
 

 

経営発達支援計画の概要

実施者名 

（法人番号） 
宇佐商工会議所（法人番号 1320005004203） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

小規模事業者の持続的な発展と地域経済の活性化の二つの視点から次の目標

を掲げ事業を実施する。 

1 既存企業の「経営力向上」のための徹底した伴走型支援の推進。 

2 6次産業化を通じた地域の魅力アップ向上支援と新たな担い手参入のための

創業支援強化により「地域力向上」を目指す。 

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【指針③】 

   地域経済動向を行政・金融機関等の統計情報から調査・分析し、地域の

小規模事業者へ継続的かつ計画的に提供することで、事業計画策定等に活

用する。 

 2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

   経営資源に関する定性的な分析や財務諸表に関する定量的な分析（財務

分析）を行う。また分析結果は、競争の激化する市場において小規模事業

者自身の価値や強みを活かした事業計画策定に活用する。 

 3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   経営状況の分析結果を踏まえ、小規模事業者が抱えている経営課題を解

決し、経営基盤の強化に資するため需要を見据えた計画策定を支援する。

また事業環境に適応し、小規模事業者自ら事業計画策定に取組む意識喚起

や計画策定ができることを目指す。 

 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、事業の円滑な遂行及び進捗状況の確認など PDCAサイク

ル管理を徹底することで、事業計画の達成に向けた伴走型の支援を行う。

また日本政策金融公庫の融資制度や専門家派遣等の活用も積極的に行う。 

 5.需要動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者が取り扱う商品やサービスにかかる需要動向について来店

客アンケート調査等を実施することで消費者の生の声を聞き取り、情報収

集を行う。またデータを整理、分析して小規模事業者に提供する体制を確

立させ、新たな需要開拓に繋げる。 

 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】 

   商談会、展示会への出展、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞの促進等により商品の認知度向

上、また商品のブラッシュアップを図ることで商談成立確率を高める取組

とする。またｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売や IT を活用し、情報発信力向上支援をすること

で小規模事業者の新たな需要開拓に貢献する。 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み 

  宇佐市の 6 次産業創造ビジョンを共有し、機能連携していくことで地域経済活

性化の促進を図る。 

 

連絡先 

宇佐商工会議所 中小企業相談所                    

大分県宇佐市大字辛島 198番地の 2 

電話番号：0978-33-3433  FAX番号：0978-32-4060 
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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 

1.宇佐市の概況 

【沿革】宇佐市は、昭和４２年（１９６７）年４月四日市町、駅川町、長洲町、宇佐町の４町が合

併し、大分県では１１番目の市制施行により旧宇佐市が誕生した。平成１７年３月３１日には旧宇

佐市、院内町、安心院町の１市２町が合併、現在の『宇佐市』がスタートした。 

 

【位置】宇佐市は大分県北部に位置し、北に周防灘が開け、南は九州の屋根九重山系に通じる標高

１，０００ｍ級の山岳を境に久住町・由布市に、西は中津市に、東は豊後高田市・杵築市・日出町・

別府市にそれぞれ接している。広域的に位置関係をみると、県都大分市と北九州市のほぼ中間に位

置する。高速交通網の整備により、北九州と周防灘を循環するネットワークが構築され、それらの

ネットワークの結節点に本市が位置する。 

 

【交通】広域交通網としては、海岸線沿いにＪＲ日豊本線、平野地域に国道１０号線、中央部に東

九州高速自動車道が東西に走っているほか、国道３８７号が北から南の玖珠町まで延び、国道５０

０号が内陸盆地地域を横断して走り、中津市及び別府市に通じている。 

 

【地勢】面積は４３９．１２ｋ㎡、南北約３０ｋｍ、東西２０ｋｍ、標高差１，０００ｍの広大な

地勢で、海浜地域から平野地域、都市的地域、中山間地、内陸盆地地域及び大規模な森林地域まで

多様な地域構成である。森林地域を源にした多くの支流から水を集め、駅館川となり、寄藻川、伊

呂波川などと並行して宇佐平野を流れ周防灘に注いでいる。 

 
(注：宇佐市綜合計画・基本戦略・

地理的優位性の活用説明図資料参

照) 
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【気候】北部から中部にかけての気候は、瀬戸内海気候に属し平均気温は１６℃前後、冬季も０℃

以下になることが少なく年間を通じて比較的温暖な気候である。また、年間降水量は１，４００ｍ

ｍ前後で降水量が少ないことが特徴となっている。南部の気候は、山地型気候に属し年平均気温は

１３℃から１４℃、年間降水量は１，６００ｍｍ程度で、気温が低く降霜・降雪が比較的多くなっ

ている。 

 

【自然環境】本市の自然環境は、長い海岸線と穏やかな海、広大な平野、緑深い森林、豊かな水を

たたえた河川など、変化と多様性に富んでいることが特徴。 

 

【産業】県内一番の耕作地面積をもつ平野部での土地利用型農業、中山間地での高付加価値農業や

農業資源を生かしたグリーンツーリズム、周防灘の豊かな恵みを受けた水産業、酒類製造・食料品

製造のほか自動車部品や電気機器等を製造する各種技術産業、歴史・文化遺産を生かした観光など

多彩な産業活動が行われている。 
 
【歴史資産】宇佐市は文化財の宝庫と言われ、宇佐神宮や

東西別院、鏝絵、石橋など古い歴史文化遺産が数多く保存・

継承されている。奈良時代の古事記・日本書記には日向や

出雲とともに神代の昔から栄えていたことが記されてい

る。宇佐神宮が造営されてからは、九州の大半を領地に持

ちその財政的・宗教的大勢力は国東半島の仏教文化をも含

めた宇佐八幡文化の華を咲かせ、市内各地に多くの有形無

形の遺産が継承されている。平成２５年に世界農業遺産に

指定された、次世代に継承すべき伝統的な農業のシステム「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・

宇佐の農林水産循環」も現在につながる宇佐神宮・六郷満山文化の遺産である。 
 
【人口推移】宇佐市の人口は、昭和６０年をピークに減少傾向が続き、２０１５年（平成２７年）

総人口５６，５２２人と１９９５年（平成７年）比で、▲７，２９７人（▲１１．４％）と減少傾

向が続いている。生産年齢人口▲７，８４９人（生産年齢人口割合▲７％）、老年人口３，９８７

人増加（老年人口割合１１％増）、年少人口▲３，４３０人（年少人口割合▲４％）と少子高齢化、

人口激減の状況にある。 
（人口推移および将来予想） 

年 号 総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口 
Ｓ５５年 67，811 14，047 （21％） 43，175 （64％） 10，589 （16％） 
Ｓ６０年 67，960 13，558 （20％） 42，708 （63％） 11，694 （17％） 
Ｈ ７年 63，819 10，237 （16％） 38，612 （61％） 14，965 （23％） 
Ｈ１７年 60，809 8，094 （13％） 34，948 （57％） 17，591 （29％） 
Ｈ２７年 56，522 6，807 （12％） 30，763 （54％） 18，952 （34％） 
Ｈ３７年 51，092 5，660 （11％） 26，776 （52％） 18，656 （37％） 

（資料；国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所） 
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2.地域・小規模事業者の現状と課題。 

宇佐市は宇佐商工会議所と宇佐両院商工会が共存する地域であり、管内の中で院内町、安心院町

を除く旧宇佐地域を弊所が管轄し、事業所総数は１，７５８事業所、内小規模事業者数は１，３６

８事業所（平成２６年経済センサス調査）。産業別にみると、卸・小売業（２９．１％）、宿泊業・

飲食サービス業（１３．８％）、生活関連サービス業・娯楽業（１２．２％）、製造業（８．７％）

等の構成割合になっているが、事業所数の減少率が全体平均で▲９．３％（平成２１年対比）とな

っており、減少率に歯止めをかけることが大きな課題である。 

 

（商工業者の推移：平成２１年度・２６年度対比、 注・平成１８年度は参考） 

 商工業者数 建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 

Ｈ18年度民営

事業所数 
2，240 213 191 739 － 218 879 

Ｈ２１年度 1，939 194 171 662 239 198 475 

（内小規模 

事業者数） 
（1,453） （182） （128） （477） （159） （170） （337） 

Ｈ２６年度 1，758 172 162 571 253 189 411 

（内小規模 

事業者数） 
（1,368） （163） （120） （398） （189） （168） （330） 

対比（数） △181 △22 △9 △91 14 △9 △64 

（小規模事業

者増減数） 
（△85） （△19） （△8） (△79) （30） (△2) （△7） 

対比（率） △9.3％ △11.3％ △5.2％ △13.8％ 5.8％ △4.6％ △13.5％ 

（小規模事業

者増減比率） 
△4.3％ △9.8％ △6.2％ △16.5％ 18.8％ △1.1％ △2.0％ 

 
（商工業者の推移：経済センサス調査資料。平成 18 年度は大分県事業所・企業統計資料：現在の生活関連サービス業の

項目は、“他に分類されないサービス業”に含まれていて、その他に集計） 

 

（工業）酒類・食料品製造業が３０．９％、自動車関連機器・ゴム・プラスチック関連製造業で２

２．７％と大分県内でも特徴ある構造となっている。事業所数・従業者数において食料品製造業が

減少傾向に対し、自動車関連製造業が増加傾向にある。一方で食品製造業が地場企業を中心とする

のに対し、自動車関連企業はほとんどが本社を地域外に有する進出企業であり、地域雇用所得や税

金・補助金等以外の地域への直接生産（付加価値）への寄与は小さい。地域内資金循環の安定成長

の為には、地元製造事業者の事業機会の拡大により、地域にとってのコネクターハブ構造を強化拡

大し「地域型」事業者との循環率を高めてゆくことが課題。 

  

（商業）人口の減少や個人消費の低迷に加え、通信販売やネットショッピングや近隣都市部への買

物客の流出などにより年間商品販売額が減少傾向にある。個人事業者においては、経営不振や後継

者不足などにより廃業するケースが増えている。商店街においてもロードサイドに駐車場を備えた

ナショナル店舗の進出などにより購買力が奪われ、空き店舗が増加し商店街機能を喪失してきてい

る。地域内消費の拡大に取り組むことが喫緊の課題であり、地域特性を最大限に生かした商業活性

化策が求められている。後継者の育成支援等事業者減少防止対策や、起業創業支援等事業者増加対

策により、地域内事業活動の新陳代謝の促進が課題。 

 （前、商工業者の推移：平成２１年度・２６年度対比表参照） 

 



４ 
 

 

（観光）宇佐市には宇佐八幡宮や九州自然動物公園（アフリカンサファリ）等の有名目的地がある

ものの宇佐市内に宿泊施設がほとんどない為、日帰り、乃至は通過観光地の地位で推移してきてい

る。観光事業者としても、観光施設近辺の小規模土産物店・飲食店がおもだっている状況。地域内

民間消費額も県内市町村の中でも数少ない域外流出額超過となっていて、地域外からの消費流入を

図る産業構造になっていない点が課題。 

 

（６次産業化）宇佐市は、地理的また気候的な条件を生かした１次産業が盛んな土地柄であり、海、

山、里、の豊富な食材（地域資源）に恵まれている。この地域資源を利用し付加価値の高い「売れ

る商品」を生み出すことを目指し、平成１９年度に弊所は「地域資源∞全国展開プロジェクト事業」

の採択を受けて、「異業種連携による特産品開発」（八萬本の樹プロジェクト）事業に初めて取り組

んだ。豊前海の幸と肥沃な宇佐平野の代表である「海老」と「麦」ならびにその加工技術を利用し

た特産品の開発を行い、ブランド認定された新商品の評価およびブランドのＰＲ・販路開拓等を目

的に、地場銀行主催の展示会出展、大分大学との産学異業種交流会の開催、メディアへの広報等を

行い、小規模事業者の商品開発力の向上やブランド構築の礎を築く等、一定の成果があった。 そ

の後平成２２年度に宇佐市が、上記「八萬本の樹」ブランド構築事業をベースに、「第一次宇佐市

６次産業創造ビジョン（H22～H26）」を策定し、弊所を含む関係機関・団体等と機能的な連携拡大

を図りながら６次産業化の推進に取組み「宇佐ブランド認証制度」発足につながった。６次産業を

牽引する人材の育成や地域資源の活用、さらに商品の販路拡大等に向けた実績の積み上げがなされ

る中で、平成 27年度に「第二次宇佐市６次産業創造ビジョン（H27～H31）」にもとづき、さらなる

農商工連携の強化、地域間競争に打ち勝つ付加価値の高い「商品」の開発、農泊や直売、グリーン

ツーリズムとの協力、国内及び海外へと販売を拡大してゆくための効果的な仕組み確立を目指しス

タートしている。平成２７年度から、インターネット販売システム「宇佐ブランドオンラインショ

ップ」がスタートしたが、地場特産品産業として成り立つまでに至っていないのが課題。 

（※“八萬本の樹”ブランド構築事業：宇佐市の代表的な食材を活用した新特産品を異業種連携に

より開発し、それらを包括したブランド「八萬本の樹」を構築することで、宇佐市発高付加価値商

品を全国へ発信する事業。ブランド名は、地域資源を育んでくれた源流である山々への還元として、

事業を通じた利益の一部で植樹し自然環境に配慮するという理念がある。八萬本の植樹目標である

八萬は、全国四万社ある国宝「宇佐神宮（八幡）」に由来する。） 

（※“宇佐ブランド認証制度“：H25 年より厳選された逸品のみを宇佐ブランドとして認証し販路

拡大を図ることで、地域ブランドの育成を図ることを目的に、年に 1 回の認定実施。平成 27 年度

末現在、５３事業者、８９商品が認定） 

 

３.中長期的な振興の在り方と経営発達支援計画の目標 
【中長期的な振興の在り方】 

 宇佐商工会議所は北九州と周防灘を循環するネットワークの結節点となる宇佐市の地理的優位

性を十分に生かし、豊富な農林水産物や宇佐神宮、石橋、鏝絵等の歴史的な文化財などの地域資源

を活用し交流人口の増加を目指す。また、６次産業化を推進し、食品産業と地元生産者のマッチン

グや地元原材料を使用した商品開発に取り組み、幅広い需要に対応できる産地づくりを目指す。 

小規模製造業者が、新商品開発と販路拡大による地域内流入付加価値の拡大に取り組み、小規模

商業者が交流人口に対して事業機会の拡大と販売力を強化することに取り組むなど、成長と持続的

発展に対して頑張る小規模事業者の拡大育成に対し、宇佐市などの行政機関や金融機関などの支援

機関と連携し、正面から支援してゆく。 

経済社会情勢や業界・需要動向情報等積極的に情報収集し、ＳＷＯＴ経営分析による事業者毎の

経営方針と明確な目標について現場目線での共有に努め、地域内小規模事業者全般に対する会議所

の支援力向上へ繋げるとともに、伴走型支援の取り組みにより地域産業の発展を目指す。 
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【経営発達支援計画の目標】 

 上記中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援計画の具体的な目標を次の通りとする。 

（1）小規模事業者の経営体質の改善による経営基盤強化（経営力向上） 

巡回指導を積極的に行うことで、事業者の実態の把握と同時に、経営に対し受身になっている小

規模事業者に対し、事業強化の意識づけを行う。経営体質の改善を促すため、経営計画策定の重要

性への理解を深め、具体的な事業計画を作成支援する。 

社会情勢が変化する中で、小規模事業者が持続的に安定した経営ができる体制を構築するため、

小規模事業者自らが、経営課題の抽出から事業計画の策定・実施まで、自立して実行出来ることを

目指し、伴走型で支援を行う。 

 

（2）地域外向け商品販売力の強化（地域力向上） 

宇佐市内の人口減少・市場規模の縮小の中で、地域経済生産性向上の為には地域内で調達生産・

価値付加された商品を地域外に販売することが最も大事。宇佐市の産業構造の強みである食品製造

業を中心とした地域ハブ構造が小規模事業者に浸透するよう、「宇佐ブランド」の更なる充実に向

け支援を行う。 

宇佐市には、米・麦・ネギ・ユズ・スッポン・どじょうなど豊富な地域資源

があり、魅力のある商品やサービスを有する小規模事業者が数多く存在する。

小規模事業者が有する商品・サービスを発掘し、企業間マッチングを行うほか、

首都圏や海外への販路開拓機会を提供することで、小規模事業者が新しい市場

にチャレンジできる仕組みの構築支援を行う。 

 

【経営発達支援計画の目標達成に向けた方針】 

 これまで経営改善普及事業の取り組みは金融、税務、労働や記帳指導を中心に、やる気のある利

用申込事業者に対し、成長発展を目的に、個別での対応を主として行ってきた。 

今後は、地域内の小規模事業者全体を見据え、経営力の強化について必要な事業所毎の支援を積

み重ねていくことで、地域の小規模事業者の持続的発展を目指す。 

巡回指導の強化により、地域の小規模事業者の特色と実態の把握に努める。 

小規模事業者が事業を持続的に行えるよう、本事業計画に基づく経営基盤の強化・新たな需要の

開拓・ビジネスモデルの再構築に重点を置いて取組む。 

自立した経営の維持のための意識改革及び経営力のスキルアップについても、着実なフォローア

ップのため、伴走型での指導を行う。 

 小規模事業者の最も身近な支援機関として、経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の

事業の持続化に必要な支援ノウハウや情報の習得に努める。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 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） 

現状の経済動向調査としては、大分県からの依頼による景況感調査（年２回）を実施しているが、

取得したデータは、生データとして大分県に提出するのみに留まっている。今後は、小規模事業者

への経営発達支援に役立ち持続的な発展に寄与するために、収集した情報を整理・分析して小規模

事業者の事業計画策定に資するデータとして提供することが課題である。 

 

（目標) 

地域の経済状況について、国、県、市、各種団体、金融機関等から収集した情報と、管内小規模

事業者へのアンケート調査や弊所経営指導員が巡回・窓口での経営指導の際にヒアリング調査した

情報を整理、分析する。分析結果から小規模事業者の置かれている経済状況を把握し、小規模事業

者の持続的な発展に向けた的確な指導を行うための支援ツールとして活用する。 

 

（事業内容） 

（1）県内・国内の同業種や他業種の業況を把握するため、「商工会議所 LOBO （早期景気観測）」を

用いて、業種別のＤＩ値や特徴的な動向等を活用し、地域の小規模事業者の業況・売上・採算等と

比較することで傾向分析を行う。また、日本政策金融公庫総合研究所の「中小企業景況調査」など

行政や金融機関の景況関係統計調査を活用し資金繰りや設備投資計画・融資の状況と地域の小規模

事業者の状況を比較分析し、金融面からも小規模事業者へのきめ細かな支援に取り組む。 

 

（2）経済センサス調査資料をもとに、管内業種別構成割合から小規模事業者 200社を選定しアン

ケート調査を実施する。調査内容は、業況・売上・採算・資金繰り・設備投資計画・従業員等につ

いて実施し、管内小規模事業者の経営状況を把握する。 

 

（3）上記アンケート調査対象者以外に、管内業種別構成割合から小規模事業者 60社を選定し、巡

回時にヒアリング調査を実施する。調査内容は、業況・売上・採算・資金繰り・設備投資や従業員

計画、経営課題等について、実際の設備投資の内容、雇用人数の増減の把握等、アンケート調査よ

り細かいヒアリングを実施し、管内小規模事業者の経営状況を把握する。 

 

（4）上記により収集・把握した各種統計調査とアンケートおよびヒアリング調査を基礎資料とし

て、月例開催の経営指導員による経営支援会議において、分析・協議する。 

 

（5）協議結果を基に、本地域の経済動向調査のレポートを作成する。業種別の業況・売上・採算・

資金繰り等の情報共有を行い、この経済動向等の概要を巡回・窓口指導の際に相談者を中心に提供

する。また弊所ホームページ等にも掲載し、今後の事業展開の参考資料として小規模事業者への活

用を促進する。 
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（数値目標） 

項目 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

アンケート

調査件数 
件 0 200 200 200 200 200 

ヒアリング 

調査件数 
件 30 60 60 60 60 60 

※数値は、経営指導員 3名の合計値 

 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

これまでの経営分析については、「金融相談」「各種補助金の申請相談」の機会に主に財務分析を

中心に実施してきた。また経営状態の悪い小規模事業者は、自らの実態を把握できていない場合が

多く、経営指導員も強みや経営課題等を把握できていないため、課題解決につながる効果的なアド

バイスができていない。従って、小規模事業主の提供する商品やサービスの特徴、経営資源の把握

等の定性的な分析、課題解決に役立つ分析情報の提供が課題である。また、巡回・窓口支援、セミ

ナー開催などさまざまな機会に経営分析の重要性を伝え、小規模事業者が自身の強みや経営課題を

的確に把握できるようきめ細かな支援を行う。 

 

（目標） 

小規模事業者の安定した経営基盤の構築と持続的発展に向け、巡回・窓口指導により SWOT分析

や財務データ分析等を活用して小規模事業者の実態と課題を把握する。課題の難易度に応じては、

専門家による支援を行い経営分析の精度を高める。また分析結果は、競争の激化する市場において、

小規模事業者自身の価値や強みを活かした商品開発やサービスの提供、新たなビジネスモデルの構

築等の要素を織り込んだ事業計画策定支援に活用する。 

 

（事業内容） 

（1）支援対象者の掘起こしと絞り込み 

①金融、税務、労務など各種窓口相談者、補助金申請者、過去の融資実行支援者等に経営状況や経

営課題のヒアリングを行う。 

②経営指導員の巡回訪問の過程で、経営体質の強化、新たな商品・サービスの提供や新事業分野へ

進出するなど意欲のある小規模事業者や若手後継者のいる小規模事業者の掘起こしを行う。 

③会員・非会員を問わず地域の小規模事業者を対象とした「3.事業計画策定支援に関すること」で

後述するセミナーや個別相談会にて対象者の掘起こしを行う。 

④上記①～③の対象者の中から、経営指導員による経営支援会議（月 1回開催）にて経営分析支援

対象者の絞込みを行うと同時に分析手法等の情報共有を図る。 

 

（2）経営分析の実施 

①定性分析 

ヒアリング用の共通シートを基に、人・設備・技術・ノウハウ等の資源、商品・サービスの特徴、

店舗状況（陳列・動線・バックヤード等）、商圏・販路等の情報収集、また、経営者からみた自社

の強み、弱み、機会、脅威につき確認する。次にヒアリングした情報や確認内容に基づき、SWOT

分析、顧客動向や売れ筋商品など ABC分析を行い、現状と課題を整理する。 

②財務分析 

決算書、試算表など提供された財務資料をもとに、エクセルを利用した共通の簡易分析シートによ

り、売上高営業利益率、資産回転率などの収益性、流動・当座比率、自己資本比率等の安全性、さ

らにキャッシュフロー分析など事業者の経営力を指数で見える化する。 
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③分析結果の共有と活用 

経営指導員の分析結果をもとに経営支援会議にて主に下記観点での協議を行い分析状況や経営課

題につき小規模事業者（分析対象者）へフィードバックして情報の共有を図る。また分析結果は、

「強み」を活かした事業計画策定支援に活用する。特に経営資源を活用した新商品の開発や販路開

拓等の場面では、専門家を活用して計画策定の精度向上を図る。 

 

＜経営支援会議での主な協議項目＞ 

●売上・利益の状況、販路・仕入先の状況、在庫管理・設備の稼働状況、店舗・施設管理の状況、

資金繰り状況、専門家派遣の必要性と必要内容、ｸﾛｽ SWOT等 

 

（数値目標） 

項目 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営状況分析件数 件 10 15 21 27 33 39 

※数値は、経営指導員 3名の合計値 

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

これまでの小規模事業者の事業計画策定支援としては、金融相談、経営革新計画認定申請、小規

模事業者持続化やものづくり等の補助金申請のプロセスにおいて、事業者からの依頼に応じて担当

経営指導員が主体となり、主としてそれぞれの目的達成を目標として行われてきた。この理由とし

ては、事業遂行における事業計画策定の意義や必要性をあまり感じていない、または感じていても

時間や人的資源等の制約で計画策定に取組む機会を作りにくいこと等が挙げられる。 

また、担当経営指導員の計画策定支援もどちらかと言うと受動的であり、計画策定における情報提

供や分析精度も十分ではなくこの結果需要を見据えた計画にはなっていないことが課題である。今

後小規模事業者自ら事業計画策定に取組む意識を喚起させ、自発的に策定でき、急速に変化してい

る事業環境に適応し、持続的な発展を図ることができる経営者を目指すことをあるべき姿として指

導できるよう伴走型支援を行う。 

 

（目標） 

小規模事業者を取り巻く経営環境の変化の中で、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業

計画に基づく経営を推進することで小規模事業者が抱えている経営課題の解決と持続的な発展を

図ることを目指す。このため、地域経済動向調査や需要動向調査の成果を活用しつつ、また経営状

況の分析結果を踏まえ、既存小規模事業者の①事業計画の策定支援に取組む。 

次に事業計画策定対象者のなかで、特に新商品等の開発・販売によりビジネスモデルの再構築につ

ながる案件を発掘し、②経営革新計画策定支援に取組む。 

さらに、新陳代謝の促進や新たな雇用の創出を図る観点から③創業・第二創業計画の策定支援に取

組む。支援時には、宇佐市の創業に関するワンストップ相談窓口等の制度を最大限活用する。 

 

（事業内容） 

（1）事業計画策定支援 

①経済動向調査（巡回調査）や経営分析等を実施した事業者の中から事業計画策定を目指す小規模

事業者の掘起こしを行う。 

②新たに事業計画作成セミナーや個別相談会を開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘起

こしを行う。また事業計画の必要性、重要性、作成方法や利用の仕方等の理解を促進する。 

③事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金等の補助金申請時に事業計画

策定支援を行う。 
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（数値目標） 

支援内容 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー開催数 回 未実施 1 1 1 1 1 

セミナー参加人数 人 0 10 15 20 20 20 

事業計画策定事業

者数 
人 0 6 9 12 15 18 

※事業計画策定数値は、経営指導員 3名の合計数値。 

※セミナーに参加した小規模事業者の 50％が自ら事業計画を策定できる支援を目指す。 

 

（2）経営革新計画策定支援 

①経済動向調査（巡回調査）や経営分析等を実施した事業者の中から経営革新計画策定を目指す小

規模事業者の掘起こしを行う。 

②小規模事業者持続化やものづくり補助金等の補助金申請の過程で新規事業や商品開発・サービス

提供等の経営革新認定要件への該当案件の掘起こしを行う。 

③弊所会員向け広報誌による経営革新計画の概要や取得によるメリットの紹介、認定企業の事例紹

介（経営革新の取組経緯や取組内容、認定商品やサービスのＰＲ等）また県のＨＰへの事例紹介に

より幅広く新たに取組む事業者の掘起こしを行う。 

 

（数値目標） 

支援内容 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営革新計画策定

事業者数 
人 2 2 3 4 5 6 

広報案内回数 回 2 2 3 3 4 4 

※広報誌は、２ヵ月に 1回発行。経営革新の認定時期により回数は変動する。 

 

（3）創業・第二創業計画策定支援 

①宇佐市は産業競争力強化法における創業支援事業計画の認定を受け、創業に関するワンストップ

相談窓口の設置並びに創業支援講座（初級編）を開催しており、市のＨＰや市報・ちらし等により

創業者の掘起こしを行う。上記創業支援講座のメニューは、起業家講話、マーケティング戦略、資

金繰り、事業計画の作成や発表であり、弊所指導員は、事業計画作成のワークショップにてアドバ

イザーを担当している。 

②弊所は、認定連携創業支援者として上記創業支援参加者の内、現実的に創業を目指している人を

対象として、創業支援講座（上級編）を開催して創業者の絞り込みを行う。 

③上記絞り込みを行った創業予定者については、創業計画の策定支援、創業手続きの支援、資金調

達支援、宇佐市が平成 28年度より創設した創業・起業支援事業補助金、空き店舗対策事業補助金

等の申請書類作成支援等の創業予定者のニーズに応じた対応を実施する。 

 

（数値目標） 

支援内容 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業・第二創業計画

策定事業者数 
人 2 3 4 4 5 5 

創業支援講座 回 未実施 1 1 1 1 1 
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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） 

これまでは、主として金融相談、経営革新計画認定申請、補助金申請時の事業計画策定と策定後

は、計画の進捗状況の不定期なヒアリング程度に留まっており、計画達成の可否、未達の原因 

把握や課題の解決、そのための定期的・継続的な伴走型の支援が不十分であった。今後は、策定し

た事業計画の進捗・達成状況を PDCAサイクル管理を徹底することで、持続的な発展につながるよ

う伴走型支援を行う。 

 

（目標） 

事業計画策定後、事業の円滑な遂行及び進捗状況の確認など PDCAサイクル管理を徹底すること

で、事業計画の達成に向けた伴走型の支援を行う。また小規模事業者自らが計画策定と目標管理が

実施できるようになることを目指してきめ細かな指導体制を実現する。 

 

（事業内容） 

事業計画策定支援（事業計画策定支援、経営革新計画策定支援、創業・第二創業計画策定支援）

の全ての対象者に対して、立案した事業計画が着実に実施され目標達成できるよう定期的に進捗状

況を確認する。また支援時における、資金繰りや専門的な課題に対しても適時・適切な金融斡旋、

専門家派遣等のフォローアップを行う。 

 

（1）事業計画策定後のフォローアップ体制として、担当経営指導員が四半期毎に巡回訪問し進捗

状況を確認する。進捗管理は、PDCAサイクルを活用して売上や利益の達成度合、施策項目の実施可

否等の観点から実施する。計画未達項目については、原因究明、リスク管理の検討、計画の修正・

変更等を含めた指導・助言を行う。また、計画通りに順調である小規模事業者には状況に応じて、

支援頻度を減らし、計画通りに取組めていない事業者には支援頻度を増やして事業計画の実現に向

け、伴走型支援に取組む。 

 

（2）月一度の経営指導員による経営支援会議にて進捗状況の報告と課題の共有、課題解決のため

の必要な指導・助言を検討して支援内容の強化を図る。また、モデルケースとして自ら計画策定、

PDCAサイクル管理が実践できている小規模事業者についての事例研究を通じて、ベストプラクティ

スとしての横展開ができるように支援のあり方も検討していく。 

 

（3）事業計画達成のため資金調達が必要な事業者に対して、「事業の持続的発展を目的とした事業

計画の実施のために必要とする設備資金およびそれに伴う運転資金」を低利で融資する日本政策金

融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的な活用を提案するとともに申請にあたり

必要となる事業計画作成支援を実施する。また、フォローアップの過程で、市場・販路の開拓や商

品・サービス等の新規開発等高度な課題、指導が必要となる場合は、中小企業診断士等の専門家と

タイアップした伴走型支援を行う。 

 

（4）創業・第二創業計画策定支援者には、創業後直面しやすい課題とされる資金調達や販路開拓、

人材の確保等について指導・助言を行うとともに、国・県・市等の補助金情報の提供・活用も促進

する。尚、高度な課題、指導が必要となる場合は、専門家派遣を活用してより効果的・適切な対応

を図る。 
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（数値目標） 

支援内容 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画フォローア

ップ回数 
回 未実施 24 36 48 60 72 

経営革新計画フォロ

ーアップ回数 
回 2 8 12 16 20 24 

創業・第二創業計画フ

ォローアップ回数 
回 2 12 16 16 20 20 

※フォローアップ回数＝計画策定対象者数×4回 

 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 

(現状と課題) 

小規模事業者の多くはこれまで培ってきた経験や取引先からの情報に頼ってきたため、既存の事

業のやり方（プロダクトアウトのスタンス）や販路から抜け出せずにいる。また指導する側の経営

指導員も経験によるアドバイスに留まっており、マーケットインの考え方からの指導が行き届いて

いなかったことが課題である。 

 

(目標) 

今後は個社支援を行う小規模事業者の手掛ける商品に絞り込んだ需要動向調査を実施し、商品開

発やマーケティング戦略にフィードバックすることで売上拡大に繋げる。当地では宇佐神宮を中心

とした観光産業が地域内小規模事業者活性化の中核に位置付けられることから、特産品(土産品)や

地域資源を活用した「宇佐ブランド」商品について、入込客による地元消費と域外への出荷力を持

つ商品の販路拡大に向け、マーケットインの考え方に基づくデータを収集・提供することにより売

上増を図ることを目標とする。 

 

（事業内容） 

宇佐神宮周辺で和菓子や宇佐飴等、特産品(土産品)を製造販売し、事業計画策定支援を行う小規

模事業者に対し、ＳＴＰ（セグメント・ターゲット・ポジショニング）調査を実施し、商品開発や

既存商品のブラッシュアップを行うことで売上増を目指す。また地域資源を活用した 1次産品の加

工販売を手掛ける小規模事業者については品目別の需要ニーズ調査と既存商品のポジショニング

調査を実施し、フィードバックすることで、「売れる商品」の開発と新たな需要の開拓に繋げる取

組とする。（1次産品については黒大豆・麦・地エビ・カニ・ブランド鶏等を想定し、これらの加工

販売を行う小規模事業者への支援を計画的に順次実施していく） 

 

（1）アンケート調査の実施 

小規模事業者の大半は地域に店舗を構え、地域内での販売機会に頼っている。そういった小規模

事業者支援のためには「特定の顧客層」「特定の商品」「特定の場所」などの限定されたセグメント

情報が必須で経営資源を集中させる必要がある。 

そこで宇佐神宮周辺の観光客（入込客）を起点とした、情報収集ツールを準備する。 

具体的には以下の種類にて実施し、経営指導員がヒアリング形式で行う。 

（ＡＩＤＡＳモデルによる質問項目を選定する） 
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① 入込客向けアンケート調査・・・観光地選択の理由等（ＡＩＤ中心） 

宇佐神宮（観光協会窓口、仲見世商店等）・四日市東西別院（商店街組合加盟店舗等）・はち

まんの郷宇佐宿泊施設等の主要観光客立ち寄り 3か所において年間４回（4 シーズン）実施。 

※宇佐への観光で何を期待しているか目的把握：文化・食・体験型観光等。 

※サンプル数は 1,200件とする。 

(宇佐神宮 50件+四日市東西別院 25件+はちまんの郷宿泊施設 25件)×3か所×4回/年 

                         

② 来店客アンケート調査・・・入店の理由（ＡＩ中心）、購買動機等（ＩＤＡＳ中心）、 

宇佐神宮仲見世商店でお土産品を取扱う 5店舗で年間 2回、来店客アンケート調査を実施。

具体的な調査品目については当地の主要お土産品に位置づけられる和菓子 3品（神勅の誉・

くれ橋・宇佐いっこん）及び宇佐神宮の代表的土産品である宇佐飴とする。 

※調査項目：  来店客属性(性別・年代・エリア)、店舗の商品構成(品揃え)、雰囲気、買

物しやすさ(レイアウト)、希望する商品は何か、期待した商品があったか等。

また具体的な調査品目について購買動機、他商品との比較・印象、パッケー

ジ、サイズ、値頃感等。 

※サンプル数は 300件とする。 (30件×5店舗×2回/年) 

 

③ 地域物産展開催時アンケート調査の実施 

宇佐ブランドフェアに出店する「宇佐ブランド商品」認定事業者(53事業者 89商品)のうち

地域資源を活用した 1次産品の加工販売を手掛ける小規模事業者 3社の個別商品（宇佐産き

な粉のアイスボックスクッキー・宇佐 勝ちえび・味一ねぎ味噌等）に対するＡＩＤＡＳ項

目についてアンケート調査を実施する。 

来場者アンケート・・・ 

同様のカテゴリー商品との比較・印象（ポジショニング）、購買意欲についてマ

インドシェアを調査する。 

また、購入者については購買の理由、他商品との比較・印象（ポジショニング）、

購買決定要因・マインドシェア等を調査する。 

       ※サンプル数 200件とする。 (100件×2回/年) 

 

（数値目標） 

支援内容 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

入込客向けアンケート

調査 
回 未実施 4 4 4 4 4 

入込客向けアンケート

調査情報提供企業数 
社 未実施 15 15 15 15 15 

来店客アンケート調査 回 未実施 2 2 2 2 2 

来店客アンケート調査

結果提供件数 
社 未実施 5 5 5 5 5 

地域物産展開催時アン

ケート調査 
回 未実施 2 2 3 3 3 

地域物産展開催時アン

ケート調査結果提供数 
社 未実施 3 3 6 6 6 

※提供件数は、経営指導員 3 名の合計値 

※ＡＩＤＡＳ Ａ：Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ （注意）  Ｉ：Ｉｎｔｅｒｅｓｔ  （興味、関心） 

Ｄ：Ｄｅｓｉｒｅ    （欲求）  Ａ：Ａｃｔｉｏｎ    （行動） 

Ｓ：Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ（満足） 
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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) 

小規模事業者への販路開拓支援はこれまで地元百貨店(㈱トキハ大分本店)や大分空港売店で単発

的に開催される宇佐物産フェアや地域催事(イベント)・各種商談会への出店案内、地元大手スーパ

ー(㈱トキハインダストリー四日市店)での地域特産品常設コーナーへの出品支援、またホームペー

ジ・SNS 活用セミナー等を開催してきた。しかしながら、小規模事業者個別の商品について需要

動向に関する具体的な検証を背景とした指導が不足していたためフォローアップが不十分であり、

小規模事業者の真に売上向上に繋がる伴走型支援とはなっていなかった。 
 
(目標) 

マーケットインの考え方から徹底した市場調査を行った結果に基づき既存の小規模事業者が有

する商品や事業領域・販路を洗い直し、売れる商品開発・新規販路の確保を図り売上増加に繋げる。 
宇佐神宮周辺の老舗土産品店には、60 年を超える業歴と特色ある商品を有しながら事業規模とし

ては地域の小規模事業者の域を脱し切れていない店が多数存在する。また、地域の観光土産品とし

て大きな強みを持っているものの埋もれてしまっている商品（資源）もあり、商品開発や各種商談

会、展示会への出展支援を行うことで、地域小規模事業者の裾野拡大をも視野に入れた伴走型支援

を行う。 
また地域資源を活用した特産品開発に取組む小規模事業者についての課題の一つに、流通業界と

の棲み分けによる販売協力パワーの取り込み不足がある。流通の多段階に耐えうる商品づくりに対

する認識とスタンスの強化を図り、希望する販路に乗せることが可能となる為に必要に応じ専門家

派遣制度を活用するなど伴走型支援を行う。 
 
(事業内容） 
（1）商談会・展示会等への出展支援 

商談会・展示会の開催は、各種企業や県・市・その他団体が行っているが、開催情報の収集や適

性小規模事業者とのマッチング・紹介、並びにタイムリーな情報提供等がなされてこなかった。 
この反省を踏まえ、需要動向調査データを提供し、商品開発等を支援した事業者について当該小規

模事業者(商品)にフィットする展示会や商談会（会の目的、商品カテゴリー、バイヤー企業規模等）

を勘案し参加支援を行う。具体的には「JFC 大分農商工商談会」、「大分県特産品求評・商談会」等

の商談会・展示会を想定し、その際に、商談シート作成支援や商談成功に向けたプレゼンテーショ

ン事前準備等を支援する。 
終了後のフォローアップとして、商談会や展示会で得られたアンケートや意見などの情報を基

に、専門家派遣制度を活用し、売れる商品に向け商品力の強化（最適価格数量バランス・パッケー

ジ・ストーリー性・ビネフィット提案力）をブラッシュアップする。この一連の工程を PDCA サ

イクルとして回すことで継続的に伴走型支援を行い、商談成約率アップを目指す。 
 
※JFC 大分農商工商談会・・・日本政策金融公庫が中心となって県内の金融機関等と連携して開

催する商談会である。加工食品を中心に九州内の百貨店、スーパ

ー等のバイヤーを招聘するもので、出店業者数は約 20 社、入場

者数は約 100 名程度と比較的小規模な商談会。 
※大分県特産品求評・商談会・・・大分県産業創造機構が主催する県産品の商品力アップと販路

拡大を図るため継続開催され、県内外の百貨店・量販店のバイヤ

ーや流通業者、レストラン関係者等が招聘される食品関係の県下

最大規模の求評・商談会。 
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（2）特産品常設コーナーの充実と販促支援 
㈱トキハインダストリー四日市店協力のもと、平成 27 年 5 月より店舗の一角に地域特産品常設

コーナーを設置し、「宇佐ブランド認定商品」の販売を行っている。9 事業所(28 品目)の宇佐ブラ

ンド商品が販売されている。今後は需要動向調査による個社別マーケティング支援の実践の場とし

て、また商品の改良を行うにあたり消費者の生の声を聞く絶好の場として、さらに、バイヤーとの

定期的な情報交換を行うことで商品のブラッシュアップを図る機会の確保に繋げる。また㈱トキハ

インダストリーは県内全域(23 店舗)に店舗網を有しており、販路拡大へと繋がる可能性が大きく事

業者の意欲喚起を図る取り組みとする。一方で、自社の生産能力や季節性・デリバリーの課題の克

服無くしては、流通を自社のパワーに取り込むことはできない点を理解する中間点として位置付け

ていく。 
 

（3）ホームページ、SNS 等の IT 活用支援 
ホームページの作成・SNS 活用セミナー等、これまで単発的に開催してきたが、IT に関する知

識は事業者によって様々であり、ホームページを作成したものの売上げに結びついていないケース

も多い。そこで本来の目的である販路開拓、売上向上に結びついているか否かを検証することの重

要性を周知し、IT コーディネーターによるサイト診断と効果があがる改善提案を行う等、必要に

応じ専門家派遣制度を活用することで小規模事業者の販路開拓に寄与する取り組みとする。 
 

(数値目標) 
支援内容 単位 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

展示会等出展支援者数 社 未定 3 3 6 6 6 

商談成約件数 件 未定 2 2 4 4 4 

展示会等出展支援者 

フォローアップ支援回数 
回 未定 6 6 12 12 12 

特産品常設コーナー 

出品事業者数 
社 9 11 13 15 17 19 

特産品常設コーナー 

販売数量増加品目数 
品(数) 未定 20 22 24 26 28 

特産品常設コーナー 

(前年比５％以上 

売上高増加事業者数) 

件 未定 7 9 11 13 15 

IT 活用支援者事業者数 社 4 6 8 10 12 15 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（事業内容） 

（1）宇佐市 6 次産業創造推進事業への機能連携による地域経済活性化推進 

宇佐市 6次産業創造推進体制（下図参照）の中で、弊所会頭が「推進本部」に、経営指導員 2人

が、「推進協議会」「専門部会」「研究チーム」に委嘱され組織的な機能連携を果たしている。推進

事業としては、「人材のスキルアップ事業」、「資源のブラッシュアップ事業」、「ブランドのチャー

ムアップ事業」「体制のシステムアップ事業」の 4つで構成されている。今後、弊所としては、上

記事業の内、市の機能連携項目に沿って次の事業活動を実施していく。 

 

 

＜資源のブラッシュアップ事業＞ 

①小規模事業者の新規商品開発や宇佐ブランド認証品の商品改良・生産性向上に必要な施設整備に

対する市の補助金審査会（年 3回実施）の活性化のため、事業計画策定対象者等への本制度の詳細

情報提供、補助金申請書作成支援を実施する。また弊所 HPを利用した制度の利用促進を図る。 

②宇佐市地域資源の戦略品目である味一ねぎ（小ねぎ）を使用した商品開発、販促支援のためのメ

ニューフェアーを継続開催（弊所は共催）することで、地元での利用性や愛着度を増幅させ、「ね

ぎどころ宇佐」の確立により地域に根差した食文化の創造を図る。 

 

＜ブランドのチャームアップ事業＞ 

①ブランド認証委員会による宇佐ブランド認定のメリットとして、認定後の販路開拓支援の促進が

ある。具体的には、県内外の展示会等への出展、インターネット販売システム「宇佐ブランドオン

ラインショップ」の活用、県内大手デパートとの連携フェアや常設のブランドコーナーの設置等が

ある。弊所としては、事業計画策定対象者等への事業計画策定時や策定後の実施支援の場面で積極

的に制度の利用促進と制度の活性化の両面からコンシェルジュとしての役割を果たす。 

 

②6次産業化の取組や 6次産品の普及については、観光資源の活用やインフラ整備と歩調を合わせ

市民や観光客への認知度を上げ産業としての裾野を広げていくことが重要である。全国八幡神社の

総本宮国宝「宇佐神宮」、「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」の世界農業

遺産への認定、東九州自動車道の開通等市外・県外からの観光客の取込み機会が増大している中で、

市内にはその機会を有機的に PRできる情報発信拠点や実売施設が不十分である。弊所としては、

宇佐市へ平成 27年に幹線道路沿いに「道の駅」を新設する要望書を提出しており、宇佐市は平成

28 年度に「国道沿線地域複合施設整備構想事業」としての予算を計上している。今後、この整備事

業の進捗情報も把握して、魅力ある宇佐ブランド認定品の増大と販促支援を市と連携して推進す

る。 

 

（数値目標） 

項目 単位 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

機能連携活動数 回 9 9 9 9 9 9 

※活動数は、宇佐市の年度方針や機能連携項目により変動する予定。 
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(宇佐市 6次産業創造推進体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6次産業ネットワークには、小規模事業者 160社が参画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成員(事業実施主体) 
 推進事務局 

(農政課内) 

アドバイザ

ー 
ブランド認証委員

会 
推進協議会 

専門部会  

6 次産業ネットワー

 
 

報告 指揮・決定 

 

情報交換 

審査等 
 

審査・報

告 

情報提供 

補助・委

託 
研究・開

発 
 

助言・指

導 

市推進本部 

宇佐市 商 工 
会議所 

農協 

漁 協 観 光 
協 会 

その他 
構成員 

専門部会 

研 究 
チーム 

研 究 
チーム 

研 究 
チーム 
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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 

大分県内または宇佐市内の経営支援機関、金融機関等と連携し、各地域の小規模事業者の需要の

動向、支援ノウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を

図る。 

 

（事業内容） 

（1）大分県商工団体事務局連絡会議 

大分県商工労働部が主催。県内の商工会議所、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参加。 

「ねらい」各団体が実施する経営支援事業の進捗状況の報告や意見交換を実施する。 

 

（2）日本政策金融公庫（別府支店）との金融懇談会 

日本政策金融公庫別府支店および管内の 5商工会議所の経営指導担当者が出席参加。 

「ねらい」管内の景況感、融資に係る審査視点などのノウハウ獲得の他、小規模事業者の販路開拓

の成功事例や需要開拓支援に有効と思える施策等の情報交換会を実施する。 

 

（3）宇佐市創業支援事業連携機関担当者連絡会議 

宇佐市商工振興課が主催。弊所や宇佐両院商工会、市内の金融機関、日本政策金融公庫別府支店、

大分県商工労働部およびおおいたスタートアップセンター（創業支援専門機関）が出席参加。 

「ねらい」市内の景況感、新規創業の状況、小規模事業者の現状を把握・共有するための会議を実

施する。 

 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営実態の把握、及び分析が正しく行える資質を身につけ、事業計画策定および策定後の支援並

びに小規模事業者が自ら PDCAサイクル管理ができるよう指導するためのノウハウ獲得等が図れる

よう経営指導員等の支援能力向上を目指す。また、調査結果や情報が担当者個人ではなく人事異動

等があっても組織の財産として引き継げるようデータベースの構築も図る。 

 

（事業内容） 

（1）経営指導員等の支援能力向上の仕組み構築 

＜経営指導員対象＞ 

①経営指導員による月一度の経営支援会議で経営発達支援事業に関する支援ノウハウ及び小規模

事業者の経営状況分析結果等の意見交換を行い情報の共有を図る。また他の支援機関との連携会議

や弊所支援案件で自ら PDCAサイクル管理が実践できている小規模事業者についての事例研究を行

いベストプラクティスとしての横展開が図れるよう支援会議のメニューも工夫する。（OJT） 

②専門家派遣を行う際には、必ず経営指導員が同席することにより、課題の引出し方や解決策等の

手順や手法に関するノウハウを身につけることで支援レベルの向上を図る。（OJT） 

③独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する、小規模事業者の利益に資する支援ノウハウ習得

につながる小規模事業者支援研修を積極的に受講することで経営指導員の資質を高める（OFF-JT） 
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＜経営指導員を含む会議所全職員対象＞ 

①大分県商工会議所連合会が主催する資質向上対策事業としての職員研修会を活用。本研修会は毎

年７月～11月頃にかけ実施され、下記三つのカテゴリーで構成されている。（OFF-JT） 

（職階別研修）管理職と非管理職向けにそれぞれの職務別能力向上を目指した研修。 

（専門分野研修）最近の高度化・複雑化する会員ニーズに対応していくための専門性能力向上研修。

小規模事業者の持続的発展に必要な伴走型支援を強化するため、特に経営計画策定研修や販路開拓

支援研修への参加を強化する。 

（事例研究）経営指導員を対象とした経営支援事例研究。各会議所が支援した事例報告や意見交換

により支援能力向上を図る。また、中小企業診断士等の専門家を招き外部評価を加えた研修を行う。 

 

（2）支援ノウハウ等を組織内で共有する体制の構築 

＜経営指導員を含む会議所全職員対象＞ 

①経営指導員を含む全職員の巡回指導・訪問内容は、セキュリティ管理された外部サーバーにデー

タ保管されている。経営指導員等が経営発達支援対象者の課題や進捗状況をリアルタイムに入力す

ることで指導案件情報を共有できる。データを活用しながら指導方法や進め方の意見交換を通じて

支援スキルの向上を図る。また小規模事業主に関する経営状況や様々な情報も会議所全職員での共

有化を図ることで組織全体としてのデータベース構築を目指す。（OJT） 

 

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）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、収支の状況等を基に作成し

た自己評価書を作成する。 

②作成した自己評価書を専務理事および事務局長を含む経営支援会議にて評価並びに改善策を検

討し報告書として、弊所正副会頭会議へ報告すると同時に外部評価委員会へ提出する。 

③外部評価委員会は、提出した報告書を基に、目標の達成状況の確認、結果についての妥当性を審

議・評価して改善すべき事項につき助言等を行う。 

④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にて支援方法の再

検討を行い、次年度以降の見直し案を正副会頭会議へ報告して承認を受ける。 

⑤正副会頭会議で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会へも報告する。 

⑥事業の成果・評価・見直しの結果については、弊所ホームページで定期的に公表する。 

（弊所ホームページアドレス http://www.twinpia-usa.or.jp/） 

 

 

経営発達支援事業外部評価委員会構成（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）学識経験者 大学の教授または准教授 

（2）地方公共団体の職員 
大分県商工労働企画課        

宇佐市商工振興課 

（3）関係団体の役職員 ㈱日本政策金融公庫別府支店 

http://www.twinpia-usa.or.jp/
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 29年 4月 1日現在） 

（１）組織体制 

 

 ①本事業を直接担当し、支援事業を行う者 

  ・経営指導員（中小企業相談所長）1名 

  ・経営指導員 2名 

 

 ②上記以外の職員（事業実施の補佐） 

  ・事 務 局 長  1 名 

  ・補 助 員  1 名 

  ・記帳専任職員  2 名 

  ・一 般 職 員  5 名 

 

 ③組織図 

 

                           
                                                                                                         

                                                                  

               

 

  
              

 

                             

 

 

 
（２）連絡先 

 

   宇佐商工会議所 中小企業相談所 

    住 所 大分県宇佐市大字辛島 198 番地の 2 

    電話番号：0978-33-3433 

    FAX 番号：0978-32-4060 

    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：info@twinpia-usa.or.jp 

    HP ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.twinpia-usa.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

中小企業相談所 
（6 名） 

業務課 
（3 名） 

総務課 
（2 名） 

一般職員 2 名 一般職員 3 名 中小企業相談所長 1 名 
経営指導員    2 名 
補助員      1 名 
記帳専任職員   2 名 

mailto:info@twinpia-usa.or.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 30年度 
(30年 4 月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

 

 

専門家派遣費用 400 400 400 400 

 

400 
 

セミナー開催費 200 200 200 200 200 
 

市場調査委託費 300 300 300 300 300 
 

販路開拓支援費 800 800 800 800 800 
 

地域活性化費用 200 200 200 200 200 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費（手数料）、会費 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

1地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

連携先：大分県、宇佐市、㈱日本政策金融公庫別府支店、地域金融機関 

事業内容：（1）地域経済動向の収集・分析 

2経営状況の分析に関すること【指針①】 

 連携先：宇佐市、大分県よろず支援拠点 

 事業内容：（1）定性分析（SWOT分析等）の実施 

      （2）財務分析の実施 

      （3）分析結果（事業計画策定への支援及び専門家派遣支援） 

3事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 連携先：大分県、宇佐市 

 事業内容：（1）事業計画策定支援及び経営革新計画策定支援 

      （2）創業・第二創業計画策定支援 

4事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 連携先：㈱日本政策金融公庫別府支店、大分県よろず支援拠点 

 事業内容：（1）小規模事業者経営発達支援融資制度の利用促進 

（2）専門家による事業計画策定後の専門的課題の支援 

5需要動向調査に関すること【指針③】 

 連携先：大分県、宇佐市、大分県よろず支援拠点 

 事業内容：（1）商圏分析結果の提供 

      （2）消費者アンケートの実施（専門家によるﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ） 

6新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 連携先：大分県、宇佐市、㈱大分銀行、大分県よろず支援拠点 

 事業内容：（1）商談会、物産展への出展、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞの促進による販路開拓支援 

      （2）インターネット販売や IT活用による販路開拓支援 

 

連携者及びその役割 

1 大分県 知事 広瀬 勝貞 

 大分県大分市大手町 3-1-1（097-506-1111） 

 役割：地域の経済動向調査に関すること【指針③】、事業計画策定支援に関すること【指針②】、

需要動向調査に関すること【指針③】、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

【指針④】において大分県の経済動向や需要開拓等ための情報提供、経営革新計画策定

支援。 

2 宇佐市 市長 是永 修治 

 大分県宇佐市大字上田 1030番地の 1（0978-32-1111） 

 役割：すべての事業で連携してもらうことにより小規模事業者の面的支援体制の構築を図る。 

 

3 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 

 大分県大分市東春日町 17-20（097-537-2837） 

 役割：経営状況の分析に関すること【指針①】、事業計画策定後の実施支援に関すること【指

針②】、需要動向調査に関すること【指針③】、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

【指針④】において専門的見地からの内容分析や課題解決支援。 
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4（株）日本政策金融公庫別府支店 支店長 谷口 昌次 

 大分県別府市餅ヶ浜町 9番 1号（0977-25-1151） 

 役割：地域の経済動向調査に関すること【指針③】、事業計画策定後の実施支援に関すること 

【指針②】において統計調査や各種金融支援に必要な情報提供。 

 

5（株）大分銀行宇佐支店 支店長 山田 圭一 

 大分県宇佐市大字四日市 77（0978-32-2211） 

 役割：統計調査、各種融資制度、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等の情報提供。 

 

6（株）豊和銀行宇佐支店 支店長 林田 正幸 

 大分県宇佐市大字四日市 105-1（0978-32-3311） 

 役割：統計調査、各種融資制度、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等の情報提供。 

 

7 大分みらい信用金庫宇佐中央支店 支店長 宮崎 昇 

 大分県宇佐市大字上田 1013-1（0978-32-2123） 

 役割：統計調査、各種融資制度、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等の情報提供。 

 

8 大分県信用組合宇佐支店 支店長 小島 俊郎 

 大分県宇佐市大字樋田 57-1（0978-32-1427） 

 役割：統計調査、各種融資制度、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等の情報提供。 

 

連携体制図等 

 

 

小規模事業者 

宇佐商工会議所 

大 分 県 

宇 佐 市 大分県よろず支援拠点 

県内の経済動向や需要

開拓等の情報提供、経営

革新計画策定支援 

専門的見地からの内容

分析や課題解決支援 
すべての事業で連携し

てもらうことで小規模

事業者の面的支援体制

の構築を図る 

地 域 金 融 機 関 

㈱日本政策金融公庫 
別府支店 

各種金融支援や統計調

査等に必要な情報提供 

統計調査、各種融資制

度、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等の情

報提供 
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