対しての応用支援資料としても活用する。【指針③】 

（目標値） 
 ※個店需要調査５社、地域産品需要調査３社を想定。 

項目内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

グループインタビュー調査回数 ― 1 1 1 1 1 

地域商品アンケート分析回数 1 3 3 3 3 3 
フィードバック事業者（重点支

援事業者５社含む） 
― 8 8 8 8 8 

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】 

（新たな需要開拓の方向性） 

製造業の少ない管内において潜在的な可能性のある地域産品に注視し、これまで取り組んできた補助

事業により生まれた加工食品や、豊富な地域資源(農産品等)を利用した商品、伝統工芸品等を再発掘す

るとともに、これによって発掘された商品群を竹田の逸品としてブラッシュアップ、ブランド化を図る。 

またレベルアップ後の商品を市場に問うことを目的として、展示会や商談会に参画・開催し、販路開

拓へと繋げると同時に、新たな商品開発の可能性を探る。支援の対象としては、会員非会員を問わず事
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業計画を策定しようという事業者、事業計画は策定したが販路に窮している事業者やターゲットが明確

でない事業者は勿論、何より大手企業に負けない「やる気」のある事業者を積極的に掘り起し、他の都

市とは一味違う竹田スタイルを構築、伴走した支援体制を確立する。  

 

（現状と課題） 

・先述の通り、小規模事業者は「殿様商売」として需要に沿った・あるいは需要を開拓するような事業

経営ができていないところも多い。一方で、危機感を持ち取り組みを模索している事業者も存在するこ

とから、そのような主体的な事業者の需要開拓を後押しすることで成功例を創出、取り組みと成果を「見

える化」することが必要である。 

 

・市場縮小が続き外貨獲得が切実な課題である事業者は積極的に対外的な需要開拓による需要の把握、

それに対応した商品やサービスの開発を絶えず進めていく必要があるが、現状では都市部などでの物産

展などへの出展では、支援が伴走的に十分に行きとどいていない現状がある。事業者の需要開拓に際し

てのＰＤＣＡの実践をバックアップしていく必要がある。 

 

・竹田市は観光資源のみならず農畜産物などの資源にも恵まれている地域であり、その質の良さからブ

ランド化されているものも少なからずある。しかしながら、商品は良くとも、マーケティングや販路開

拓という取り組みが伴わず後手に回り、必ずしも効果的な事業に結びついてはいないという問題があ

る。地域資源と商業・販路開拓を有機的に結び付けてより外部に認知度を高めるとともに需要を開拓し、

積極的に打ち出していくことが課題である。 

 

 

（手段・事業内容） 

（１）調査結果を活用した需要開拓策の検討と「戦術」「戦略」を意識した伴走支援 

 需要動向調査を通しての結果を所内経営支援会議（必要に応じて専門家の招へい）にて検討し、小規

模事業者の商品の開発、サービスの提供、売場づくりなどすぐに取りかかれる対地域客、対交流人口へ

の需要の確実な獲得・販路の拡大といった「戦術面」の具体的な取り組みを支援する。 

商品開発、売場改善、販促方法、パッケージ改善などについて巡回支援・専門家派遣において具体的

かつ、すぐに取り組めるものとして支援を行う。専門家はバイヤーや食の専門家、デザイナーなど支援

対象先の課題に応じ具体的な助言支援を可能とする専門家を選定する。 

 また、地域内での消費だけではなく地域外も想定した販路拡大戦略の検討、顧客を獲得し持続的な事

業とするための業種・業態の検討と言った「戦略的な視点」からの支援も同様に行う。そのうえで、販

路開拓事業戦略を基礎とした事業実施計画等具体的な実践にまで落とし込んでいく。実践後は指導員が

巡回しＰＤＣＡの検証・改善助言を実施するとともに具体的な課題については専門家派遣による対応も

検討する。 

 

（２）必要に応じた意欲ある事業者の出展支援 

 必要に応じて日本商工会議所の地域資源活用∞全国展開支援事業を通じ派生したサポート事業であ

る販路開拓支援の全国商談会への出展、大分県などが開催している他地域（九州および大都市圏）での

県内物産展や展示会、商談会への出展、あるいは市内で行われる地域外からの集客力の高いイベントへ

の出店に当たっての支援を実施していく。誘客・集人イベントとして行うたけた竹灯籠「竹楽」、たけ

た食楽バル、商店街の定例催事「楽市楽座」への参加など、城下町竹田の雰囲気に合ったものへ改善し、

たけた食のブランド博覧会及び商談会として継続、企画実施することで新たな販路開拓へ繋げていく。

その際にはトップランナーによるモデルづくりの方針を踏まえ、意欲的な事業者に働きかけ販路拡大の

取り組みを促していく。取り組みに際しては単に出展することだけを支援するのではなく、出展に際し

ての事前準備・商品開発・交渉や見せ方ノウハウ・出展および当日の運営作業・後日の検証と改善立案

といった一連の流れを伴走的に支援し、その成果の向上を図る。なお、成果については会議所報などで

宣伝し、新たなプレイヤーの巻き込みも図る。 
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（３）観光・農業及び畜産業などとの連携による地域ブランドの強化 

 竹田市は中心市街地の消費を支えている市内各観光地での観光サービス事業者や、周辺農村部である

荻地域のトマト、菅生地域のスイートコーン、長湯地域のシイタケ、久住高原の豊後牛など農畜産を営

む事業者が多く存在する。その生産物活用をしている事業者は中心市街地のみならず市内に点在してお

り、その販路拡大からの所得改善も域内小規模事業者の商機拡大と密接した課題となっていることから

「新たな需要の開拓」ではそれら事業者をも見据えた対策を検討、実施していく。 

具体的には市内における優れた加工食品や地域資源(農産品等)を利用した商品の再発掘を行い、大手

催事への参加推進、県下の物産・特産品を紹介し流通に乗せることを目的とした大分県「物産おおいた」

や「ふるさと名物商品」への登録を促し、流通関係者マッチング推進事業等により機会を提供、場合に

よってはミラサポや県産業創造機構等を用いた専門家による支援を実施し、地域ブランドの再構築、マ

ーケティング力の強化を図る。事業性の強化に関しては、事業計画策定支援へ繋げることで大分県の地

域資源活性化基金等を活用し、商品の創出、商品改良ステップアップ、展示会等出展チャレンジ助成へ

と導くことが可能となる。 

 

 （４）ＩＴ、プレスリリース等による情報発信力向上支援 

ネット販売に興味はあるが関連販売に弱い事業者に対して、新規顧客獲得へのアプローチ、自社商品

のＰＲ等課題解決を目的として、ＨＰ自体開いていない事業者にあっては、小規模事業者持続化補助金

などを活用することも視野に入れ、開設を含めたノウハウを専門家派遣も交え対応し、必要に応じて販

路開拓セミナー等を開催、また１企業では難しいマスコミを利用した発信に関して、会議所がプレスリ

リースとして配信するなど、具体的な身に付く支援を行っていくことで活用モデルの創出に取り組み、

販路拡大への伴走支援を強化する。 

 

 

（想定している主な出展・出店先）  

参画事業 内 容 効 果 連携先 

たけた竹灯籠「竹楽」 山・竹林の荒廃が進む中、現状

を改善する里山保全計画と併

せ、観光浮揚策の一環として平

成12年より始まったイベント。

城下町を2万本の竹灯籠の灯で

彩り、期間中(11月第 3週、金

土日)10万人の観光客が集う。 

竹楽期間中の郷土料理や地元

産品を販売する「地産地消村」

において、商品の評価、販売の

可能性、改良等今後の販路拡大

に繋げるべく、県内外の消費者

の生の声が聴け、調査分析でき

る身近で有効な催事である。 

･NPO 法人里山保全竹

活用百人会 

･竹田市観光ツーリズ

ム協会 

八幡山「楽市楽座」 中心市街地にあるパワースポ

ット八幡山に着目し、恋愛の神

が祀られる史跡愛染堂や延命

地蔵、子育て観音など、子供か

らお年寄りまでが集えるスポ

ットに商店街が観光客誘致の

イベントとして隔月開催。フリ

ーマーケットを催すなど地元

民も楽しめる自由市場である。 

地域の逸品をたけたマルシェ

として地元民を中心に周知で

きる場であり、今後多くの人が

集う市場への出展販売を支援

サポートするための足掛かり

として、また何より地域産品と

して商品の魅力を周知、再認識

させ、新たな販路開拓へ繋げる

ことを目的とする。 

･竹田町商店街振興組

合 

食の連携 長崎県平

戸市「平戸くんち城下

秋まつり」 

平成 23 年より海彦・山彦キリ

シタン街道創出事業として、両

会議所間で食の連携・販路開拓

を目的に海の幸が豊富な平戸

と交流を深めてきた。例年 10

月に平戸くんち城下秋まつり

に出店し、竹田の山の幸、特産

品加工品等を販売。11月には平

戸が「竹楽」に出店している。 

海と山の町として、互いに魅力

ある地域産品を出品・出展する

ことで周知、拡散を図り、新た

な需要の開拓に寄与する。特に

ふるさと納税上位にランクす

る平戸市のお礼品の魅力を実

際に触れて分析し、竹田産品の

品質向上、販路拡大を図る。 

･平戸市 

･平戸商工会議所 
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大分県・竹田市との連

携した「竹田フェア」

開催 

 

 

 

 

 

地域産品、地域ブランドの販路

開拓の一環として、大分市及び

観光流入客比の高い福岡県等

での竹田フェアを開催し、他市

とは一味違う竹田らしい、竹田

スタイルの構築を図るべく、物

産・観光商品の出展販売を行

う。 

モータリゼーションの顕著化

により、中九州横断道路開通も

相まって地理的にも近まった

大分市や福岡において、竹田ら

しい、売れる商品のＰＲ・販拡

を行うことで、竹田市の認知度

アップ、竹田の逸品商談成立、

新規顧客の獲得、また商品改良

の余地、情報を収集する。 

･大分県商工労働部 

･竹田市商工観光課 

商店街まちの駅 

 

 

 

 

中心市街地活性化基本計画の

目玉でもある集客・滞留の核事

業。構想では住環境の整備、商

業スペースの再開発に伴うス

ーベニア（マルシェ）ショップ

の設置も想定されている。 

 

 

整備予定地の本町エリアは中

心市街地の中でも特に地域客、

観光客が集まる好立地であり、

マルシェ構想の実現に伴う地

域の産品の出展出品による認

知度向上と販路拡大効果が見

込まれる。 

･竹田市中心市街地活

性化協議会 

 

「物産おおいた」、「き

ちょくれ大分ネット

ショップ」等サイト登

録 

何かいい大分の商品はない

か？という消費者や大分の物

産品を探しているのだが、とい

う流通関係者の声に応えるよ

う県の立ち上げた物産検索シ

ステム、及び今後大手ＥＣ事業

者と連携し、新たに立ち上げる

県公式通販サイトへの登録促

進。関係者ページでは商品を求

める流通関係者に商品や事業

者の詳細情報を提供している。 

 

全国へ商品のＰＲを目的に、

「売りたい」、「買いたい」、

「探したい」を繋ぎ、大分生ま

れの特産品として紹介出来る

と同時に、検索ページで登録さ

れた大分の逸品を簡単に把握

でき、流通関係者からの商談に

も繋げられる可能性を持ち、販

路拡大のきっかけとして大い

に役立つものである。 

･大分県 

その他 

竹田市街なか観光プ

ロジェクトＨＰリニ

ューアル 

 

 

平成 19 年度から続けてきた城

下町の街なか観光、及び商品の

ブランド化を推進する開発事

業（日商：全国展開支援事業）

により開設したＨＰ「竹田市街

なか観光プロジェクト」のリニ

ューアル 

城下町の魅力を引き出すため、

街歩きの案内や観光スポット、

地域産品を紹介するサイトと

して開設した左記ＨＰに地域

イベント、事業者、地域産品等

を掲載し、販路拡大、需要開拓

支援を図る。 

･竹田市 

･竹田市観光ツーリズ

ム協会 

･(一社)農村商社わか

ば他 

地域力活用新事業創

出支援事業共同展示

商談会 

これまで日本商工会議所の地

域力活用∞全国展開支援事業

を行ってきた会議所を対象に

feel Nippon と看板を掲げ 都

市部で開催される大商談会で

あり、２０万人を超える来場者

やバイヤーが集う一大イベン

トとなっている。 

出展料や旅費等を鑑みて、参画

できる事業者は選定する必要

はあるが、販路拡大だけでな

く、とにかくやる気のある事業

者にとっては非常に大きな商

談会であり、展開のチャンスと

なるため、会議所として積極的

に関与する効果が十分にある。 

･日本商工会議所 

 

（目標値） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

催事、展示会商談会等への出展者 3 2 2 3 3 3 

商談成約件数 1 2 2 5 5 5 

物販サイトへの登録者数 20 3 3 5 5 5 

上記新規受注件数 ― 10 10 15 15 15 

   ※現状の数値は、現時点での出展者及び登録事業者数、以降は新規出展・登録目標。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．市全域に存在する地域資源と商業の連携 

広大な草原が広がる久住、湯治として注目されている炭酸泉の長湯温泉など観光産業も基幹である

が、肥沃な大地で育った多様な農産・畜産物を出荷している農業も大きな基幹産業である。中心市街地

のみならず竹田市域の地域経済を有機的に結び付け活性に結び付けていく観点を持ち、また、新たな需

要を開拓するという事業者の意識・実践向上支援として、優れた農畜産品や観光資源と商業のマッチン

グ、商品の開発を進める仕組みを作って行くことが課題になっている。これまでもパッケージ事業など

を活用し、地域資源を掘り起こしての商業との連携に取り組んできてはいるものの、持続的・自立的か

つ体系的な取り組みにはなっていないことが課題である。今後は、当所が仕掛けをしていきながら意欲

的事業者、生産者、支援機関（まちづくり会社や管内の商工会、行政関連機関を想定）などからなる実

践的な組織を推進すべく、製販食一体となった事業形態「地域商社たけたマルシェ」プロジェクトの組

成を図り、専門家を交えながら体系的な取り組みとして進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域の持続性を高める竹田市中心市街地活性化協議会の取り組み 

平成２７年度より、竹田市では民間主体の中心市街地活性化協議会が設立され、中心市街地活性化基

本計画の国の認定を受けた取り組みをしている。当所は経済活力向上団体として位置づけられているほ

か、その運営の事務局機能も担っている。 

竹田市の中心市街地の面積は市全域の 0.6％程度であるものの、そこから生み出される資産税収は

10％程度を占めており、中心市街地は商業や暮らし・生活インフラの中心であるだけではなく、中心市

街地以外の市域への事業環境向上に向けた投資のための原資を得るための重要な役割を担っている。中

心市街地活性化は地域経済の維持を下支えし、地域の持続性を担保するためにも必要な取り組みである
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ことから当所としては中心市街地活性化基本計画に記載された「商店街まちの駅事業」や「チャレンジ

ショップ事業」などの市街地活性化事業を竹田市やまちづくり会社との連携を図りながら取り組むとと

もに、中心市街地活性化の取り組みに精通したタウンマネージャーとも連携し新たな活性化事業の発掘

や育成、推進についても柔軟に適時取り組んでいく。すでに中心市街地活性化の取り組みを有効に進め

るための「中活協事務局連絡会議」を当事務局とタウンマネージャーで運営しており、竹田市都市デザ

イン課、商工観光課、まちづくりたけた株式会社と隔月での担当者レベルでの情報共有、課題検討、事

業推進についての意見交換を実施しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.交流人口の増大を図る賑わい創出の取組み 

竹田市では交流人口の獲得が課題の一つであるが、近年は少子高齢化が進みかつてイベントや行事を

支えてきた年代の高齢化によりそれらの維持が困難になってきている。 

内外から特に評価が高く交流人口を獲得しつつも維持が困難になりつつある行事として、中心市街地

において毎年秋に開催される「たけた竹灯籠 竹楽」（ＮＰＯ里山保全竹活用百人会主催、20,000 本の

竹灯籠のゆらぎが情感のあふれる幻想的な風景を醸しだす）、地域資源を活用し「竹田スタイル」を構

築する岡藩城下町雛祭りや岡城桜祭り、大名行列、集客イベントの楽市楽座、食楽バルなどがある。 

当所ではこれらの行事に対して市、商店街振興組合、ツーリズム協会等との連携を図り、役職員はも

とより女性部や青年部が積極的に参画し準備から運営、撤収など一連を支える原動力になっており、今

後も参画していく予定である。 

一方で前述したように深刻化する人手や財源不足などの課題もあるため、持続可能な行事の形の提案
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などを交えながら積極関与していく。また、これらイベントで多くの交流人口の来訪がありつつもその

事業機会が効果的に活用されていない現状もあるため、商店街への助言や先述の新たな需要開拓を図る

事業者等の伴走支援を推進していく。 
 

 

（地域経済の活性化イベント例）                           

               

 

 
 
 

 

 

 
 

 

岡藩城下町雛祭り         岡城桜まつり大名行列       たけた竹灯籠“竹
ちく

楽
らく

” 

 

 

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）県下商工団体事務局連絡会議における情報交換 

    ・県内の商工会議所・商工会の相談所長・指導課長が集まり年６回程度の情報交換を行なうこと 

により、経営改善普及事業に対する県の施策情報や支援課題の共有、各商工会議所等の地域実情 

や新規事業の取組みなどの情報共有により、小規模事業者支援に有効なノウハウの収集を行うこ 

とが出来る。 

 

 （2）所管である大分県豊肥振興局管内における県地域振興部・市観光課・商工会議所・商工会との指

導員合同研修会 

・同じ振興局管内の商工会・商工会議所の経営指導員が一堂に介し、経営支援事例研究を年１回

開催し、経営指導員が支援した成功事例・困難事例等の意見交換によって、客観的な指導ノウハ

ウの蓄積が可能となる。また、行政の担当課との親交など、交流による連携促進や地域課題の共

有により、小規模事業者支援への有意義な連携が可能となる。 

 

（3）経営改善資金推薦団体連絡会議による日本公庫との情報交換 

    ・年 1～２回程度行なわれる、マル経資金をはじめとする政策金融の制度内容や各地の経済状況な 

どの情報交換を行なうことで金融支援に関する情報共有が図ることが出来る。 

 

 （4）おおいた経営プラットフォームの支援ノウハウ共有 

   ・地域中小企業支援機関による連携体として、専門家派遣事業に関する情報共有により小規模事業 

の高度な課題解決支援のための連携が可能となる。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（1）大分県商工会議所連合会の実施する職員資質向上研修の積極的参加による職員の支援能力向上 

・経営指導員は毎年、職階別研修（４Ｈ）、専門分野研修（８Ｈ）、経営支援事例研究（８Ｈ）の
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合計２０時間以上の受講を義務化、補助員・記帳専任職員・一般職員は、階別研修（４Ｈ）、専門 

分野研修（４Ｈ）の合計８時間以上の受講を義務化し、スキルアップを図る。特に経営指導員に 

ついては、専門分野研修の選択２コースの重複・偏りがないよう配慮し、苦手分野を優先するよ

う努めるものとする。 

経営支援事例研究においては、自らの支援事例や他の支援事例の発表を通じて、プレゼン能力向

上や経験豊富な他機関の指導員の意見など、指導・連携能力の向上を図ることが出来る。 

（2）中小企業基盤整備機構の研修参加 

   ・中小機構が主催する中小企業支援担当者向けの研修に年１回参加することで、経営計画策定な

どの経営発達支援に資する総合的な支援能力の向上を図ることが出来る。 

 

（3）専門家派遣の同行支援による支援ノウハウ学習 

   ・専門家派遣時は専門家に必ず同行しＯＪＴにより指導力の向上を図り、所内で定期的な指導会

議を開催、その報告をファイル化して指導事例として職員間で共有、職員相互の資質向上アイテ

ムとして活用する。 

 

 （4）ＯＦＦ-ＪＴ（職員勉強会）とＯＪＴ（支援実習）によるキャリアアップ 

・毎回テーマを定めた職員勉強会を定期的に開催し、施策情報や支援ノウハウを共有、ベテラン

指導職員と一般職員等のチームにより支援実習を行うことで小規模事業者の抱える課題認識や支

援目的などに触れられ、解決意識の高揚を促し、自発的な能力向上気質を醸成する。 

資質向上に関しては、経営指導員に留まらず、竹田商工会議所職員として、全体のスキルアップ

を図るべく、総務プロパー職員に関しては、サービス業である会議所のお客様来所時の顔として

特に接客マナー等については積極的な研鑽を積むものである。 

また、ＯＦＦ-ＪＴの資料はテーマ毎にファイリングし、データベース化も行うことで指導課の管

理の元、全職員がいつでも閲覧可能な状況として保管・更新を行い、支援メニューのマニュアル

本として、相談者に対する初期対応の均一化を図る。 

  

 

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、実施状況及び成果について、次の方法で評価・検証を実施する。 

（1）指導課を中心に指導職員会議を定期的に開催し事業の進捗管理・検証を行う。 

（2）竹田市、竹田商工会議所役員、中小企業診断士等の有識者により連絡会を設置し、毎年１回事業

実施状況の確認、支援成果と評価・見直し案の提示を行う。 

(3) 会頭の判断において半年毎に正副会頭会議又は役員会にて、支援成果と評価・見直しの方針を決

定する。 

(4) 支援成果と評価・見直しの結果については、年１回総会へ報告し承認を受ける。 

(5) 事業の成果・評価・見直しの結果を竹田商工会議所の総会資料や会議所ニュースまたはホームペ

ージで計画期間中定期的に公表する。 

（6）本計画と連動させる県下統一の成果指標・活動指標を県商工労働企画が公表（ＨＰ）する。県下

商工団体事務局連絡会議において事業の進捗状況を年４回報告し、その意見を方針決定に生かす。 
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【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

 

 

 

   

 

 

 

支援評価 

 

 

・会頭・副会頭・専務理事・事務局長・経営指導員 

 

 

   

正副会頭会議 

 

 

改善・方針決定 

 
外部有識者による 

事業の実施状況 

支援成果と評価 

見直し案 

 

Ｐ 

 

 

 

外部有識者（中小企業診断士）  

〃（竹田市 商工観光課長） 

〃（竹田市 都市デザイン課長） 

〃（まちづくり会社 取締役） 

商工会議所（経営指導員） 

 

事務連絡会 

事業の実施・進捗管理・検証 

県下商工団体事務局

連絡会議 

県ホームページで公表→ 

 

        

          竹田商工会議所 

              会報又はホームページで公表 

 
役員会 

 

議員総会（報告・承認） 

 

・経営指導員 

・補助員 

・記帳専任職員  

指導課会議 

 

事業計画の承認 

 

 Ｄ 

Ｃ 

Ａ 
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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 

竹田商工会議所組織図 （平成 29年 4月現在）  
組織の規模が小さく、まちづくり事業等一部経営発達事業については□枠に示す正副会頭及び 
役員会にて推進を図る。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     

（１）組織体制 

経営発達支援事業の実施にあたり支援窓口（事務局）を中小企業相談所（指導課）に置き、主に経

営指導員２名を主務とし、補助員および記帳専任職員の２名がサポートする。また総務課職員にお

いては、小規模事業者の支援に必要な各種調査や展示会等のフォロー、ホームページや会報による

情報発信などについて事務局長の所管のもと行う。   

 

竹田商工会議所事務局体制図 （平成２９年４月現在）          

 
中小企業相談所 

 

 

  

 

 

 

 

（２）連絡先 
〒878-0013 大分県竹田市大字竹田 1920 番地 1 

電話番号（０９７４）６３－３１６１ 

FAX 番号（０９７４）６３－３１６３ 

e-mail：tk @ taketa-cci.or.jp  HP：http://www.taketa-cci.or.jp 

 

（指導課） 
経営指導員 
経営指導員 
補助員 
記帳専任職員 

 

総務課 
総務係長 
書記 
書記 

 

事務局長  

 

http://www.taketa-cci.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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 
29,250 29,250 

 

29,250 

 

29,250 29,250 

 中小企業相談所 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 

 

 

支援事業費 

商工振興費 

活性化事業費 

 

850 

  （450） 

（400） 

 

850 

  （450） 

（400） 

 

850 

  （450） 

（400） 

 

850 

  （450） 

（400） 

 

850 

  （450） 

（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 

大分県小規模事業経営支援事業補助金 23,000千円 

中小企業相談所会計   竹田市商工会議所及び商工会運営費補助金 400千円 

中小企業相談所手数料等収入 2,800千円 

会費等（竹田商工会議所一般会計より繰入）2,200 千円 

支援事業費は、会費収入・事業収入より調達 

（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。 

 

 

（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 

 

中心市街地活性化の推進 

・竹田市、竹田市中心市街地活性化協議会と、城下町の風情と文化を体中で感じて頂けるようなまちを

創出し、市民や観光客に末永く愛される中心市街地を形成する竹田市中心市街地活性化基本計画のコン

セプト「城下町の風情が五感に響く“竹田情感まちづくり”」を目指し連携して推進する。 

創業等の支援 

・竹田市、その他支援機関と連携し創業希望者・創業者のワンストップによる支援体制を確立し、創業

に向けた有用な情報提供、事業計画作成サポート等の創業支援を行う。 

竹田スタイル構築 

・デザイナー・アーティストなど感性豊かな発想、まちづくりに携わる多様な人々、関係機関などが地

域資源を活かした竹田ならではのヒト・モノ・コトの価値を見えるカタチでストーリー化して利益を生

む仕掛け、イベント、地域ブランドの向上を目指した連携を行なう。 

支援体制に関する連携 

・支援に関する有益な情報や、小規模事業者の高度な課題解決を図るための専門家派遣などの連携を図

る。 
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連携者及びその役割 

中心市街地活性化の推進 

○竹田市中心市街地活性化協議会 

〈代表者〉会長 佐藤春三（竹田商工会議所会頭）  

〈所在地〉竹田市大字竹田 1920 番地１ 

〈連絡先〉事務局 竹田商工会議所 電話０９７４－６３－３１６１ 

〈構 成〉竹田商工会議所・まちづくりたけた㈱・竹田市・竹田町商店街振興組合・竹田市ツーリズム

協会・竹田地区自治会長会・竹田地区老人クラブ連合会・竹田市金融団・大野竹田バス㈱・ＪＲ豊後竹

田駅・（一社）大分県建設業協会竹田支部・（公社）大分県建築士会竹田支部・（一社）農村商社わかば・

商工会議所青年部・商工会議所女性会 

〈役 割〉竹田市中心市街地活性化基本計画の具現化のため連携推進 

 

○まちづくりたけた㈱ 

〈代表者〉代表取締役 野田良輔（竹田市副市長） 

〈所在地〉竹田市大字竹田 572番地 2 

〈連絡先〉電話０９７４－６４－０１７５ 

〈担当者〉統括マネージャー 子安史朗 

〈構 成〉竹田市・竹田商工会議所・㈱大分銀行・㈱豊和銀行・大分県信用組合・大野竹田バス㈱等 

〈役 割〉竹田市中心市街地活性化を図る上で、ソフト事業を中心とした連携推進 

 

○竹田市商工観光課 

〈所属長〉商工観光課長 志賀郁夫 

〈所在地〉竹田市大字会々2250-1 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－４８０７ 

〈担当者〉課長補佐 阿南輝明 

〈役 割〉観光業等需要動向・来街者調査、中心市街地活性化基本計画の連携推進 

 

○竹田市都市デザイン課 

〈所属長〉都市デザイン課長 渡辺一宏 

〈所在地〉竹田市大字会々1650 番地 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－４８４８ 

〈担当者〉係長 佐田圭司 

〈役 割〉竹田市中心市街地活性化基本計画の進捗管理する課として連携推進 

   

○竹田市文化財課 

〈所属長〉文化財課長 佐伯 治 

〈所在地〉竹田市大字会々2250-1 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－４８１８ 

〈担当者〉副主幹 真田博幸 

〈役 割〉岡城・城下町の歴史文化、竹田市歴史的風致維持向上計画の連携推進 

 

創業等の支援連携 

○竹田市企画情報課 

〈所属長〉企画情報課長 工藤隆浩 

〈所在地〉竹田市大字会々2250-1 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－４８０１ 

〈担当者〉課長補佐 渡部哲哉 

〈役 割〉竹田市創業支援事業計画における創業者に対する支援連携 
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○㈱日本政策金融公庫大分支店国民生活事業 

〈代表者〉事業統括 緒方広幸 

〈所在地〉大分市都町 2-1-12 

〈連絡先〉電話０９７－５３５－０３３１ 

〈役 割〉創業や事業拡大に関する金融支援、伴走支援メニューの共有を図る 

 

○㈱大分銀行竹田支店 

〈代表者〉支店長 伊東宏泰 

〈所在地〉竹田市大字竹田町 452 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－３１１１ 

〈役 割〉市中銀行として事業計画策定や各種資金相談における情報・支援の連携 

 

○㈱豊和銀行竹田支店 

〈代表者〉支店長 馬場敏之 

〈所在地〉竹田市大字竹田町 384 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－２１２５ 

〈役 割〉市中銀行として事業計画策定や各種資金相談における情報・支援の連携 

 

○大分県信用組合竹田支店 

〈代表者〉支店長 松本昭司 

〈所在地〉竹田市大字竹田町 552-1 

〈連絡先〉電話０９７４－６３－３１２５ 

〈役 割〉市中銀行として事業計画策定や各種資金相談における情報・支援の連携 

 

竹田スタイル構築 

○竹田町商店街振興組合 

〈代表者〉代表理事 都築員守 

〈所在地〉竹田市大字竹田町 386 番地 

〈連絡先〉電話０９７４－６２－３１３９  

〈構 成〉協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業組織 
〈役 割〉新たな商品・サービスを創出するトップランナーの育成と集客に資する事業の連携 

 

○九州アルプス商工会 

〈代表者〉会長 首藤文彦 

〈所在地〉竹田市久住町 6164 

〈連絡先〉電話０９７４－７６－０１５１ 

〈役 割〉竹田にある多様な地域資源を活かした地域振興、小規模事業者支援の連携 

 

○ＮＰＯ里山保全竹活用百人会 

〈代表者〉会長 井上 隆 

〈所在地〉竹田市大字会々2335番地 1 
〈連絡先〉事務局 竹田市観光ツーリズム協会竹田支部 電話０９７４－６３－２６３８ 

〈構 成〉里山の環境保全作業と地域の経済振興や環境保全に寄与する目的に賛同するもの 
〈役 割〉竹田スタイル構築のための、たけた竹灯籠“竹楽”イベント共催連携 

 

○ＮＰＯ竹田市観光ツーリズム協会 

〈代表者〉会長 井上 隆 
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〈所在地〉竹田市大字会々2335番地 1 
〈連絡先〉事務局 竹田市観光ツーリズム協会 電話０９７４－６３－０５８５ 

〈構 成〉竹田市における自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした観光・交流事業の健全な発

展と振興並びに、地域の活性化を図ることの目的に賛同するもの 
〈役 割〉観光課と連携した竹田独自のイベント事業の協力連携 

 

 

支援体制に関する連携 

○大分県商工労働部 

〈代表者〉商工労働部長 神崎忠彦 

〈所在地〉大分市大手町 3-1-1 

〈連絡先〉商工労働企画課 電話０９７－５０６－３２１８ 

〈役 割〉商工団体の支援体制に関する連携助言 
 

○大分県豊肥振興局 

〈代表者〉局長 望月 晃 

〈所在地〉竹田市大字竹田字山手 1501-2 

〈連絡先〉地域振興部 電話０９７４－６３－１２９１ 

〈役 割〉各種補助金等の情報共有、商工団体の支援体制に関する連携 
 

○（公財）大分県産業創造機構 

〈代表者〉理事長 姫野淸高 

〈所在地〉大分市東春日町 17-20 

〈連絡先〉電話０９７－５３３－０２２０ 

〈役 割〉先進事例の提供や専門的支援、経営革新等経営課題解決のための支援連携 

 

○大分県よろず支援拠点 

〈代表者〉（設置機関：大分県産業創造機構 理事長 姫野淸高） 

〈所在地〉大分市東春日町 17-20 

〈連絡先〉電話０９７－５３７－２８３７ 

〈役 割〉高度かつ専門的な支援事例に対する専門家派遣等経営課題解決のための支援連携 

 

○大分県事業引継ぎ支援センター 

〈代表者〉（設置主体：大分県商工会連合会 会長 森竹治一） 

〈所在地〉大分市金池町 3-1-64 

〈連絡先〉電話０９７－５８５－５０１０ 

〈役 割〉Ｍ＆Ａ、事業承継等経営課題解決のための支援連携 

 

○（独）中小企業基盤整備機構九州本部 

〈代表者〉九州本部長 山地禎比古 

〈所在地〉福岡市博多区祇園町 4-2 

〈連絡先〉電話０９２－２６３－０３２０ 

〈役 割〉空き店舗対策・まちづくり等先進事例を含めた経営課題解決のため助言支援 
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連携体制図等 
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