
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 三股町商工会（法人番号 1350005003796） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域の強みを活かしながら、行政や地域金融機関その他支援機関と連携し、小規

模事業者の経営力向上、需要開拓等を支援することによって小規模事業者の経営力

強化、地域のブランド化を通じて三股町経済の活性化を目指す。具体的には以下の

項目の経営発達支援計画の事業目標を定める。 

１ 小規模事業者の経営力強化  

２ 地域のブランド化  

３ 関係機関との連携強化 

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】 

（１）経営支援時の経済動向の活用（２）小規模事業者実態調査の実施 

（３）小規模事業者実態調査の調査結果の会報掲載 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営分析に関する需要の喚起 

（２）自社の経営の現状認識を深めてもらうための経営分析（簡易）の実施 

（３）経営状況の著しく悪化している事業所や大きな経営課題を抱える事業所への

経営分析（詳細）の実施 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画等支援の実施 （２）専門家派遣等個別経営支援の実施 

（３）小規模事業者経営発達支援融資事業の活用 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定後のフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）需要動向調査を行う商品のピックアップ（２）需要動向調査の実施 

（３）小規模事業者への情報提供 

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）専門家による商品のブラッシュアップ 

（２）アンテナショップ「よかもんや」への出品促進及び売上状況分析 

（３）商談会・物産展の参加を通じた需要開拓 

（４）インターネットを活用した情報収集・発信力強化支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．「みまたんごま」ブランドの確立 ２．地域の賑わいづくり 

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．近隣商工会や金融機関等との情報交換の実施 

２．各種研修会への参加や事務局内での勉強会の実施 

３．外部評価委員会を利用した事業の評価、見直し 

連絡先 

 

三股町商工会 

宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 4421 番地 22 

TEL：(0986)52-2226 FAX：(0986)52-2249 
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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 三股町の現状と課題 

１ 三股町の現状 

（１）概要 

三股町は宮崎県南部山沿いに位置し、幹線道路国道２６９   

号線が町内を南北に走り、県都宮崎市と県内２番目に人口  

の多い都城市(人口１６万５千人)に隣接した人口２万５ 

千人の町である。温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、「花 

と緑と水の町」をキャッチフレーズに町づくりを進めて 

いる。 

平成の市町村合併により近隣の町が都城市や宮崎市、日  

南市と合併する中、単独町政を自ら選択し、自主自立の道  

を歩んできた。 

 

（２）三股町の人口等の状況 

三股町は都城市中心部への利便性が非常に良いことから、都城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、現在も世帯数及び人口の増加は続いている。 

しかしながら、都城市中心部に隣接し、利便性の良い西側の地域では都市化が進んでいるものの、

三股駅周辺や東側に位置する既存商店街では空洞化や高齢化が進んでいる。 

更に、近年は全国的な大規模チェーンの量販店が多く都城市に進出し、都城市への消費の流出が

大きくなっているだけでなく、町民の町外就業や若年層の町外流出も進んできている。また、人口

の伸び率の鈍化も確実に進んでいる。 

 

【世帯数・人口の推移】 

       （世帯・人） 

 世帯数 人口 

Ｓ６３ 6,462 19,914 

Ｈ５  7,702 22,556 

Ｈ１０ 8,558 23,925 

Ｈ１５ 9,118 24,550 

Ｈ２５ 9,924 25,340 

 

(３)町の産業 

三股町の基幹産業は農業であるが、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。商業は、県外

資本の大型店の進出が相次ぎ、商店数や従業者数は減少傾向にある。工業に関しては事業者数や従

業者数は減少傾向にあるものの、製品出荷額は横ばいを維持している。 
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（４）三股町の商工業振興の方針 

平成２２年に制定された第５次三股町総合計画（平成２３年度～３２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。 

【商業】 

①施策の視点 

 

 

②施策の基本的な方向 

 a 多世代の人々が楽しめる商店街づくり 

b 魅力あるお店づくり 

c 農業と連携した地域資源活用型商品の販売 

【工業】 

①施策の視点 

 

 

②施策の基本的な方向 

a 工場の近代化 

b 優良企業の誘致 

 c 既存企業の育成・振興 

 d 農商工連携による生産加工の場つくり 

 

 ２ 三股町の商工業の現状 

 （１）商工業の現状 

三股町内の商工業者数は、１０年間で約１２％減少している。人口の増加による多様なサービス

へのニーズからサービス業は増加しているものの、小売業に関しては、消費の流出と大型店の三股

町内への進出による競争の激化により、小規模店を中心に約３５％減少しており、非常に厳しい経

営環境が続いている。 

建設業は公共事業の減少や町外事業者の進出などの影響、製造業においては、アジアをはじめと

する海外企業が競争力を強めるなど、いずれも競争は激しく事業者数は減少している。今後とも町

内商工業者が生き残っていくためには、事業計画を活用した計画的な経営改善は不可欠となってい

る。 

 

【町内商工業者数の比較】 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 
サ ー ビ

ス業 
その他 合計 

Ｈ１６ 209 90 53 263 241 57 913 

Ｈ２６ 170 82 50 171 276 54 803 

 

  商工業全体で見ると非常に厳しい状況が続いてはいるが、三股町では、地域産業の育成のため温

地産地消における消費の場を育み、町民が楽しめる商業の活性化を進めます。 

農商工連携による６次産業の基盤づくりを進めます。 
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暖な気候と豊かな自然の作りだす様々な農産物の加工食品の開発に積極的に取り組んでいる。特に

平成１６年１２月九州最南端の「どぶろく特区」の認定を受けた紅白どぶろくや、どぶろくを活用

したお菓子類やアイスは内外でも非常に高い評価を受けている。 

なお、近年では地元で採れたゴマの普及と加工品の開発に、多くの農業者、商工業者が参画し、

町をあげて取り組み始めている。 

また、他にも豊かな自然が作り出すお茶、里芋、米、肉類などの農畜産物を活用した加工品、そ

して伝統工芸品としての大弓、ごったん、手打刃物、陶芸品など芸術性豊かな特産品などがあり、

これらの産業の振興には各方面から大きな期待が寄せられている。 

 

 

 

 

【どぶろく】              【三股町産ゴマ】 

 

（２）商工業の課題 

【課題①】商工業者の経営力強化 

 地域内の商工業者の多くが、経験と勘を頼りにした計画性のない経営を行ってきている。経営分

析や事業計画の策定を通じた経営力の強化は、町内事業者が厳しい経営環境を生き抜くための重要

課題となっている。 

 

【課題②】魅力的な個店の増加 

 都城市への消費の流出は大きく、町内の商業者は非常に厳しい経営状況となっている。 

魅力的な個店の増加による商業の振興は、地域内の資金循環を生み出す大きな役割を果たすと共

に住みやすく、均衡のとれた町土を作り上げるためにも重要なものとなっている。 

 

 【課題③】地域特産品のブランド化 

「ゴマ」などの地域資源を活用した特産品の販路拡大や加工品の開発、販路拡大は、本町のＰＲや

地域外からの資金獲得に貢献するだけでなく、基幹産業である農業の振興や地域内の雇用増加に大

きな役割を果たすことも期待されている。 
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Ⅱ 中長期的な小規規模事業者の振興の考え方 

 

１ 商工会としての小規模事業者への中長期的な支援のあり方 

 三股町商工会は、これまでも小規模事業者の金融、税務等を中心とする経営改善普及事業に取 

り組んできた。町行政からも地域唯一の総合経済団体として大きな期待を寄せられている。地域経

済発展のためには、小規模事業者の振興は不可欠であり、今後はこれまでの経営改善普及事業に加

え、事業計画の策定や需要開拓まで踏み込んだ小規模事業者の売上や利益、雇用の拡大等の経営基

盤の強化を目指した支援を行うことによって小規模事業者の振興を図っていく。 

 

２ 中長期的な小規模事業者のあるべきイメージ 

 現在も小規模事業者は持続的発展に向けて懸命な努力を続けているものの、経営環境の急激な変

化に対応できていないという厳しい現状がある。中長期的には、経営分析や事業計画の策定を定期

的に実施し、策定した事業計画に基づき、経営革新、販路開拓などに取り組む積極的な経営姿勢を

持った小規模事業者を中長期的なあるべきイメージとして目標とする。 

 

Ⅲ 経営発達支援事業目標 

 商工会では、このような地域商工業の現状と課題、小規模事業者の振興の考え方を踏まえ、地域

経済の発展を目指すため、以下のとおり経営発達支援計画の短期・中期的目標及び長期的目標を設

定する。 

 

１ 小規模事業者の経営力強化 

短期・中期的目標として、巡回及び窓口相談において、小規模事業者の支援ニーズを徹底的に掘

り起こすとともに、経営分析や事業計画の策定、販路開拓を伴走型の経営支援によって実施し、小

規模事業者の売上及び利益の増加に貢献する。 

長期的な目標として、継続した経営支援を増やすことによって、経営基盤の強固な小規模事業者

を増やし、地域内での資金循環を活性化させるとともに、消費の流出に歯止めをかけることによっ

て、地域経済を発展させる。また、併せて雇用の増加も図っていく。 

 

２ 地域のブランド化 

短期・中期的目標として、現在、町をあげて生産、普及に取り組んでいる「ゴマ」の販売強化及

び関連する加工品の開発支援に取り組む。また、物産展の参加やテストマーケティングなど開発し

た商品の需要開拓支援にも取り組み、『三股町』という地域ブランドの強化を図る。 

長期的には、「ごま」以外にも農業と連携した地域資源活用型商品の開発支援を実施し、販路開

拓を図っていくことによって地域ブランドの確立を図っていく。 

 

 ３ 関係機関との連携強化 

短期・中期的な目標として、日本政策金融公庫や町内金融機関や近隣の商工会、中小企業診断士

や税理士等の専門家との連携を強化し、小規模事業者の支援をより効果的に実施するとともに、経

営支援ノウハウを共有する。 

長期的には、宮崎県、三股町等の行政機関や関係機関と一体となり、町内全体の商工業者を様々

な面から支援し、併せて連携することによってより効果の高い事業を実施し、小規模事業者の収益
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力の強化、経営基盤の強化に貢献する。 

 

Ⅳ 経営発達支援計画へ取り組む方針 

  今回の経営発達支援計画の実施については、既存の経営改善普及事業を実施しながらも、商工会

の持つ経営資源（人的資源・物的資源・資金力・情報・信用等）をできる限り有効に活用させな

がら実施する。特に人的資源については、経営指導員や経営・情報支援員等の職員だけでなく、役

員や、関係機関の職員、専門家など、多くの人と協力して取り組む。 

  また、これまでの経営改善普及事業については、受け身な部分が多くあったが、この経営発達支

援計画については、巡回訪問などを通じて、「積極的に働きかけ、提案する支援」を実施する。 

 

Ⅴ 重点的に取り組むべき分野 

 

 前述の取り組む方針に基づき、定めた目標を達成するため以下の内容に重点的に取り組む。 

 

１ 小規模事業者の経営力強化のために取り組む内容 

（１）小規模事業者の実態を正確につかむための小規模事業者実態調査の実施 

（２）小規模事業者の経営分析ニーズの掘り起こし及びニーズに応じた経営分析の実施 

（３）小規模事業者の計画的な経営のための事業計画策定支援及び策定後のフォローアップ 

 

２ 地域のブランド化のために取り組む内容 

（１）「ゴマ」に関連する商品、加工品に関する需要調査 

（２）「ゴマ」に関連する商品に対する商品開発及び販路開拓 

（３）「みまたんごま」ブランドの確立 

 

３ 関係機関との連携強化のために取り組む内容 

（１）金融機関や専門家と連携した経営分析及び事業計画の策定支援、支援ノウハウの共有 

（２）近隣商工会の職員と連携した支援ノウハウの共有、合同研修会の開催 

 

  以上の重点的に取り組む分野を中心に、本経営発達支援計画に取り組み、小規模事業者の経営基

盤の強化、経営力向上を通じて、三股町全体の経済の活性化を目指す。 
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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２８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 

 経済動向の分析、各種調査指標等については、内部資料として蓄積しているが、有効に経営支援

に活用できていない。商工会内部資料を経営支援の現場でいかにして活用するか、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、地域固有の問題について認識が十分でない。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

地域の経済動向を調査・分析することにより、地域経済と需要動向を把握し、小規模事業者の相

談時の基礎資料として活用する。宮崎県の発表する産業統計や事業所統計、日本政策金融公庫の発

表する中小企業景況調査等各指標、みやぎん経済研究所の発表する調査月報を活用することにより

地域経済動向を調査・分析する。 

地域の小規模事業者の経営実態を把握するための実態調査を実施する。調査は業種別に実施し、

調査票の配布や回収については、商工会役員及び各種業種別部会の協力を仰いで実施する。   

調査項目は売上や利益の動向、現在の経営課題、今後の経営の見通しなどとし、調査結果は各種

統計データとともに、必要に応じて専門家の協力を受けながら各種統計結果を踏まえた分析を実施

する。 

分析結果は商工会ホームページで公表し、いつでも閲覧できるものとする。また、１年に１回、

商工会会報に掲載し、会員及び三股町等の行政機関、地域の小規模事業者へ情報提供を行う。 

 

(3)数値目標 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営支援時の

経済動向の活

用回数 

０ ２０ ４０ ４０ ４０ ６０

小規模事業者

実態調査のア

ンケート回収

数 

０ ４５ ９０ ９０ ９０ ９０

小規模事業者

実態調査の会

報掲載回数 

０ １ １ １ １ １
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(4)期待される効果 

 小規模事業者の経営相談時の基礎資料として、地域の経済動向調査・分析の結果を活用すること

は、自社の事情を気にして内部環境にばかり行きがちな経営者の視点を外部環境を踏まえたより客

観的なものへと変えることができる。また、小規模事業者実態調査におけるアンケート結果は最も

身近な経営指標として事業者の経営判断に役立てることができるとともに、経営発達支援事業を実

施する上での基礎的なデータとなる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)現状と課題 

 経営分析を実施しているのは、小規模企業等経営改善資金融資、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る。今後は必要に迫られての経営分析でなく、

通常時の経営に活かすための経営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小規模事業者の経営分析に関する知識と必要性を巡回訪問及び窓口相談時において情報提供し、

経営分析に関する需要を喚起していく。特に地域特産品を取り扱う事業者に関しては、事業計画策

定や販路開拓まで視野に入れ、重点的に働きかける。 

 

 ②経営分析を希望する事業者に対して簡易分析を実施する。分析する項目は、総資本対自己資本比

率等の安全性、売上対営業利益率等の収益性、従業員１人あたりの年間売上等の生産性等の財務デ

ータを中心とする。また、経営者へのヒアリングや地域の経済動向も踏まえた分析を実施する。 

 

③経営状況の著しく悪化している事業所や大きな経営課題を抱える事業所等については、商工会県

南経営支援センター（注１）やよろず支援拠点、宮崎県信用保証協会、日本政策金融公庫、町内の

金融機関や専門家の協力のもと、詳細な経営分析を行う。分析する項目は簡易分析において実施す

る項目に加え、業種別の業界動向や地域の経済動向に配慮した上、日経テレコンによるＰＯＳ情報

等も活用して、ＡＢＣ分析、ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、ＰＥＳＴ分析、ＳＴＰ分析、キャッシュフ

ロー分析等の各種経営分析の手法の中から対象事業所にとって最も必要な分析方法を選択又は組 

み合わせることによって、より詳細な分析を行う。 

 

④分析の結果は事業者へフィードバックすることによって、自社の経営の現状認識を深めてもらう

とともに経営課題の抽出に活用する。抽出された経営課題については、事業計画策定支援、需要動

向調査、販路開拓事業の支援対象にする等、解決向けた支援を伴走型で実施する。なお、高度、専

門的な内容については、必要に応じて専門家等の支援を受けながら実施する。また、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実施する。 
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(3)数値目標 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営分析 

（簡易） 
５ １０ １５ ２０ ３０ ３０

経営分析 

（詳細） 
２ ３ ５ ６ １０ １０

 

(4)期待される効果 

 経営分析の需要喚起し、経営分析を実施することは自社の経営状況を感覚だけでなく正確に把握

することを可能とする。経営分析による正確な経営状況の把握は将来へ向けての経営戦略立案のた

めの基礎資料となる。また、経営分析は経営課題を抽出するための重要なプロセスであり、それら

の課題を伴走型の支援により解決していくことによって、経営改善を図っていくことができる。 

経営分析を実施する事業所を増やすことで、事業計画や経営戦略策定を行う事業所も増加するこ

とが期待できることから、地域内の小規模事業者の経営力の強化が可能となる。 

 

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 

 現状においても、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、実施件数は少なく、今後いかに多くの小規模事業者に事

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 

商工会県南経営支援センター(注１) と一緒になって、地域の小規模事業者の持続的な発展のた

めに、経営革新や各種補助金申請のための必要に迫られた事業計画書の作成支援だけでなく、より

多くの事業者の経営戦略の立案、事業計画策定支援を実施する。支援対象は経営分析を実施した事

業所を中心とし、需要開拓まで視野に入れた事業計画を策定する。また、巡回訪問を通じた「積極

的に働きかけ、提案する支援」により、経営分析、需要開拓まで一体となった事業計画策定を地域

内小規模事業者へＰＲし、重要性を理解してもらうことによって、実際に事業計画に基づいた経営

を実施する事業者を増加させていく。 

 

宮崎県では、平成 21 年度から中小企業診断士・税理士・社会保険労務士などの専門家と保証協

会、商工会が連携した中小企業等経営基盤強化支援事業 (注２)の中で経営分析・事業計画の策定

等の支援をしている。中小企業等経営基盤強化支援事業(注２)や、よろず支援拠点、宮崎県信用保

証協会、日本政策金融公庫、町内の金融機関などの関係機関と商工会が連携して、個々の小規模事

業者の事業計画策定のための支援を実施するとともに、事業計画を策定する上で発生した専門的な

経営課題の解決を図る。 

商工会県南経営支援センター(注１) がこれまでの創業支援・経営革新支援で蓄積した経営分析

データ、中小企業経営基盤強化支援事業 (注２)を通じた専門家派遣事業データと日経テレコンの
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ＰＯＳデータなどを利用した新たな情報により、業種に応じた需要動向を踏まえた製品戦略や販売

促進計画、設備投資計画等を含む事業計画の策定支援を行う。 

 事業計画策定を支援する中で、特に必要と判断した場合、小規模事業者経営発達支援融資の活用

も積極的に行う。 

  なお、地域特産品を取り扱う小規模事業者に関しては特に重点的に事業計画の策定を促すととも

に、各種施策や補助事業の活用、将来に向けた経営戦略の策定、物産展や商談会への参加による販

路開拓等についても伴走型で積極的に支援していく。 

 

(3)数値目標 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定支

援 
３ ６ ９ ９ １１ １３

専門家派遣等個

別経営支援 
２ ４ ６ ６ ８ １０

小規模事業者経

営発達支援融資 
０ １ １ ２ ２ ３

 

(4)期待される効果 

事業計画書策定や事業計画策定に関して発生する経営課題の解決に積極的に取り組む事業所を

増加させることで、小規模事業者が経済社会情勢の変化や市場のニーズに対応した経営を行うこと

が可能となる。また、事業計画は小規模事業者がマネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を実施するた

めの基礎資料となり、経営力の向上に直接つなげていくことが可能となる。 

 

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 

 事業計画策定後のフォローアップは、現状においても実施しているが、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。また、今後事業計画策定件数が増加した場合にどのような体制

を作っていくかも大きな課題である。関係機関との連携や役割分担もますます重要になってくる。

 

(2)本計画において取り組む内容 

事業計画策定後は商工会県南経営支援センター (注 1) と連携し、4半期に 1度程度の定期的な

巡回で、進捗状況の確認および指導・ 助言を行う。また、必要に応じて、中小企業経営基盤強化

支援事業 (注２)等を通じた専門家派遣事業等も活用しながら、宮崎県信用保証協会、日本政策金

融公庫、町内の金融機関と連携し、事業実施段階で発生した様々な経営課題の解決を図る。 

 

(3)数値目標 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

フォローアップ

実施回数 
２０ ４０ ６０ ６０ ７６ ９２
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(4)期待される効果 

定期的なフォローアップを実施することで、事業計画策定後のトラブルや計画実施上の問題を未

然に防止することが可能となる。また、事業計画策定に取り組む前向きかつ積極的な小規模事業者

との連携を密にすることによって、次のステップの事業計画等の策定などに繋げていくこともで

き、更なる小規模企業の振興を図ることができる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  

(1)現状と課題 

  現在、町内小規模事業者は需要動向調査をほとんど実施しておらず、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が多い。これまで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。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

客観的な調査結果を活用した経営は、消費者ニーズを満たした商品を市場に投入することが可能

となることから、商工会において、町内小規模事業者の取り扱う商品の需要動向調査を行い事業所

に情報を提供する。これらの情報を活用した経営を実践することによって、マーケットインの考え

方を普及させ、小規模事業者の経営力の向上を図る。商工会の行う需要動向調査は以下の手順で実

施する。 

  

①需要動向調査を行う商品のピックアップ 

  地域の小規模事業者の中から需要動向調査を行う事業所商品及び商品の選定を行う。基本的には

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るが、当面は、本計画の目標とし

ている地域のブランド化に繋がる商品を優先することとし、「ごま」関連商品については最優先で

実施する。なお、将来的には需要動向調査は希望する小規模事業者すべてが利用できる支援メニュ

ーとできるようノウハウの蓄積を進めていく。 

 

 ②需要動向調査の実施 

  専門家や関係機関と協力を仰ぎながら、ピックアップした商品に関する需要動向調査を実施す

る。調査内容は全国的な売上やシェア等の市場動向や消費者ニーズとする。なお、食品をはじめと

するサンプルの提供が可能な商品に関しては、対象とする市場を考慮した上で、モニター調査を実

施する。調査の内容は味や分量、色どり、パッケージ等とし、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とする。なお、調査結果は整理、分析し小規模事業者にとって有用なデ

ータとなるよう取りまとめる。 

  

③調査結果の活用 

  需要動向調査の結果は、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

商品の改良や販路開拓支援に活用する。なお、情報提供に際しては、単にまとめた結果を伝えるだ

けでなく、その先の販路開拓という目的をしっかり持って、事業者の課題の抽出及び解決を伴走型
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で支援する。また、マーケティングや製造技術に関する高度専門的な課題に関しては、それぞれの

専門家の協力を仰ぎながら解決を図る。 

 

(3)数値目標 

内   容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

需要動向調査実

施商品数 
０ ３ ４ ５ ５ ５

 

(4)期待される効果 

需要動向調査を実施し、その結果をフィードバックすることは、消費者の率直な意見を小規模 

  事業者に届けることを可能とし、より消費者のニーズに合った商品開発、品揃えに活かしていくこ

とができる。また、それらの商品は小規模事業者の売上や利益の増加に貢献するだけでなく、地域

のブランド化にもつなげていくことが可能となる。 

 

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 

  宮崎県商工会連合会が宮崎市の中心で運営する地域特産品アンテナショップ「ひむかよかもん市

場」への出展や宮崎県商工会議所連合会が開催する「宮崎うまいものアピール商談会」、 宮崎県中

小企業団体中央会が開催する 「みやざきの食品産業マッチング会」、宮崎銀行などの商談会等への

小規模事業者の参加を会報等への掲載を通じて促進しているが、参加者が少なく効果的なＰＲや販

路開拓ができていないのが現状である。 

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

支援が情報提供だけに留まっているという状況もある。 

短期的には小規模事業者の売上及び利益の増加、中・長期的に三股町としての地域ブランドを確

立するという目標を達成するために、地域内における新たな需要の開拓と地域外への販路開拓支援

をどのように、効果的かつ実効性のあるものにしていくかが課題となっている。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

 需要の開拓に関しては、小規模事業者の取引先や顧客の増加等を売上及び利益を増加させるため

の直接的な支援を伴走型にて実施する。上記課題を解決するために、商品力の強化やアンテナショ

ップへの出品促進、物産展、商談会への参加支援等を実施する。支援対象は、経営分析、事業計画

策定支援を実施した地域のブランド化につながる事業者を中心に実施するが、将来的には希望する

地域内の小規模事業者全体を対象とする。具体的には以下の事業を実施する。 

 

 ①専門家による商品のブラッシュアップ 

 商談会や物産展に参加して実際の売上や利益の増加を図るためには、商品力の強化が不可欠とな

る。そのために、前記需要動向調査にて得られた情報も活用しながら、マーケティングの専門家や

バイヤー等による評価を行い、具体的な改善点や狙うべきターゲットの設定などについてのアドバ
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イスを行う。 

 

 ②アンテナショップ「よかもんや」への出品促進及び売上状況分析 

 三股町駅前にある「よかもんや」は地域の特産品を集めたアンテナショップである。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とともに、ピックア

ップした商品については、売上の推移を記録・分析して、売上高の停滞や伸び悩みが発生した場合

には上記①に戻って再度、商品の評価を行い改善点のアドバイスを行う。 

 

 

 ③商談会・物産展への参加を通じた需要開拓 

 （１）に記載したものだけでなく、できるだけ多くの商談会や物産展への参加促進を図る。商談

会においては、当日の商談数を目標にするのではなく、取引の成約を目指して、具体的な提案がで

きるようにしっかりとした準備をして参加する。そのためには、専門家の指導も仰ぎながら、プレ

ゼンテーションの方法やＰＲ資料の作成等を伴走型で支援する。 

物産展においては、当日の売上目標を設定し、その達成に向けて工夫を凝らすと共に、後日の販

売につなげるため、チラシ等を活用したＰＲにも力を入れる。なお、商談会や物産展の参加に際し

ては、可能な限り経営指導員が同行し、取引内容や顧客の反応等を参加事業者とともに確認し、そ

の後の取引を円滑に進めることのできるように伴走型で支援する。なお、経営指導員の対応できな

い場合に関しては、宮崎県商工会連合会や近隣商工会の経営指導員や関係団体の職員、専門家と連

携をとりながら支援を行う。 

 

④インターネットを活用した情報収集・発信力強化支援 

需要開拓に関する情報収集・発信に関してインターネットを活用することは、非常に効果的であ

ることから、現在、商工会の提供している下記サービスの利用促進をはかり、小規模事業者の情報

収集・発信力の強化を図る。 

 

a「お知らせメールサービス」（注３）の登録推進 

様々な物産展や商談会への参加はタイミングが非常に重要であることから、情報収集を迅速かつ

効率よくに実施することが必要となる。宮崎県商工会連合会の実施する「お知らせメールサービス」

は、パソコンだけでなく、様々な情報端末で受信できるとともに、物産展等の募集開始後すぐに配

信されるため、小規模事業者にとって有効な情報源となることから、このサービスへの登録推進を

図る。 

 

b ＳＨＩＦＴシステムの活用推進 

インターネットが普及するにつれ、ホームページやＳＮＳを活用した情報発信は小規模事業者に

とっても不可欠となってきている。全国商工会連合会の作成したＳＨＩＦＴシステムは操作性に優

れ、専門知識のない小規模事業者でもホームページを持つことができる。ＳＨＩＦＴシステムの登

録推進を図り、自社の商品・サービスのＰＲに活用することによって小規模事業者の積極的な情報

発信を支援する。 
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(3)数値目標 

内   容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

専門家による商品のブラッシ

ュアップ商品数 
０ ２ ４ ４ ５ ５

アンテナショップでの売上分

析数 
０ ２ ３ ３ ３ ３

商談会参加による成約件数 未確認 ２ ２ ２ ３ ３

物産展における目標売上達成

割合（％） 
未確認 ８０ １００ １００ １００ １００

お知らせメール登録数 ５ ２０ ２５ ３０ ３５ ４０

ＳＨＩＦＴシステム登録件数 ３０ ４０ ４５ ５０ ５５ ６０

 

(4)期待される効果 

 需要開拓のための様々な支援策によって、小規模事業者の売上及び利益の増加が期待できる。 

 専門家による商品のブラッシュアップやアンテナショップでの売上分析は、組み合わせて実施す

ることによってＰＤＣＡサイクルを実現し、市場ニーズに適合した商品の開発を可能にする。 

  また、物産展や商談会等の情報をタイムリーに届けることは、物産展や商談会に参加するという、

小規模事業者の積極的な販路開拓を可能にする。また、ＳＨＩＦＴシステムを活用した情報発信は、

地域外への情報発信力を強化する。今回の取り組みによって地域内への需要開拓支援、地域外への

販路開拓支援を強化することにより、小規模事業者の経営力の強化と地域のブランド化を進めてい

くことができる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 １ 地域ブランドの確立 

三股町には温暖な気候と豊かな自然の作りだす様々な農産物があり、これらの加工食品の開発を

推進することによって、地域産業の育成と地域経済全体の底上げが期待されている。これらの活動

には商工業者だけでなく、生産者や農協、行政等の多くの関係者が一体となって取り組んでいく必

要がある。これまでにも、農産加工品等の商品開発する際には、様々な関係者の参加したプロジェ

クトを立ち上げており、今後もテーマごとに商工会が中心となって各種商品開発のプロジェクトを

立ち上げていく。近年は「ゴマ」に関するプロジェクトを立ち上げ「ゴマ」の普及に加えて、様々

な加工食品の開発、販路拡大に取り組んでいる。「ゴマ」に関しては、まだまだ多くの伸びる要素

があることを関係者間で共有しており、今後とも地域一体となってブランドの確立に取り組んでい

く。 

 

（１）「みまたんごま」ブランドの確立 

  平成２４年度に全国商工会連合会の「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査研究

事業」の採択を受け「『ん』のつく町 三股町 開けゴマ大作戦」と題し、黒ゴマ・白ゴマ・金ゴ

マの実、黒ゴマの葉と茎を合わせた粉末、ゴマがらの粉末、ゴマの搾りかす等の成分分析を行い、

 平成２５年度は県の「地域新産業・雇用創出推進事業」の採択を受け、２４年に引き続き三股産ゴ
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マを活用し、三股ブランドとしてのゴマの商品を全国に発信することで三股町の活性化に繋げるこ

とを目的に加工品や料理等の開発に取り組んだ。また、『みまたんごま』のロゴマークも作成し商

標登録を行い『みまたんごま』を使用した料理・加

工品も開発し、東京での展示商談会（グルメ＆ダイ

ニングショー）に出展する等貴重な国産ゴマを使用

した商品及び生産地として大きな反響があった。 

  平成２６年度には全国商工会連合会の「地域内資

金循環等新事業開発検討事業」の採択を受け、地域

資源の『みまたんごま』を活かして、商工業者と農

家が連携して六次化事業推進を図り、地域及び経済

の活性化と産地化を図るため研修会・勉強会の開催及び実地研修を行った。 

 本年度は町の「経営基盤安定事業」を受け、町で特産品化を目指す『みまたんごま』の販路拡大

に取り組み地場産業の振興と地域経済の活性化を図っている。 

 今後も、町産業振興課、生産者、商工業者をはじめとする関係者で意識を共有し、『みまたんご

ま』ブランドの確立を目指す。 

【事業内容】 

・町産業振興課、生産者、商工業者をメンバーとした「みまたんごまプロジェクト実行委員会」を

開催し、『みまたんごま』ブランドの確立を目指す。 

    （みまたんごまプロジェクト実行委員会名簿） 

役 職 氏 名 事業者名等 備   考 

委 員 長 山下盛親 三股焼 紫麓窯 三股町商工会地場産品部会 

副委員長 鳥丸政彦 ㈱ウェルネス  〃 

委  員 佐澤 勲 佐澤商会 霧島会（生産者） 

〃 下石正秋 ㈱しも農園  〃 

〃 宇津克彦 十字屋 菓子製造小売 

〃 佐土平澄則 ㈲お菓子のさどびら  〃 

〃 友野利栄子 よかもんや 三股町物産館 店長 

〃 山元幸代 ＡＲＣＵＳ ティーコンシェルジュ 

〃 丸山浩一郎 三股町産業振興課 課長 

〃 新原正人    〃 商工観光係長 

〃 下石裕子    〃 商工観光係 

・『みまたんごま』ブランドの認定を行う。 

・ふるさとまつり、朝市や県連主催の物産展、県外の物産展等に出展し『みまたんごま』ブランド

商品の販路拡大支援を行う。 

【目標】 

項  目 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

実行委員会開催回数 ５ ６ ６ ７ ７ ８

ブランド認定数 ６ ８ １０ １２ １４ １６

展示会出展者数 ３ ４ ５ ６ ７ ８
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２ 地域の賑わいづくり 

三股町の賑わいを作るためのイベントに関しても、商工会単独での活動では限界があり、地域の

様々な関係者が意思統一するための実行委員会を組織し、その実行委員会が中心となって地域経済

発展に資するイベントを実施していく。なお、関係機関がそれぞれの特長を活かし協力して賑わい

づくりを行っていく。 

 

 （１） 三股町ふるさとまつり 

  町行政や地域の様々な機関と連携を取りながら、今後の地域活性化三股町の産業・文化・教育を

振興し、町民全員が楽しめるイベントを開催するとともに、自立と協働で創る元気なまちづくりを

実践する。商工会は出店部門を担当し販売促進を支援する。 

 

【目標】 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

出店者数 ３２ ４０ ４２ ４４ ４６ ４８

売上（万円） ６７６ ７３０ ７８０ ８３０ ８８０ ９３０

 

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 

県内の商工会職員で構成する宮崎県商工会職員協議会や都城市の商工会と三股町商工会の職員

で構成する宮崎県職員協議会都北支部での研修会や情報交換会を通じて、様々な経営支援ノウハウ

を共有する。 

また、日本政策金融公庫との創業セミナーや職員研修会などを通じた連携、町内の金融機関との

協議会の開催による地元経済動向などの情報交換、南九州税理士会都城支部との税務協議会(注４)

を通じた税理士との連携による税務支援に係る情報交換、管内職員研修会等を通じた中小企業診断

士等専門家との連携による支援ノウハウ・業界動向等の情報交換を行う。  

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

宮崎県商工会連合会主催の研修会に参加することはもちろんのこと、年 3回開催される宮崎県地

域力連携推進本部(注５)主催の研修会の情報を取得することで創業支援や経営革新、六次産業化な

ど支援のための施策の活用法などを習得する。また宮崎県商工会連合会が一元的に管理している中

小企業大学校研修、よろず支援拠点の事例研修や金融機関の経営セミナーにも積極的に参加して、

小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得を図る。合わせて宮崎県経営基盤強化支援

事業 (注２)等の専門家派遣事業を通じて、各方面の専門家に経営指導員が同行することによる

OJT で専門的な知識習得を図る。 

また、定期的に商工会内部においても勉強会を開催し、全職員が一緒になって勉強することで、

三股町商工会全体の小規模事業者経営支援能力を上げる。 

小規模事業者の経営支援に係る経営分析・事業計画等の情報の結果は、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。 
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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については、次表の委員を予定している。 

委員候補 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 
税理士・公認会計士 
中小企業診断士  等 

地方公共団体の職員 宮崎県 商工観光関係部署 担当者 

関係団体の職員 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 

役職員 

専務理事  

職員等 中小企業診断士等の有資格者 

 

①評価にあたっては、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、本会に対してアドバイス・助言等を行う。 

③本会は、外部評価委員会からの助言、アドバイスの結果を受けて、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 理事会で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会にも報告する。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については三股町商工会のホームページにて計画期間中公

表するとともに、本会事務所にも常設して閲覧可能な状況とする。 

 

【事業の評価、見直しに関するスキーム図】 
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【注釈】 

１ 宮崎県内の商工会は平成 16 年 4 月から広域連携体制を実施、県内 3か所に経営支援センターを

配して、創業相談や地域中小企業の経営革新やものづくりなど、様々な経営相談に対する支援・助

言を行っている。県南地区は山田町商工会内にある。 

２ 平成 21 年 4 月から開始された事業で、中小企業者等に対して中小企業診断士等の専門家や保証

 協会、商工会等の経営指導員がチームで経営支援する経営支援チーム助言事業と、税理士や社会保

険労務士などが中小企業の専門的な課題への経営支援を行う専門家派遣事業 (経営指導員同行必

須)とがある。 

３ 宮崎県商工会連合会が発行するメールマガジン【セミナー・講習会】【物産展・商談会】【補助金・

助成金】の３つのジャンルがあり、選択により希望するメールの配信を受けることができる。３

つのジャンルで月間１５通程度の配信を行っており、タイムリーな情報を提供している。  

４ 南九州税理士会都城支部の税理士と商工会等が小規模の所得税青色申告者の適切な確定申告等

税務支援を行うための協議会。 

５ 注釈 2 の中小企業経営基盤強化支援事業を実施運営するための組織で、県内 8 商工会議所、39

商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会で組織され、年 5 回の推進会議と年 3回の研修会を

開催している。また金融機関との意見交換会も実施している。 
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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 

（２７年１２月現在）

（１）組織体制 

   ①役員 

会長１ 副会長２ 理事１６ 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 

   ②事務局 

    経営指導員１ 経営指導員研修生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 

   三股町商工会 

宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 4421 番地 22 

TEL：(0986)52-2226 FAX：(0986)52-2249 

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

 

 

 

 

 

 

（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） 

 
２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 2,500 3,500 3,500 4,500 4,500

 

調査事業 

研修事業 

地域振興事業 

2,000 

200 

300 

3,000

200

300

3,000

200

300

4,000 

200 

300 

4,000

200

300

（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、町補助金 

 

 

（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 

 関係機関と連携して情報収集に努めるとともに、調査結果の分析、調査結果の共有を図る。 

２．経営状況の分析 

 商工会及び商工会県南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含む。 

３．事業計画の策定 

 商工会及び商工会県南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含む。 

４．事業計画策定後の実施支援 

 商工会及び商工会県南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含む 

５．需要動向調査 

 需要動向調査の実施、分析、調査結果の共有について連携して取り組む 

６．新たな販路開拓 

 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 

三股町 代表：町長 木佐貫辰生  

住所：北諸県郡三股町五本松 1番地１ 電話番号：0986-52-1111 

    役割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供 

宮崎県中小企業団体中央会 

    代表：会長 矢野久也  

住所：宮崎市松橋２丁目４番３１号 電話番号：0985-24-4278 

        役割：商談会等の情報提供 
宮崎県信用保証協会 
    代表：会長 梅原誠史  

住所：宮崎市宮田町２番２３号 電話番号：0985-24-8251 

役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・専 

門的な経営課題解決 
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宮崎県よろず支援拠点 
代表：コーディネーター 長友太 
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：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・専 

門的な経営課題解決 

日本政策金融公庫宮崎支店 
     代表：支店長 山田広  

住所：宮崎県宮崎市橘通東３丁目６番３０号 電話番号：0985-23-3274 
役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・専 

門的な経営課題解決、融資等の金融サポート、商談会等の情報提供 

宮崎銀行三股支店 
代表：頭取 平野亘也 

     住所：宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 4573-72   電話番号：0986-52-2122 
役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・専 

門的な経営課題解決、融資等の金融サポート、商談会等の情報提供 

宮崎太陽銀行三股支店 
代表：頭取  川崎新一  
住所：宮崎県北諸県郡三股町稗田 55-8     電話番号：0985-52-8000 
役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・専 

門的な経営課題解決、融資等の金融サポート 

都城信用金庫三股支店 
代表：理事長 櫻田博文 住所：宮崎県北諸県郡三股町大字五本松 2-7 

     電話番号：0986-52-1188 
役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・専 

門的な経営課題解決、融資等の金融サポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２１ 
 

小規模事業者

経営の発達 

連携体制図等 

 

 

支

援 

三股町商工会 

経営発達支援事業 

宮崎県、三股町 

日本政策金融公庫 

よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

宮崎県信用保証協会 

町内の金融機関 

宮崎県、三股町 

宮崎県、三股町 

宮崎県中小企業団体中央会 

日本政策金融公庫 

町内の金融機関 

よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

宮崎県信用保証協会 

町内の金融機関 

よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

宮崎県信用保証協会 

町内の金融機関 

 
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．新たな販路開拓 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

 

宮崎県商工会連合会 連携 


