
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
清武町商工会（ 法人番号 1350005000637 ） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

目  標 

  地域の活力となる小規模事業者の持続的成長を促し、地域経済全体の

底上げを図り、地域住民と共栄する活力に満ちた魅力ある地域を醸成す

るため下記の目標を掲げ支援事業を実施する。 

１．小規模事業者の経営力強化、成長促進 

２．交流人口の増大を通じた需要拡大の促進 

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】 

外部機関の調査結果や、地域内の実態調査を分析して情報提供を行

い、小規模事業者の課題解決に繋げる。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

商工会職員の巡回等を通じて小規模事業者の経営分析を行う。経営

課題を明らかにして事業計画策定に繋げる。  

３．経営計画策定支援に関すること【指針②】 

抽出した小規模事業者の経営課題を踏まえ、事業計画の策定を行い

小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

４．経営計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定された事業計画が計画的に実施されているかを巡回等で定期

的に確認し、必要に応じて計画の見直し改善を行っていく。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者が提供する商品等に係る需要動向を調査・分析を行う

とともに、分析結果を提供することで新たな商品開発等に繋げる 

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】 

展示会や商談会等に関する情報提供等を行うことにより、魅力ある

商品等開発に繋げるとともに新たな需要開拓支援を図る。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

入込客の増加、地域の賑わいを作るために、既存イベントがより地

域経済の活性化に資するような取り組みを行っていくとともに、出店

する小規模事業者の販路開拓につながる支援を行っていく。 

連 絡 先 

清武町商工会  

住 所 〒889-1613 宮崎県宮崎市清武町西新町９－７  

ＴＥＬ  0985-85-0173  ＦＡＸ  0985-85-0136 

ＵＲＬ http://www.miya-shoko.or.jp/kiyotake/ 

E-mail  kiyotake@miya-shoko.or.jp 
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(別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

Ⅰ．清武地域の現状と課題 

１．清武地域の現状 

（１）概要 

当地域は宮崎市の南西部に位置し、宮崎市と都               

城市を結ぶ国道２６９号線沿いに位置している。 

当地域は、２０１０年３月に宮崎市へ編入され               

たが、歴史は古く、縄文時代草創期（1万 2000年

前）の上猪ノ原（かみいのはる）遺跡からこの時

期のものとしては国内最大級の集落と推定される

竪穴建物跡群が発見され、また、南北朝時代には

清武城が築城、その後、飫肥藩の重要拠点となり、

飫肥街道（現在の県道２７号宮崎北郷線などにあ

たる）の要衝として古くから栄えてきた。 

近年は、３つの大学が開学し学園都市として、                

また、１９８０年代からは宮崎市のベッドタウンとしての人口増加に伴い新たな

小・中学校が開校、同時期に宮崎ＳＵＮテクノポリスとして、工業団地が整備され

た。 

交通面においては、宮崎自動車道と東九州自動車道のジャンクション及び東九州

道の清武及び清武南の２つのインターチェンジが設けられ、また、町内を東西に貫

く国道２６９号の加納バイパス道路も完成した。 

 

（２）清武地域の人口等の状況 

当地域は宮崎市中心部への利便性が非常に良いことから、宮崎市のベッドタウン

として宅地開発が進み、近隣市町の人口が減少する中、世帯数及び人口の増加は続

いてきた。ただ、最近年は僅かではあるが減少に転じている。 

また、高齢化率においては平成２８年で見た場合、宮崎県が２９．５％、宮崎市

が２５．０％であるのに比べて清武地域１９．２％と低い状況であるが、これは地

域における新興住宅地の開発に伴う若年層の居住及び３つの大学を有していること

に伴う大学生の居住が多いことが要因である。 

 

【世帯数・人口の推移】                 （世帯・人） 

 H7 H12 H17 H22 H28 H29 

世帯数 10,459 10,975 12,108 12,424 13,025 12,902 

人口 26,835 27,650 28,578 28,361 29,124 28,776 

高齢化率 

(高齢人口) 

9.6% 

(2,585) 

11.9% 

(3,292) 

14.3% 

(4,107) 

17.4% 

(4,944) 

19.2% 

(5,611) 

20.3% 

(5,851) 

(出典:宮崎市 HP) 
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（３）清武地域の産業 

清武地域は日向夏みかん、パパイヤ、大根などの生産が盛んであるが、農家数及

び就業者数は減少傾向にある。また、自給的農家や兼業農家の割合は増えてきてお

り、農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでいる。 

業は、国道２６９号線沿いに域外資本の大型店やドラッグストア、小規模の飲食

店、理美容業の物販・サービス業が連なるロードサイド型の加納区域と 複数の大型

店等が集積するショッピングモール「クロスモール清武」を中心として、清武総合

支所や工業地域、住宅地域などに隣接する大型スーパーや各種小売・サービス店舗

が点在する清武区域に分かれている。 

工業に関しては、過年度において積極的な誘致活動が行われたことにより、県の

宮崎 SUN テクノポリス構想の中核として半導体、医薬品などの誘致工場が１７社立

地しており、地域住民の雇用の受け皿として地域経済の活性化に貢献している。 

   

本地域を含む宮崎市の産業別従事者数・生産額 

  旧清武町 旧高岡町 旧田野町 

 

旧佐土原

町 

旧宮崎市 合計 

農業 

(※) 

従事者数 

(人) 
1,181 923 1,085 1,366 3,636 8,191 

生産額 

(億円) 
51.6 47.8 53.9 52.9 162.4 368.7 

工業 

(※) 

従事者数 

(人) 
3,230 798 1,097 3,635 3,700 12,460 

生産額 

(億円) 
873 81 125 600 498 2,177 

商業 

(※) 

従事者数 

(人) 
1,530 833 630 1,820 33,539 38,352 

生産額 

(億円) 
320 258 113 344 12,820 13,855 

 (※)合併後の旧４町のデータがないため、農業は平成 22年、工業は平成 17年、 

商業は平成 19年のデータ     (出典:宮崎市第 4次総合計画資料編) 

 

２．清武地域の商工業の現状 

（１）商工業の現状 

清武地域における商工業者数は、過去１０年間において約 7.1％（44 事業所）上

昇しているが、これは特に加納区域への飲食、サービス業の域外からの出店が大き

な要因である。平成２９年４月１日現在の商工業者数は６６２社であり、うち小規

模事業者数は ５５１社（83.2％）となっている。 

また業種構成で多くを占める建設業とサービス業であるが、建設業については、

近くに大規模な住宅団地が多いことなどから管工事業関連が２１社、建築業関連が

４８社と多い。また、サービス業では若い世帯をメインターゲットにする理美容業

が５４社、学習塾関連が１４社と多い。 

業種別の商工業者数及び小規模事業者数の推移は以下の通りである。 
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（図表１  清武地域の商工業者数推移） 

年度 建設業 製造業 
卸・小

売業 

  

その他 合計 飲食・

宿泊 
サービス業 

H23 135 59 189 97 193 47 720 

H24 128 53 166 83 185 36 651 

H25 131 52 156 83 179 38 639 

H26 127 53 159 84 178 39 640 

H27 124 55 161 92 184 38 654 

H28 125 56 162 97 185 37 662 

 

（図表 2  清武地域の小規模事業者数） 

年度 建設業 製造業 
卸・小

売業 

  

その他 合計 飲食・

宿泊 
サービス業 

H28 124 42 122 76 161 26 551 

 

（出典：宮崎県商工会連合会  商工会実態調査報告書より） 

 

（２）商工業の課題 

上記図表１において平成２３年のピークに比べて著しく減少しているのは、卸・

小売業である。また、飲食業においては開廃業が相対的に多い傾向がある。 減少や

開廃業が多い理由としては、以下の「要因や課題」が考えられる。 

① 経営者の高齢化による廃業及び厳しい経営状況により承継させる意思の減退、

担い手がいない等の理由で後継者不足に歯止めがかからない状況であること。 

② 宮崎学園都市として多くの大学施設が集中し、また、工業団地も整備されたこ

とで宮崎市のベッドタウンとして住宅団地の開発も進み人口が増加するなかで、

相次ぐ大型量販店の出店やネット通販市場の拡大などの環境変化に対応できてい

ないこと。 

③ 加納区域においては、それまで主要道路で通行量の多かった国道２６９号が商

業地から離れてバイパス化(加納バイパス)したことで交通量が減少し、効果的な

対策を打てず、業績が悪化してきている状況にあること。 

④ 市内中心部の大型複合施設に３０分以内で行けるため、特に品質や価格やスタ

イルなどを比較購買するような買回品や専門品などについては、地域内の購買客

流出等によって小規模事業者の売上減少に拍車がかかり業績の悪化が深刻化して

いること。 

⑤ イベント等での集客は一過性に留まり、周辺の飲食店や小売店へ回遊やリピー

ト客を増加させるなどの連携した取り組みが低調で、業績への成果が表れていな

いこと。 

⑥ 地区内に国や県から指定の文化財や史跡等があるにも関わらず、効果的な活用

がされていないこと。 

⑦ 県内でも有数の地域人口及び事業者を有しているにも関わらず、購買力を地域
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に取り込むための様々な対策が継続的な購買に繋がらず業績回復に至らないこ

と。 

  

３．商工会のこれまでの取組みと今後の課題 

商工会はこれまで小規模事業者から税務・労務・金融といった側面的な支援を求め

られることが多く、経営改善普及事業を主体とした支援事業を実施することにより支

援ニーズに応えてきた。 

また、商店会支援では販促活動の強化対策として、平成５年に清武町カード会を設

立、地域にぎわい創出事業として、平成２１年にイルミネーション事業、平成２２年

には「きよたけはんきゅう軽トラ市」の開催を始めて、地域全体の活性化にも努めて

きた。 

しかしながら、消費行動の変化や競争の激化等様々な経営課題に直面し、小規模事

業者の商工会に対する支援ニーズが変化する中で、商工会としても、従来の金融・税

務などの分野別支援から、経営の持続的発展に直結する支援への転換が課題となって

いる。 

 

 

Ⅱ．中長期的な小規模事業者の振興のあり方 

宮崎市は、平成２０年に制定された第四次宮崎市商業振興ビジョン（平成２０年度

～２９年度）及び平成２１年に制定された宮崎市工業振興計画（平成２１年度～３０

年度）において、商工業の振興に関する施策の視点及び基本的な方向は次のように示

している。なお、多くの項目において商工会との連携のもとに実施することが盛り込

まれている。 

 

１．宮崎市の商工業振興の方針 

（１）商業 

① 施策の視点 

光る個性と交流が織りなす文教田園地域 

  ② 施策の方向性 

（ア）地域住民に密着した商業機能の充実 

    ・高齢者にやさしい買物環境の整備  

・地域住民との交流を通した活性化 

（イ）地域資源をいかした商業地の形成 

   ・観光客の受け入れ体制の整備    

・消費者が訪れやすいまちづくり 

（ウ）柔軟な経営形態を持った商業地の形成 

    ・地域住民の生活に応じた経営形態の検討  

・最寄りの商業地としてのサービス向上  

 

（２）工業 

① 施策の視点 

豊富な地域資源を活かし、技術力をもった活気あふれる工業が育つまち 
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② 施策の方向性 

（ア）時代の変化に対応できる経営基盤の強化 

    ・競争力の強い付加価値の高い工業づくりの推進 

・新産業の創出・育成 

・販路開拓の促進 

（イ）時代を見据えた人材の育成と確保 

   ・モノづくりを担う人材の育成 

・多様な人材の確保 

・起業家の育成 

（ウ）魅力ある立地環境の整備 

    ・企業誘致の推進 

・企業立地基盤の整備 

・流通・物流機能の充実 

（エ）サポート体制の確立 

   ・環境保全の取り組み促進 

・安心安全への取り組み促進 

・融資制度の充実 

（オ）ネットワークの充実 

    ・連携・交流機能の充実 

 

以上の施策の視点、方向性から、商工会としては宮崎県、宮崎市、宮崎銀行等の地

域金融機関その他支援機関と連携し、前述した課題の克服に向けて地域の商工業振興

及び持続的発展に繋げるため、次のような経営発達支援事業の展開及び方針と目標を

掲げる。  

 

２．商工会としての中長期的な振興の考え方 

小規模事業者の支援ニーズは、税務・労務・金融といった相談から、近年は、商品

開発、新分野進出、販売戦略、事業承継といった多様で複雑かつ高度な内容に変化し

てきている。 

また、地域内の小規模事業者は、消費行動の変化や競合の激化等に起因する様々な

経営課題に直面しており、これまで以上に小規模事業者に対する的確な支援が商工会

に求められ、地域における中核的な支援機関としての役割が期待されている。 

こうした状況を踏まえ、当商工会は、従来の金融、税務などの分野別支援から、「経

営課題の掘り起しと事業の持続的発展」に軸足を置いた「伴走型の経営発達支援」へ

の転換を図る。 

今後、小規模事業者の課題克服への取組みに当たっては、総力を挙げた支援体制の

もとに、「既存の小規模事業者」についてまずは経営基盤強化を図り、経営体力を向上

させ、経営計画の策定・実施等により持続的発展を遂げられるよう伴走型による支援

を行っていく。 

さらに、地域活性化の担い手となる小規模事業者を育成し、地域経済全体の底上げ

を図るとともに、合せて「新規創業者」支援及び「後継者」育成支援を強化し、雇用

の創出に繋げ、地域住民等と共栄する活力に満ちた魅力ある地域を醸成していく。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の目標 

前記のとおり、小規模事業者支援に果たす商工会の役割・機能を考慮して、以下の

とおり経営発達支援事業の目標を定める。 

 

１．小規模事業者の経営力強化、成長促進 

（１）小規模事業者の組織構造を把握した上で、今後の目指す方向により「地域維持・

充実型」、「広域維持・充実型」、「地域成長型」、「広域成長型」のそれぞれの類型に

応じた「戦略的経営へのシフト」提案による伴走型の支援を行い、事業の維持及び

成長を促進していく。 

 

（２）宮崎市や宮崎銀行などの地域金融機関、その他支援機関と連携し、小規模事業者

の「財務基盤の強化」と「経営力の向上」を図り、競争優位性を確保するためのビ

ジネスモデルを構築し、持続的な安定及び成長経営を進めることで雇用増加や域内

資金循環及び地域活性化に資することを目指す。 

 

（３）地域人口の増加というベッドタウンならではの強みを活かし、潜在的な「創業者

を発掘」し、創業支援に積極的に取組むことで地域経済の活性化への好循環を構築

していく。 

 

２．交流人口の増大を通じた需要拡大の促進 

清武町のイメージアップ、観光交流人口の増大を通じた需要の拡大を図ることで産

業活性化を推進し、地域購買客の流出を減少させるとともに、都市部等地域外からの

購買客を呼び込むための魅力ある街づくりをめざす。 

計画期間中は、地域小規模事業者への経営情報の発信機能の強化を通じて、経営状

況を細かく把握し、事業者の事業特性に応じた経営発達のための支援策の構築を図る。 

また、宮崎県や宮崎市をはじめとして他の支援機関と連携し、情報の共有、各種支

援事業の積極的な推進を図る。 

 

 

Ⅳ．目標の達成に向けた取組み方針 

本計画の目標達成に向け、以下の方針で取組んでいく。 

 

１．経営力の強化支援 

（１）「経済動向調査」や「需要動向調査」などにより外部環境を把握する取組を通じて、

小規模事業者の経営課題と支援ニーズを明確化する。 

 

（２）創業支援及び創業後のフォローアップを実施するため、専門家、その他支援機関

と連携しビジネスプランの作成等、創業者の支援体制を強化し、積極的な創業支援

を行うとともに、創業後も定期的にモニタリングを実施し、事業計画の見直しなど

も含め事業の安定的成長を確保するための支援を行っていく。 

 

（３）新製品開発、新市場開拓及び需要開拓などの取り組みを促進するために、事業計

画の策定及びその実施を支援していく。 
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（４）本事業における各種調査及び経営分析、計画策定等の支援を通して、経営者の育

成を図る。 

 

２．商品力の強化支援 

新商品開発、既存商品の高付加価値化に向けて、他の支援機関等と連携して情報の

提供やマッチングの支援を行う。 

 

３．販売力の強化支援 

販売促進や新たな販路開拓等に向けて、他の支援機関と連携して情報の提供やマッ

チングの支援を行う。 

 

４．地域力の強化支援 

地域観光資源の見直しや発掘と発信を通じて、交流人口の拡大に向けた取組みを支

援する。地域内の関連団体等と連携し、観光振興による地域経済活性化の支援による

外貨の獲得、更には雇用の創出などを支援することにより経営発達支援事業を補完す

る。 

 

５．支援力の強化 

事業推進の内部体制の整備や外部関係団体等との連携体制の整備及び商工会職員

の資質の向上を図り、支援の実効性を向上させる。併せて支援事業の客観的な評価・

修正に関する仕組みづくりを行う。 
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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３３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】 

（１）現状と課題 

地域の経済動向や各種調査指標等については、小規模事業者の相談に応じて対応

し内部資料として蓄積しているが、その場かぎりで継続的な経営支援に活用できて

いない。小規模事業者に対してどのように提供していくかが課題となっている。ま

た、地域内の小規模事業者の実態についても十分に把握できていないため、今後、

その実態把握に努める必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

《本会独自の地域内経済動向調査兼小規模事業者経営実態調査の実施》 

前記Ⅳ「目標の達成に向けた取組み方針」の(1)「経営力の強化支援」の①「経済

動向調査」や「需要動向調査」などにより外部環境を把握する取組を通じて、小規

模事業者の経営課題と支援ニーズを明確化する必要があり、地域内経済の動向及び

小規模事業者の経営実態の把握を行うため、50 社(製造業 10 社、建設業 10 社、小

売業 10 社、飲食業 10 社、サービス業 10 社)について年１回、地域内経済動向調査

兼小規模事業者経営実態調査を実施する。 

① 調査対象 

本会が記帳代行や決算支援している先あるいは金融その他の経営支援を実施 

している先から 50 社(製造業 10 社、建設業 10 社、小売業 10 社、飲食業 10 社、

サービス業 10社)をピックアップする。 

② 調査項目 

（ア）売上高、（イ）資金繰り、（ウ）採算（経常利益）、（エ）設備投資計画、 

（オ）雇用状況、（カ）経営課題、（キ）後継者の有無、 

（ク）商工会への支援ニーズ(複数記載) 

③ 調査方法 

調査項目を記載したアンケート調査票を経営指導員や経営・情報支援員が巡回

して配布回収する。また、財務データを把握している先には、直近の簡易な財務

分析表を作成して同封する。集計及び分析は宮崎県経済動向調査や全国連中小企

業景気動向調査その他金融機関等が公表している景気動向に関するデータも参考

にするため専門家や金融機関と連携して行う。 

④ 成果の活用方法 

分析結果は、本会ホームページや商工会窓口で閲覧可能な状態にするとともに、

経営指導員等の小規模事業者に対する的確な指導資料として、巡回指導や窓口相

談時の経営アドバイスに生かす。なお、宮崎県商工会連合会や宮崎市のホームペ
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ージともリンクさせて広く周知を図るように努める。 

また、本調査で得られた経営実態や地域経済の動向を踏まえ、次のステップと

して、経営状況分析や事業計画策定に反映させる。 

 

（３）数値目標  

地域内経済動向調査兼小規模事業者経営実態調査 
 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施回数／年 １回 １回 １回 

サンプル数／年 50 社 50 社 50 社 

商工会HP掲載回数／年 １回 １回 １回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

これまで主に会員に対して、必要に応じて経営支援を実施してきたが、支援内容

がその都度の対応で、画一的となりがちであった。中でも経営状況の分析を実施し

ているのは、小規模事業者経営改善資金融資、条件変更等の経営改善計画作成のた

めの金融相談、各種補助金の申請時等に限られていた。 

「小規模事業者の経営力」強化には、事業者自身の意識改革は当然必要であるが、

支援する商工会が当該事業者の現況や意向をどこまで正しく把握しているかも重要

であり、そこに伴走しながら支援することの意義がある。そのため、今後は必要に

迫られての経営状況分析でなく、通常時の経営に活かすための経営状況分析を実施

する小規模事業者を増やしていくことが課題である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

① 小規模事業者の意識啓発 

人的にも時間的にも余裕のない小規模事業者の経営強化を図るには、まず経営

者や家族従業員等の意識改革を図ることが必要であり、本事業においては、まず、

小規模事業者の経営分析に関する必要性を経営指導員等の巡回訪問において説明

し経営分析実施の重要性を理解してもらう。 

② 経営分析の実施 

その中で、以下の要領で経営分析を実施する。なお、高度、専門的な内容につ

いては、宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）の専門家活用や宮崎県の補助事

業である中小企業等経営基盤強化支援事業（事務局：宮崎県商工会議所連合会）

の専門家派遣制度を活用する。 

（ア）対象者の選考 

小規模事業者経営実態調査の対象先、本会が財務データを把握している先、

その他から経営分析を希望する先をピックアップする。 

（イ）分析する項目 

財務分析としては収益性分析（売上高経常利益率）、安全性分析（流動比率、  

当座比率）、損益分岐点分析を行い、定性分析としてＳＷＯＴ分析を行う。 
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③ 分析結果の活用方法 

分析結果は、当該事業者に説明し、自企業の経営状況把握と経営課題の抽出に

活用する。また抽出された経営課題については、事業計画策定に反映させるとと

もに、経営指導員等の定期的な巡回によって改善状況のチェックを行うなどきめ

細やかな支援を行う。 

 

（３）数値目標 

年 度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

経営分析件数   ２４    ２４     ２４ 

    ※経営指導員等２名×１件×１２月 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

これまで、経営支援は、主に事業者の抱える課題解決に対する支援で、事業計画

の策定までは至っていなかった。 

経営革新や各種補助金申請のための事業計画書の作成支援及び直面する経営課題

解決のための専門家派遣事業は実施しているが、小規模事業者に事業計画作成の重

要性を認知してもらい、実際に事業計画に基づいた経営を実施する事業者を増やし

ていくかが課題である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

本事業では、事業者が経営課題の解決に計画的かつ効果的に取り組むために、事

業計画策定支援事業に取り組む。「２．経営状況の分析」の実施により抽出した経営

課題を克服するための経営ビジョンや数値目標を設定することで経営の持続的発達

の実現に寄与する。 

事業の実施については経営指導員が中心となるが、専門的な課題がある場合など、

宮崎県商工会議所連合会の実施する専門家派遣事業や関係支援機関と連携し、事業

者の抱える課題解決に向けた中期的な事業計画の策定支援を行い、持続的な発展を

図る。実施内容は次のとおり。 

① 対象事業者の選考  

経営分析を行った全小規模事業者に対して経営分析で取得した調査結果を踏ま 

えた事業計画策定を働きかけ、取り組む事業者の掘り起こしを行う。  

② 事業計画策定の実施 

事業計画策定を実施する事業者には、経営指導員が伴走しながら経営課題の把

握など経営分析等のデータの活用方法や計画書策定全般について支援する。支援

の際は、他の支援機関や専門家と連携して地域経済動向調査・小規模事業者経営

実態調査の分析結果や業種別の動向、取扱商品・サービスの需要動向などについ

ての情報も収集して提供する。 
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（３）数値目標 

支援内容 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

事業計画策定 １５ １５ １５ 

 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１) 現状と課題 

策定した事業計画の着実な実行による事業者の成長を図るため、フォローアップ

等の伴走型支援が必要であるが、課題が生じた時を中心とする不定期なものとなっ

ている。定期的な巡回訪問によるフォローアップを実施し、積極的に声かけを行っ

ていくことが課題である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

本事業では計画の進捗状況を毎年度モニタリングし、実行できていない場合など

必要に応じて要因分析等を行い、対策や計画の見直しなどを講ずる。策定した事業

計画に対する成果を事業者と共に検証することで持続的成長を図る。  

事業内容は次のとおり  

① 事業計画策定事業所に四半期ごとに巡回訪問を行い、取組みの進捗状況の確認

を行う。例えば、当初の計画どおり売上等の目標が達成されていない場合の原因

の究明、その解消方法の検討とアドバイスを行う。法律問題など専門的な問題の

解決には「宮崎県商工会議所連合会の専門家派遣」等を活用し、成果重視の取り

組みとする。 

② 事業計画に沿い、資金需要が発生する場合は、日本政策金融公庫と連携し、「小 

規模事業者経営発達支援融資制度」や「経営改善貸付」の活用による円滑な資金

繰りを支援する。  

③ 国・県・市の助成金等の支援策や各種セミナーの紹介を商工会ホームページに

掲載するとともに、事業計画策定後のフォローアップ時に情報提供を行う。  

 

（３）数値目標 

支援内容 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ事業者数 
１５ １５ １５ 

事業計画策定後の 

フォローアップ延べ回数 
６０ ６０ ６０ 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

これまでは、行政機関や業界団体等が発行する消費動向や市場動向に関する情報

を必要に応じて提供していたが、市場の需要動向に応じた商品開発ができていない

ケースや品揃えが不十分なケースも散見される。市場のニーズを正確にとらえずに

経営してきた小規模事業者に対して、マーケットインの考え方を浸透させていくこ

とが課題である。 
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（２）本計画において取り組む内容 

下記の要領により、事業計画を策定する小規模事業者とその取り扱う商品・サー

ビスを選考し、その需要動向に関する情報を収集して提供する。得られた需要動向

に関するデータは、商工会と専門家が連携して研究・分析を行い、小規模事業者の

事業計画策定時や個別指導等に役立てる。 

①  対象事業者と対象商品のピックアップ 

事業計画を策定する小規模事業者に呼び掛けて需要動向調査を行う５事業所

と、その事業者が保有する主力商品あるいは新たな開発を考えている商品の中か

ら１事業者当り２アイテム程度を選定する。なお、対象者の選考にあたって、本

来は管内全小規模事業者の取り扱うすべての商品を需要動向調査の対象とすべき

であるが、当面は、農畜産物等を材料とした食品の加工・製造業者（例えばジャ

ム・鶏肉加工製品・麺類・醤油等）を優先して対象とする。 

② モニター調査の実施 

（ア）調査の方法 

前記①で選定した５事業者の商品のうちからモニター調査が可能な商品を１

アイテムピックアップし、年１回モニター調査(アンケート調査)を実施する。 

調査は、対象とする商品の特性や市場を考慮した上で、調査項目の検討から

分析まで調査会社等と連携して行う。なお、１商品当り１００人のモニターデ

ータの回収を目標とし、商品開発及び販路開拓に直接的に役に立てることので

きる情報を収集・分析することを主眼とする。 

（イ）調査の項目 

調査は当該商品が想定するターゲットの属性に応じたモニターに対して行

い、調査項目は、味や分量、色どり、パッケージ、価格等とし、商品の特性や

想定市場による特別な調査項目が必要な場合は調査会社と協議して決定する。 

（ウ）調査結果の活用方法 

調査結果はモニターの属性、地域などをもとに整理、分析し、当該商品が想

定している市場で受け入れられるものなのか、見直しの方向性など具体的な提

案も含めて小規模事業者にとって有用なデータとなるようまとめて提供し、事

業計画策定やその他の経営支援時に活用する。 

③ 経営指導員及び専門家による個別支援 

前記①で選定した商品のうちモニター調査ができない商品については、経営指

導員と専門家が連携して、当該商品に関連する情報の収集提供を行い、市場ニー

ズに適合した商品化にむけて個別に支援する。 

具体的には、経営者が想定するターゲットや流通経路などについてヒアリング

を行い、当該商品に関する市場のトレンド、価格、流通などの情報を収集して提

供する。ブラッシュアップにより「売れる商品化」が見込まれる商品については、

次年度、前記②のモニター調査から販路開拓までの一連の支援につなげる。 

④ 調査結果の活用 

需要動向調査の結果は、当該小規模事業者へ情報提供を行い、市場ニーズに適

合した商品の開発・既存商品の改良を行い、商談会や物産展などへの出展や情報

発信などの支援を通じて販路開拓につなげる。 
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（３）数値目標 

内   容 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

需要動向 

調査 

実施事業者数 ５ ５ ５ 

実施商品数 １０ 1０ 1０ 

うち 

モニター 

調査 

実施事業者数 ５ ５ ５ 

実施商品数 ５ ５ ５ 

アンケート数

/1商品当り 
１００ １００ １００ 

調査結果をフィードバック

する事業者数 
５ ５ ５ 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）現状と課題 

当地域では地元資源を活かし、小規模事業者や地域団体が特産品開発をおこない、

展示商談会等への参画、「はんきゅう軽トラ市」などの地域需要開拓に取り組んでき

た。しかしながら販売量、知名度ともに広く県外まで知られるには至っていない。

このことは、小規模事業者が新たな販路開拓や自社商品のＰＲを行いたいとは考え

ているものの、情報収集能力が十分でなく自分に合ったチャンスを逃しているとい

う面がある一方、商工会の支援が十分ではないという状況もある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

需要動向調査の項において支援する小規模事業者を重点的に支援を希望する小規 

模事業者について、下記のとおり支援する。 

① 需要動向調査に基づく商品開発支援 

モニター調査結果や専門家によるアドバイスを受けて商品のブラッシュアップ 

に取組む事業者を下記のとおり支援する。 

（ア）商品ブラッシュアップの支援 

アドバイスした専門家やみやざきフードビジネス相談ステーションなどの専 

門機関と連携して商品のブラッシュアップを支援する。 

（イ）資金調達や補助事業の活用支援 

ブラッシュアップやテスト販売に必要な資金調達あるいは補助事業に関する 

情報の提供、申請の支援など側面からの支援も並行して行う。 

② 販路開拓支援 

ブラッシュアップした商品はその商品特性や狙いとする市場に応じて、宮崎市

レベルのローカルエリアあるいは九州・全国レベルの広域エリアに応じた販路開

拓の支援を行う。 

（ア）清武町特産品販売施設「四季の夢」の活用 

清武町総合支所にある「四季の夢」は地域特産品を集めたアンテナショップ

であるが、この施設はローカルエリアの一般消費者向けの販路開拓支援のひと

つとして活用できる。需要動向調査を受けてブラッシュアップする商品のテス
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ト販売にも活用でき、既存商品についてもこのアンテナショップへの出品を強

化することによって、商品のＰＲ及び販売を強化することが可能になる。ピッ

クアップした商品については、目標売上を設定してもらい売上の推移を記録・

分析して、商品の評価を行い改善点のアドバイスを行う。 

（イ）商談会や物産展への参加支援 

商品力やプレゼンテーション能力を高めるには、バイヤーや消費者のニーズ

を把握し、それを商品開発につなげる取り組みとより多くの商談会などへの参

加を通じた経験が必要である。そのため、比較的規模が大きく競合が見込まれ

る商談会や物産展への参加を促し競争力を高める。参加する事業者については、

ブースの設営からバイヤーや消費者へのアピール方法など出展前から出展後ま

で一連の支援を行う。なお、参加者には来場者数、売上高、成約数の目標を設

定してもらい、結果を比較分析して次のトライにつなげる。 

なお、出展支援を想定している商談会・物産展は次のとおり。 

     ・「輝け！みやざき地場産品商談会」など宮崎県にバイヤーを招く商談会 

     ・「グルメ＆ダイニングショー」など都市圏で開催される商談会 

     ・「みやざきよかもん市」など宮崎県内で開催される物産展 

（ウ）地域事業者の情報発信による販路開拓支援 

地域内の事業所の「体験」「食べる」「買う」「遊ぶ」「イベント」等の情報を

スマートフォン向けの清武町商工会ホームページ「スマホで町歩き」を活用し

て発信し、小規模事業者の販路開拓を「地域情報サイトまいぷれ宮崎（株式会

社オレンジゲート）」と連携して支援するとともに、観光客を地域の事業所に誘

引することで、地域内事業所への来客増加、売上増加に繋げる。 
 

（３）数値目標 

内   容 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

商品ブラッシュアップ支援 5社(10商品) 5社(10商品) 5社(10商品) 

四季の夢での

テスト販売 

対象数 5社(10商品) 5社(10商品) 5社(10商品) 

参加者の売上

目標達成率(%) 
70%以上 90%以上 100% 

商談会への 

参加支援 

参加数 3社 3社 3社 

成約数 3件 3件 3件 

物産展への 

参加支援 

参加数 3社 3社 3社 

参加者の売上

目標達成率(%) 
70%以上 90%以上 100% 

「スマホで町あるき」 

新規登録数 
５件 ５件 ５件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）きよたけ郷土祭り 

きよたけ郷土祭りは実行委員会主催（宮崎市、商工会、清武活性化委員会、まち

づくり協議会、区長会等により構成）によるきよたけ郷土祭りが催されている。内

容は住民総参加で、住民総出の練り歩きに（1,000程度の参加）ステージイベント、

花火大会そして地域内外の出店業者が賑わいを醸し出す祭りで出店者数約５０店

舗、売上高２０００万円、来場者数約２５，０００人であり、今年で３９回を数え

る。 

生きがいがあり心の触れ合う、そして潤いのある郷土を作ることを目的として開

催されており、実行委員会を中心に、清武地域の行政・各種団体等が地域の賑わい

創出のために同じ方向性を共有して取り組んでいることから、今後も商工会は目的

達成のために、運営団体の一員として積極的に支援をしていく。 

   

（２）きよたけはんきゅう軽トラ市 

中心商店街の賑わいづくりとして清武活性化委員会（事務局 商工会）が主催、

商工会共催できよたけはんきゅう軽トラ市を開催している。清武文化会館前を歩行

者天国にして毎月第２日曜に開催され、地元並びに宮崎県内の新鮮な野菜や果物、

海産物、地場産品、食料品、手工芸品などを軽トラックの荷台で展示販売する。来

場者数は３万人～４万人を数え、回数も平成２９年７月で９３回を数える清武町の

風物詩として定着している。 

中心商店街の賑わいづくりとして唯一の継続性のイベントであり、地域小規模事

業者の出店で魅力が創出されている。まさに、小規模事業者の地域需要開拓に恰好

のイベントといえる。これまでも、商工会は共催者として運営等を支援してきたが、

今後は出店小規模事業者に対して売れる商品づくり、販路開拓につながるよう支援

していく。 

 

 

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組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）金融機関との連携 

① 日本政策金融公庫宮崎支店との情報交換会の開催 

「マル経資金の推薦における情報交換（年１回）」、「１日金融公庫（年２回）」、

「マル経審査員研修会（年１回）」の開催等を行い、この中で、同公庫が取り扱う

様々な融資制度や、小規模事業者の資金需要動向及び先進的な経営を行う事業者

の情報収集や企業評価のノウハウを習得することにより、経営指導員や経営・情

報支援員の経営支援力向上を図る。 

その結果は、経営指導員と経営・情報支援員が行う巡回指導及び窓口指導時に

情報提供するとともに、事業計画策定や需要開拓への取組に活用する。 
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（２）他の支援機関との連携 

① 宮崎市内商工団体との情報交換会の開催 

同一行政区の宮崎市内にある田野町商工会・宮崎市生目商工会・佐土原町商工

会・高岡町商工会及び宮崎商工会議所との定期的情報交換会を四半期ごとに開催

し、この中で日常的な経営支援業務を通じて生じる経営課題の解決策やニーズに

適切に応えるためのノウハウなどについて情報収集を行うとともに、収集した情

報は課題ごとに分類したうえでファイリング管理し、寄せられた支援ニーズに沿

って引き出し、伴走的な支援に活用する。 

② 行政等との情報交換会の開催 

（ア）行政との情報交換会の実施 

宮崎市商業労政課と年 3 回程度の連絡会議を開催し、宮崎市の小規模事業者

支援施策等に関するノウハウ向上を図る。 

（イ）認定連携創業支援事業者連絡会議への参画 

宮崎市、市内５商工会、宮崎商工会議所、㈱宮崎県ソフトウエアセンター、

（一社）みやＰＥＣ推進機構、（公財）宮崎県産業振興機構、㈱日本政策金融公

庫宮崎支店、（一社）宮崎県情報産業協会で構成される認定連携創業支援事業者

連絡会議（年２回程度開催）に参画し、スタートアップ支援を中心に各支援機

関の小規模事業者支援に関する情報交換を行い、商工会の支援能力の向上を図

る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）宮崎県商工会連合会主催の研修会への参加 

宮崎県商工会連合会が毎年５回程度開催する経営指導員研修会及び経営・情報支

援員研修会に積極的に参加し、小規模事業者への支援ノウハウの習得及び向上を図

る。 

 

（２）中小企業大学校の専門分野別研修への参加 

   中小企業大学校人吉校等で開催される支援機関職員向けの専門分野別研修を経営

指導員等が受講することにより、小規模事業者への経営支援スキル向上と新たな知

識の習得を図る。 

 

（３）他の支援機関や金融機関が主催する経営セミナーへの参加 

宮崎県産業振興機構等他の支援機関や地元金融機関が開催する経営セミナーにも

参加して、小規模事業者の売り上げ向上と利益の確保に資する支援ノウハウの習得

を図る。併せて、専門家派遣事業の支援実施の際には、経営指導員等が同行するこ

とにより、実地での実践的な支援ノウハウを学習する。 

 

（４）商工会内部における勉強会の開催 

商工会事務局内部において、全職員が参加する勉強会を毎月１回開催し、小規模

事業者の支援情報や進捗状況を共有し解決策を探る。 
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（５）支援ノウハウを共有する体制の構築 

上記の取組みによる小規模事業者に対する経営支援に係る経営状況分析の結果や

経営課題別・分野別・業種別の経営支援好事例などについては、紙ベースのファイ

ル管理によるものだけでなく、ＰＤＦ等電子データとしても管理し、適切なセキュ

リティ管理のもと組織内で共有する体制を構築する。 

 

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 

本事業の評価にあたっては、宮崎県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」を 

利用する。なお、外部評価委員会の委員は、次表のとおり。 

委員 役職 選考基準 

学識経験者 

大学教授 地域経済に精通しており、

商工会業務に理解のあるも

の 
外部中小企業診断士 

地方公共団体の職員 宮崎県 商工観光関係部署 担当者 

中小企業支援機関の職員 
日本政策金融公庫 担当課 

宮崎県産業振興機構 担当課 

宮崎県商工会連合会役員 専務理事  

（１）評価にあたっては年１回、事業年度終了後に実施状況、達成度、成果を取りま   

とめた報告書を外部評価委員会に提出する。 

（２）外部評価委員会は、本会が提出した報告書をもとに、事業評価、チェックを行っ

た後、改善すべき事項がある場合は、本会に対して助言等を行う。 

（３）本会は、外部評価委員会からの助言の結果を受けて、事務局内部で次年度の支援

方法の再検討を行ったのち次年度以降の見直し案を理事会へ報告し、承認を受ける。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果については清武町商工会のホームページにて計

画期間中公表するとともに、本会事務所にも常設して閲覧可能な状態とする。 

 

【事業の評価、見直しに関するスキーム図】 
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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 

（２９年４月現在） 

（１）組織体制 

  ①全体 

   会員数     ３１４名 

   部 会 商業部会１２５名、工業部会１１８名、サービス部会７１名 

青年部２６名、女性部２１名 

   役 員 １７名(会長 1、副会長 2、理事 12、監事 2) 

      事務局  ５名(専門指導員 1、経営指導員 1、経営・情報支援員 3) 

 

②経営発達支援事業 

役 員 １７名(会長１ 副会長２ 理事１２ 監事２) 

    ⇒事業計画決定、予算決定、事業評価、見直し、関係機関との 

     連携 

   事務局    ５名(専門指導員 1、経営指導員 1、経営・情報支援員３) 

⇒事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（２）連絡先 

   清武町商工会 

 

住    所 宮崎県宮崎市清武町西新町９－７ 

電話番号 0985－85－0173 FAX：0985－85－0136 

   メ ー ル  kiyotake@miya-shoko.or.jp 

U  R  L   http://www.miya-shoko.or.jp/kiyotake/ 
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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 平成３１年度 平成３２年度 

 

必要な資金の額 3,150 3,150 3,150 

 

経済動向調査費 

 

経営状況分析費 

 

経営計画策定支援費 

 

需要動向調査費 

 

需要開拓事業費 

 

地域経済活性化興事業

費 

100 

 

200 

 

200 

 

2,000 

 

500 

 

150 

100 

 

200 

 

200 

 

2,000 

 

500 

 

150 

100 

 

200 

 

200 

 

2,000 

 

500 

 

150 

（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、手数料、国庫補助金、県補助金、市補助金 

 

 

（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 

  域内金融機関と連携して本会独自の地域内経済動向調査を実施し、分析は専門調査 

機関と連携して行う。 

２．経営状況の分析 

  町内小規模事業者を対象に実施し、分析については外部専門家と連携して行う。 

３．事業計画の策定 

  商工会及び県連経営支援センターだけでは対応できない高度・専門的な経営課題解 

決に外部専門家と連携して取り組む。金融機関に関しては融資等の金融サポートを 

含む。 

４．事業計画策定後の実施支援 

  外部専門家と連携し中期的な視点からの事業計画策定支援を行うとともに、その後 

における支援においても各事業者の進行状況等に応じてフォロー支援する。 

５．需要動向調査 

  市場調査専門家と連携して需要動向調査を実施する。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業販路開拓 

  専門家による商品の評価、各種物産展、商談会への参加及び販路開拓支援について 

  連携して取り組む。 

連携者及びその役割 

宮崎県商工会連合会 

代表 :会長 淵上鉄一 

住所 :宮崎市松橋２丁目４番３１号 電話番号：0985-24-2055 

 役割 :経営分析、事業計画の策定、調査事業支援・情報共有、商談会 等事業全般 

宮崎県 

 代表：知事 河野俊嗣  

住所：宮崎市橘通東２丁目１０番１号 電話番号：0985-26-7111 

 役割：調査事業支援・情報共有、経営革新計画・承認 

宮崎市清武総合支所 

 代表：総合支所長 内藤 和弘   

住所：宮崎市清武町西新町１番地１ 電話番号：0985-85-1111 

 役割：調査事業支援及び事業計画策定支援後のフォローアップに係る支援施策の活用 

宮崎県産業振興機構 

代表：理事長 緒方 哲 

住所：宮崎市佐土原町東上那珂１６５００番地２ 電話番号：0985-74-0786 

役割：経営状況分析、事業計画策定及び計画策定後支援に関する取り組み支援等に 

係る専門家派遣制度の活用 
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宮崎県商工会議所連合会 

代表：会頭 米良 充典 

住所：宮崎市錦町１－１０ KITENビル 7階 電話番号：0985-22-2161 

役割：経営状況分析、事業計画策定及び計画策定後支援に関する取り組み支援等に 

係る専門家派遣制度の活用 

日本政策金融公庫宮崎支店 

  代表：支店長 松井  斎  

住所：宮崎市橘通東３丁目６番３０号 電話番号：0985-23-3274 

役割：経営状況分析に係る情報収集、資等の金融サポート 

宮崎銀行清武支店 

代表：支店長 丸目 義裕 

  住所：宮崎市清武町西新町１番地７   電話番号：0985-85-1313  

役割：地域経済動向調査に関する情報収集、資金の金融サポート 

宮崎太陽銀行清武支店 

代表：支店長 永野  鎮  

住所：宮崎市清武町船引１１４６－１   電話番号：0985-84-3184 

役割：地域経済動向調査に関する情報収集、資金の金融サポート 

宮崎信用金庫清武支店 

代表：支店長 山本 能之  

住所：宮崎市清武町正手３－７－２   電話番号：0985-85-2211    

役割：地域経済動向調査に関する情報収集、資金の金融サポート  

高鍋信用金庫清武支店 

代表：支店長 山本 輝男  

住所：宮崎市清武町西新町１０番地７   電話番号：0985-85-6333    

役割：地域経済動向調査に関する情報収集、資金の金融サポート  

株式会社オレンジゲート 

代表：代表取締役 岩切 勝宏  

住所：宮崎市中西町１６７－１   電話番号：0985-41-5001 

役割：小規模事業者の ITによる販売促進に関する支援 

株式会社四季の夢 

代表：代表取締役 長友 芳文   

住所：宮崎市清武町西新町１－１   電話番号：0985-64-8600    

役割：地域経済動向調査に関する情報収集、資金の金融サポート  

清武活性化委員会 

代表：委員長 高木 一憲  

住所：宮崎市清武町西新町９－７   電話番号：0985-85-0173    

役割：地域活性化イベントの実施、販路開拓の支援 

きよたけ郷土祭り実行委員会 

代表：会長 野崎 安彦  

住所：宮崎市清武町西新町９－７   電話番号：0985-69-6645    

役割：地域活性化イベントの実施、販路開拓の支援 
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小規模 

事業者の 

経営発達 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清武町商工会 

経営発達支援事業 

宮崎県 

宮崎市総合支所 

地域内金融機関 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県商工会議所連合会 

地域内金融機関 

宮崎市総合支所 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県商工会議所連合会 

 

宮崎県商工会連合会 

宮崎県商工会議所連合会 

㈱オレンジゲート 

㈱四季の夢 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県商工会議所連合会 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県商工会議所連合会 

日本政策金融公庫 

地域内金融機関 

 

１．地域の経済動向調査 

 

２．経営状況の分析 

 

３．事業計画の策定 

４．事業計画策定後の実

施支援 

 

５．需要動向調査 

 

６．新たな需要開拓 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

 

宮崎県商工会連合会 連携 

連携 

 

７．地域経済活性化 
きよたけ郷土祭り実行委員会 

清武活性化委員会 

支

援 
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