
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

高岡町商工会（法人番号 5350005000955） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日（３年間） 

目標 

（１）地域内の経済動向調査、企業景況等の基礎データの収集、調査分析手法を 

確立する。 

（２）経営分析、事業計画策定支援を通じた事業所の経営情報収集、自社経営に 

意欲的に取り組む事業者を発掘する。 

（３）小売・飲食業等の商業分野における地域内需要動向の調査分析を実施し、 

個別支援により個店の魅力向上と経営の持続的発達を目指す。 

 （４）地域資源や特性を生かし、高岡町ならではの特産品となりえる地域 
     ブランド商品の確立と販路開拓支援を行う。 

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】  

  定期的な景気動向調査を行い、公表されている全国的データと比較することで

地域の経済動向をとらえる基礎情報とし、小規模事業者に対する的確な指導に活

用する。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】  

巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者自らが経営分析を行うことで経営実態

を把握し、事業計画策定につなげるよう支援を行う。 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  

小規模事業者の販促・販路開拓を行ううえで必要な事業計画策定の必要性を理

解し、地域の経済動向調査、経営分析結果、需要動向を踏まえた事業計画策定の

支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後は定期的に進捗状況を把握し、国、県等の行う支援策等につい

て積極的に周知し活用を促す。また、必要に応じて専門家派遣事業等を活用した

フォローアップを実施する。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

地域ブランド化の推奨を図るという観点から、宮崎県の地域資源を活用したも

のと高岡町ならではの「ビタミン」をイメージした特産品開発に焦点を絞った需

要動向調査を実施する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

①自社商品のブラッシュアップ支援として、専門家等による個別診断を行い、具

体的な改善点の提案を行う。 
②販路開拓支援として、商談会や物産展への参加を促し、準備段階からの事前指

導とＰＲ活動を支援する。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

宮崎市、JA 宮崎中央高岡支店等との連携、また地域自治区協議会との情報交換

を交え、地域資源を活用した特産品開発の方向性を共有し、高岡町ならではの地

域ブランド商品の取り扱いを行う事業者の商品開発支援と販路開拓支援を行う。 
 

連絡先 

〒880-2222  宮崎県宮崎市高岡町五町２６８－２ 

高岡町商工会 

℡ ０９８５－８２－０１５４ fax ０９８５－８２－００２４ 
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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 当地域の状況と課題 
１．高岡町の現状 

（１）概要 
旧高岡町は古くは郡役所が置かれ、出先機関 

が集まる東諸県郡の政治の中心といわれた人口 

１万２千人の町であった。 
平成１８年１月、平成の大合併により近隣の 

田野町、佐土原町とともに、隣接する宮崎市に 
吸収されるかたちで合併し、人口３７万人の宮 
崎市がスタート。その後、平成２２年３月に清 

武町と合併し、人口４０万人都市として、スケ 

ールメリットや国・県の財政支援を受けなが 

ら、新たな宮崎市として再スタートした。 
    地理的には、県庁所在地である宮崎市西部に位置し、町域は東西に約１５ｋｍ、南北に約 

１３ｋｍにわたる。九州でも２番目に広い流域を持つ大淀川が町の中央を東西に流れており、

平地部は主に大淀川沿いにあり、それを挟むように全体的に低めの山地が広がっている。ま

た、本県の主要都市である宮崎市と都城市を結ぶ国道１０号線、えびの市・小林市と宮崎市を

結ぶ国道２６８号線が合流する沿線にあり、宮崎市の西の玄関口として位置づけられる。 
宮崎市の中心市街地から国道１０号線で約１４ｋｍの距離であり、東九州自動車道宮崎西

インターチェンジに近く、周辺との地理的利便性は非常に高い。 
そのような中、平成１８年度に国道１０号線のバイパスが完成。主要交通がバイパス経由

となり、地域の中心部を通過していた旧１０号線の通行量は急激に減少。さらに市中心部から

近いことがより一層、通過型の地域へと拍車をかけていることが大きな課題となっている。 
 

（２）高岡町の人口等の状況 
     地域の人口動態は昭和４５年～平成１２年にかけてはほぼ横ばいであったが、転出の増加や   

自然動態の減少による減少傾向が続き、現在は平成１２年と比較すると約１２％の減少となっ

ている。 
また、高齢化率も平成１２年から１０％以上上昇していることから、地域経済の停滞や縮小   

がより一層懸念されている。 
 

○高岡町域の人口及び高齢者数                    （単位：人、％） 
年 昭和４５年  昭和５５年  平成 ２年  平成１２年  平成２２年  平成２７年  

人口（人） 12,828 12,630 12,818 12,848 11,814 11,275 
人口増減  △198 188 30 △1,034 △436 
高齢者数 

（高齢者率） 
1,365 
10.6％ 

1,678 
13.3％ 

2,252 
17.6％ 

3,150 
24.5% 

3,559 
30.1% 

3,909 
34.7% 

                    （資料：国政調査及び宮崎市ＨＰ統計情報） 
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(３) 高岡町の産業 
高岡町の基幹産業は農業分野であり、日向夏や高岡文旦等の柑橘類、きゅうり、お茶、肉用

牛などが多く生産されている。専業農家数、基幹的農業従事者数、経営耕地面積のいずれにおい

ても、宮崎市全体の約２０％程度を占めており、今後も新宮崎市における農業振興の面で重要な

役割を担う地域である。 

加えて、歴史的にみると、島津藩城下町の名残りを残す、天ヶ城、去川の関跡、武家屋敷が

点在するとともに、「ビタミンの先駆者」「ビタミンの父」と呼ばれる偉人 高木兼寛（注）の生

誕地であることから、歴史と文化の交流拠点として、歴史的な町並みや景観の保全と、自然環境

との調和を基調にした土地利用が進められている。 

また、高岡町はビタミンが豊富な物をつくり、育て、それを食べ・利用する人々が元気にな

るとの思いから、「人がいきいき、まちがいきいき、元気とやさしさをはぐくむビタミン地域」

が町のサブテーマとされており、ビタミンをテーマとした商品開発や地域振興に大きな期待が寄

せられている。 

 

（注）高木 兼寛 

明治時代に活躍した海軍軍医総監、医学博士、男爵であり、東京慈恵会医科大学の創設者で

もある。 

また、脚気の撲滅に尽力し、「ビタミンの父」とも呼ばれる。当時、日本の食文化では馴染 

みの薄かったカレーと麦飯を合わせ、脚気の予防として海軍の食事に取り入れた（海軍カレ

ー）。「病気を診ずして病人を診よ」という言葉が有名である。 

 

（４）当地域の商工業振興の方針 
宮崎市が平成２５年３月に策定した「第４次宮崎市総合計画」（改訂版：平成２５年度～平成

２９年度）では、総合計画戦略プロジェクトの中で、「“げんき”なまちづくり」戦略プロジェ

クトとして、①みやざき産の魅力で「ブランド」づくり、②特色ある観光づくり、「滞在力」

づくり、③雇用創出で「経済力」づくりが掲げられており、豊富な農林水産資源を生かした高

付加価値化によりみやざき産のブランドづくりを高め、自然、歴史、文化、スポーツなどの多

様な資源と連携した魅力ある観光振興により、交流人口を拡大していくとともに、地域経済を

活性化するために、若い世代が定着する雇用の創出や所得向上を図り、地域資源を生かした産

業を振興するとしている。 

一方、基本目標の「活気があふれ、いきいきと働けるまち」のなかで、商工業に関しては、

「活力ある商工業が育つまち」が重点目標に掲げられている。 

また、「活力ある商工業が育つまち」として、①商業地に活気があり、にぎわっている、②

技術力をもった工業が盛んで、様々な製品が製造されている、③流通・物流の機能が充実して

いる、の３項目を個別目標にしており、加えて、主要な施策として①経営基盤の強化、②商店

街の活性化、③人材及び組織の育成、④地域資源を生かした新たな価値の創出、⑤業種を越え

た連携の強化、⑥産業情報の発信、⑦起業、創業への支援、⑧流通ネットワークの充実、の８

項目が掲げられている。 

  

 ２ 高岡町の商工業の現状と課題 

（１）商工業の現状 
高岡町地域の商工業者数は平成１０年と比較すると全体で約１７％減少している。 
特に、小売業・飲食・サービス業に関しては、人口減少と高齢化による消費衰退、大型店や   

中心市街地への消費流出、後継者難などによる影響が大きく、小規模店を中心に約２０％減少

しており、厳しい経営環境が続いている。 
また、建設業は公共事業の減少や新市合併による町外事業者の進出などの影響、製造業にお 
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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、特に小規模事業者が生き残っていくためには、地

域経済の動向を把握したうえで、需要動向を捉えた事業計画策定に取り組む、経営指導員等に

よる伴走型の支援を強化することが不可欠となっている。 
 
○町内商工業者数の推移                      （単位：件） 

業   種 平成１０年 平成１５年 平成２０年 平成２５年 平成２７年 
建 設 業 １２４ １２６ １１０ １０４ １０４ 
製 造 業 ５６ ５８ ４１ ４０ ４２ 
卸 売 業 １３ １０ ７ １０ ９ 
小 売 業 

１４３ １２８ 
８５ ６７ ５５ 

飲 食 業 ２７ ２６ ２７ 
サ－ビス業 ７４ ７２ ７８ ８８ ９２ 
そ の 他 ２２ ２３ ２１ ２９ ２７ 
合  計 ４３２ ４１７ ３６９ ３６４ ３５６ 

    （資料：宮崎県商工会連合会 商工会実態調査報告書） 
 

   ○町内小規模事業者の状況（平成29年4月1日現在）          （単位：件） 

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 その他 合計 

１０１ ３３ ９ ４７ ２３ ７２ ２０ ３０５ 

（出典：商工会基幹システム） 

 

（２）商工業の課題 
   ① 商工業者の経営力強化 

     地域内の商工業者の多くが、自社の強みを見いだせず脆弱な経営基盤の中で事業を行って

おり、さらに経営者の高年齢化、後継者不在など様々な経営課題に直面している。 

これからは、経営分析や事業計画の策定を通じて経営課題の解決に対処していくことが、

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。 

 

   ② 小売・飲食・サービス業の個店の魅力向上 

宮崎市への消費の流出は大きく、特に町内の小売・飲食・サービス業者の減少率は他業種

より厳しい経営環境下にあるが、魅力的な個店の増加による地域小売商業の活性化は、地域

住民の住環境を向上させ、地域内の資金循環を生み出す大きな役割を果たすことになる。 

このため、ハード、ソフト両面から、魅力的な店づくりのための取組と支援を強化するこ

とにより、経営力向上を図ることが必要である。 

 

    ③ 地域特産品の開発支援と販路開拓支援 

地域資源や特性を生かした高岡町ならではの地域ブランド商品の確立が望まれていること

から、宮崎市や地域内関係機関と連携を図り、農商工連携の取組として農業と商工業が一体

となり地域ブランド開発を進める必要がある。 
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Ⅱ 中長期的な小規規模事業者の振興のあり方 
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 

高岡町商工会は、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。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る。 
今後はこれまでの経営改善普及事業に加え域内小規模事業者を対象に経営分析、事業計画の

策定、需要開拓など、売上の向上や利益の確保、雇用の拡大等を目指した支援を行うことによ

って経営基盤の強化を図っていく。 
  特に、地域住民の住環境の維持等に大きな役割を果たす小売・飲食・サービス業においては、 

宮崎市中心部への消費流出が大きく、経営を維持すること自体が厳しい状況にある。 

そのため、ハード、ソフト両面から、魅力的な店づくりのための取組と支援を強化し、経営力 

向上を図ることとする。 

 また、町内は畜産や野菜栽培等を中心に県内でも農業が盛んな町であることから、そのよう 

な地域資源や特性を生かした高岡町ならではの地域ブランド商品を確立したい。 

そのため、市の総合支所や JA等の関係機関と連携を図り、地域ブランド開発を進めることと 

する。 

 

２ 経営発達支援事業計画の目標 

中長期的には、経営発達支援事業の取り組みにより、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あるべき姿の目標イメージとするが、とりわけ、本計画の実施期間にお

いては、以下のとおりに目標を設定する。 

 

（１）地域内の経済動向調査、企業景況等の基礎データの収集、調査分析手法を確立する。 

（２）経営分析、事業計画策定支援を通じた事業所の経営情報収集、自社経営に意欲的に取り

組む事業者を発掘する。 

（３）小売・飲食業等の商業分野における地域内需要動向の調査分析を実施し、個別支援によ

り個店の魅力向上と経営の持続的発達を目指す。 

（４）地域資源や特性を生かし、高岡町ならではの「ビタミン」をイメージした特産品となる

地域ブランド商品の確立と販路開拓支援を行う。 
 

 ３ 目標達成に向けた取組方針 

   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、地域

内外の関係支援機関、外部専門家との連携・情報交換を交えて、より効果的、多面的な支援体制

の構築を図る。  
  なお、当初の3年間は基礎的な経営支援期間と位置づけ、地域内の経済動向の調査、事業所の情 

  報収集、経営分析、事業計画策定等を通じ、中長期的に支援する事業者を発掘するとともに、 

地域ブランド商品の開発と販路開拓の方向性等を確立する。 

 4年目以降は、発達計画の発展期間と位置づけ、当初計画や事業実施の結果を踏まえ、新たな 

課題を抽出するとともに、その対策、計画を策定することで小規模事業者の経営基盤を確立し、 

ひいては地域経済の発展につなげることとする。 
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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 
これまでの地域の経済動向に関する情報は、支援業務で必要なときに都度取得して事業者

に提供する程度であり、日々の支援業務として活用するための情報の整理や蓄積がなされて

いないのが現状である。 
今後は行政等より公表される経済動向に関するデータと地域の事業所データを定期的に取

得し、小規模事業者の経営支援に活用できるよう整理、分析を行う必要がある。 
 

（２）本計画において取り組む内容 

①地域経済動向に関する調査の実施【拡充・新規】 

 管内小規模事業者の業種別の経済動向をデータとして収集し、公表されている中小企業

景況調査(全国商工会連合会が四半期毎に実施)のデータと比較分析することで管内の経

済動向をとらえる基礎資料とし、小規模事業者に対する的確な指導（経営支援や事業計

画策定など）に活用する。 

 

（ア）調査対象 

対象事業所は管内小規模事業者の約１０％となる３０社を業種別に抽出する。 

建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業他 合計 

１０ ４ ８ ４ ４ ３０ 

 

（イ）実施時期 

調査は年２回（１月と７月）に実施する。 

 

 （ウ）実施方法及び調査項目 

       訪問によるヒアリング調査により情報を収集する。 

調査項目は、本県全体あるいは全国的なデータとの比較分析をするため、中小企業景

況調査(全国商工会連合会)と同じ項目(売上高、資金繰り、採算、業況、設備投資の

各ＤＩ)とする。収集した情報は外部専門家等と連携して全国的なデータとの比較、

整理、分析を加え、地域の経済動向が分かりやすく把握できる資料として取りまとめ

る。 

 

 （エ）活用方法 

       年２回の調査結果は、その都度以下の通り活用する。 

・小規模事業者へ定期巡回訪問時に資料提供と情報提供を行う。 

・小規模事業者の経営状況分析や事業計画策定につなげるための参考資料とする。 

・商工会ホームページに掲載し、いつでも閲覧できるようにするほか、平成３０年度

に宮崎市高岡総合支所が構築する地域ポータルサイトに定期掲載を行う。 
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 (３) 数値目標                          (単位:回、件) 

実施内容 現状 平成30年度  平成31年度  平成32年度  

地域経済動向調査の実施回数 ０ ２ ２ ２ 

地域経済動向調査数 ０ ３０ ３０ ３０ 

商工会ホームページでの公開回数 ０ ２ ２ ２ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 
 現在は金融相談や月次決算、確定申告時にて財務分析は実施しているが、その後の事業計画

策定につながるような一連の支援計画に基づくものは少ない。 

今後は小規模事業者自らが経営実態を把握し、事業計画策定につなげるよう支援を強化する

必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

 ①経営分析に対する小規模事業者の意識啓発 

小規模事業者の持続的な発展を確保するには財務分析のみならず、経営環境から受ける影 

響は何か、他企業との競合関係はどうなのか、自社が保有する強味や弱みなどの分析が必 

要であることから、経営指導員等が巡回や窓口相談の都度説明し、小規模事業者の意識啓 

発を促して経営分析に取組む事業者の掘起しを行う。 

 

②経営分析の実施【新規】 

個々の事業者の状況とニーズに応じて外部専門家と連携しながら次のような方法で経営分 

析を行う。 

 （ア）経営分析実施事業者の選考 

   ネット de 記帳利用者、決算支援者、金融支援等の支援ニーズが高い小規模事業者を中心

に経営分析実施事業者の掘り起こしを行う。 
 

（イ）経営分析の手法 

 ・経営指導員が巡回して財務データの入手や経営者からヒアリング等を行い、全国商工 

会連合会が提供する経営分析システム等を活用して財務分析と環境分析を行う。 

      ・複数の事業を兼業する事業者や特殊な業態の事業者など複雑な分析が必要な場合は、 

外部専門家と経営指導員が連携して実施する。 

 

    (ウ) 経営分析を行う項目 

・財務分析(収益性、安全性、損益分岐点など) 

 ・経営環境分析 

ＳＷＯＴ分析(強味、弱み、脅威、機会について分析)、PEST分析(政治、経済、社会、 

技術というマクロ環境の影響について分析)、5フォース分析(競争企業間の敵対関係、 

新規参入者の脅威、代替品・代替サービスの脅威、買い手の交渉力、供給企業の交渉 

力などを分析)、3C分析(顧客、競合、自社)などから対象事業者の状況やニーズに応じ 

た分析ツールを選択して実施する。 
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（エ）活用方法 

   分析結果は簡易な報告書にとりまとめて、経営分析を実施した事業者へフィードバッ

クを行う。これまで頭の中だけで理解していた自社の強みや問題点を視覚的に把握し、

自社の現状認識を深めるともに、今後の事業計画策定や新市場開拓の立案に活用する。 
 

（３）数値目標 
経営分析の実施件数                  （単位：件） 

支援内容 現状 平成30年度 平成31年度 平成32年度 
経営分析の実施数 ０ ２４ ２４ ２４ 

※ 経営指導員１名につき月２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 

これまでの事業計画策定は創業相談や補助金等申請書作成支援時に３年から５年間の事 
業計画や資金計画を必要に応じて作成している。また、経営状況が著しく悪化した事業所 
については広域担当経営指導員や外部専門家派遣事業と連携して金融対策や事業再生を目 
的とした事業計画作成を実施している。ピンポイントの策定支援で高い効果を得ているが 
対象企業は限定的である。 
これからは、事業計画策定の重要性を広く普及・啓蒙することに注力し、経営状況の分 

析を行った事業者を中心に、自主的に事業計画策定に取り組む小規模事業者を掘り起こす 
必要がある。 

 
（２）本計画において取り組む内容 

① 事業計画作成セミナー及び個別相談会の開催 
事業計画作成セミナーや個別相談会を開催し、経営が脆弱な小規模事業者に経営状況 

の分析と事業計画作成の重要性や必要性について啓蒙するとともに、経営状況分析に取 
り組んだ事業者を中心に事業計画策定支援を取り組む。 

 
② 事業承継計画策定支援 

蓄積している商工業者データより、事業承継の課題が生じる可能性のある事業者をピ 

ックアップし、巡回訪問等により事業承継対策の必要性、有効性への理解、承継対策着 

手をサポートする。計画策定においては、中小機構や外部専門家等と連携した計画策定 

、定期的なフォロー支援を行う。【拡充】 

 
    ③ 経営改善支援事業における事業計画策定支援の実施 

小規模事業者経営改善資金等の金融相談、持続化補助金等の申請、記帳指導等の経営改 
     善支援事業を通じて、事業計画策定支援を行う。策定に当たっては、必要に応じて支援機 

関や外部専門家と連携した伴走型による支援を行う。 
 

    （３）数値目標 
                             

支援内容 現状 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

セミナー受講者数  
０ １０ １０ １０ 

事業計画策定事業者数  
１１ １２ １２ １２ 
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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 
これまで、特に事業計画策定直後は巡回訪問やヒアリングにより進捗状況を把握している 

が、資金繰りの目途が立つ等の直近の課題が解決すると、次の案件に集中するなどにより、中 
長期の継続したフォロー支援は行えていない。 
今後、継続したフォローアップが必要な小規模事業者については、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクル 

による計画の実践を継続することが出来るよう、定期的な伴走支援を行う必要がある。 
 

（２）本計画において取り組む内容 
①定期巡回訪問、実績報告徴収による定期フォロー支援の強化【拡充】 

事業計画策後においては、策定された計画の取組状況・進捗状況の確認が重要であるこ 

   とから、経営指導員等により事業者の状況に応じた四半期ごとの定期巡回訪問による状況

確認、もしくは書面による状況報告を求めて、その把握に努める。 
その際、事業取組効果を確認する中で計画の見直し、変更の必要が生じた場合は、適

宜、指導・支援を行い、計画の大幅見直しの必要が生じる等、内容によって対応が困難な

案件については、外部専門家とともにフォロー支援を行う。 
    

（３）数値目標                            （単位：件） 
支援内容 現状 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 
   
  ０ １２ １２ １２ 

事業計画策定後のフォローア

ップ回数 
   
  ０ ４８ ４８ ４８ 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

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。 
また、商工会としても相談に応じて関連情報を提供する程度で、有効な需要動向に関する情報

を保有していない。 
需要動向に関する有効な情報を取得し、ニーズを正確にとらえて新商品開発や新サービスの提

供を行うマーケットインの考えを浸透させることが課題となっている。 
  

（２）本計画において取り組む内容 
管内小規模事業者の保有する商品・サービスは多種多様であるなか、当面は地域ブランド

化の推奨を図るという観点から、宮崎県の地域資源を活用した特産品開発と高岡町ならでは

の「ビタミン」をイメージした特産品開発に焦点を絞り、需要動向調査を実施する。 
【新規】 

  ①対象商品の選考 

     平成３０年度については、現在、新商品開発として継続支援中である２事業者による４品

（高岡海軍医カレー（地域資源）、高岡文旦ピール（ビタミン）、高岡文旦ゼリー（ビタミ

ン）、高岡文旦マーマレード（ビタミン））を予定している。 

次年度以降は、管内小規模事業者の中で地域資源や「ビタミン」をイメージした商品を保有

する事業所の商品をリストアップし、初年度の支援ノウハウを基に徐々に支援対象を拡大す

る。リストアップした商品については、専門家の協力を得て「売れる商品」としての可能性を
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評価し商品選定や優先順位を決定する。 

 

②モニタリング調査 

    管内事業者が出品する道の駅たかおか、宮崎県商工会連合会アンテナショップ「ひむかよか 

もん市場」、宮崎県物産振興センターに協力を求め、前記①で選定した商品について来店者や

商品バイヤーに対してモニタリング調査を実施する。 

 （調査項目）価格、味、分量、パッケージデザイン等に関すること 

 （調査方法）来店者、商品バイヤーを対象にヒアリング形式 

 （サンプル数）１商品につき３０件 

 

③各種統計データによる調査 

    前項②に記載するモニタリング調査で収集したデータの分析に加え、市場情報ナビ

（MieNe）、日経テレコン等の商業データベースにより対象商品に関する、売れ筋、商圏分析等

の情報を基に需要動向調査のレポートを作成し、事業者が想定しているターゲット、価格帯、

販路などに間違いないかなどを整理する。 

（調査項目）業界トレンド、消費者意識、成功事例等 

 （調査方法）専門家の協力を得て支援対象品ごとに需要動向調査レポートを作成する 

 

  ④活用方法 

    需要動向調査結果は対象事業者にレポートとしてフィードバックし、商品のブラッシュアッ

プを実現することでマーケットインの考えを実現することになる。 

    また、定期的な需要調査とブラッシュアップを経て、ロングライフ商品に育てることで地域

ブランド化の推奨につながることが期待される。 

 

(３) 数値目標                             （単位：件） 
支援内容 現状 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

支援個社数 
（※商品数） 

０ 
（０） 

２ 
（４） 

４ 
（８） 

４ 
（８） 

モニタリング

調査 

調査か所 ０ ３か所 ３か所 ３か所 
調査数 
※1商品×30件 ０ １２０ ２４０ ２４０ 

需要動向調査

結果のフィー

ドバック 

事業者数 ０ ２ ４ ４ 

商品数 ０ ４ ８ ８ 

 

 

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 
これまで、新たな需要の開拓や販路開拓を目的とした支援としては、県や商工団体等が主催

するアンテナショップ、商談会、マッチングフェア等への参加やカタログギフトへの商品掲載

を通じて、巡回訪問により個別に参加提案を行っている。実際に参加した事業所からは相応の

評価は得ているが、課題としては、商談会等に積極的な参加姿勢を示す事業者はまだまだ限定

的であること、またバイヤーや消費者から評価や反応を得たとしても、プロダクトアウトの思

考が強く、真に評価を受け止めないことや、コストを伴う商品の仕様変更や改良には相当の理

由が判明しない限りは着手にまでは至らないことが挙げられる。 
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（２）本計画において取り組む内容 
      ①対象事業者の選考 

次の事業者を対象に以下②の(ァ)(ィ)の区分に応じて支援する。 

(ァ)需要動向調査を実施した特産品を取り扱う事業者 

(ィ)自社商品はあっても、経費や手間の負担、ノウハウ不足等を理由に、これまで積極的な

販路開拓事業を実施していない事業者。 

 

   ②支援の内容 

(ァ)専門家による商品のブラッシュアップ【新規】 

自社商品の改善、見直しが課題である事業者に対しては、前記「5.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個別診断

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イスを行

い、商品のブラッシュアップを支援する。 

 

    (ィ)展示会等の出展支援 

商品のブラッシュアップに取組む事業者や販路開拓が必要な事業者には、販路開拓の

支援として、商談会や物産展情報の提供や参加支援を行う。 

商談会や物産展への参加支援としては、事業参加の準備段階から専門家による商品の

陳列方法や効果的なプレゼンテーション、成果目標の設定方法などについて個別の事前

指導を行い、ＰＲ資料の作成、インターネット情報発信等を支援する。 

なお、物産展においては、当日の売上目標等を設定し、その達成に向けて工夫を凝ら

すとともに、後日の販売につなげるため、チラシやアンケート等を活用したＰＲや商工

会によるプレスリリースを行い、出展結果を受けた商品の改善や販路の見直しなど売れ

る商品化に向けてアフターフォローにも力を入れる。 

     

参加推進する展示会等 

    ｱ）「輝け！みやざき地場産品商談会」（宮崎県商工会連合会主催）その他県規模の商談会等 

       バイヤー向けの商談会に出展する場合は、新規の成約獲得が目的だが、その過程でＰ

Ｒ資料の準備から、効果的な商品説明方法などバイヤーにアピールするスキルアップも

期待する。 

       

    ｲ）「ニッポン全国物産展」（全国商工会連合会主催）、「商工会自慢！みやざきよかもん市」

（宮崎県商工会連合会主催）その他国県規模の物産展等 

       消費者向けの出店では出展期間中の売上目標達成が所期の目標となるが、商品に対す

る消費者の反応を見極めることや商品の改善に活かすことで消費者の支持を増やしてい

く。 

       

   ③情報発信による販路開拓支援 

     現在、SNS などインターネットを利用した販促が多くなってきており、小規模事業者の     

情報発信力の強化が必要である。そのため、全国連が主催する全国的な商工会ネットワーク

である shift システムの活用などを促進する。 

 

    ※「shift システム」とは、全国商工会連合会が提供する事業者向けのホームページ作成支

援システム。事業所や商品情報を登録することで、買い物かご機能によるネットショップ開

設やクーポン券発行による販売促進や BtoB（企業間取引情報）の発信等が利用可能となる。 
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（３）数値目標 
                                          （単位：件） 

支援内容 現状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

商談会の 
参加支援 

事業者数 ０ ２ ４ ４ 

商談件数 ０ ８ １６ １６ 

成約件数 ０ ２ ４ ４ 

物産展の 
参加支援 

事業者数 ０ ２ ４ ４ 

売上目標達成 
件数 ０ ２ ４ ４ 

プレスリリースによる商

品・サービスの紹介件数 ０ ２ ４ ４ 

専門家による商品ブラッ

シュアップ個別支援 
０ ２ ４ ４ 

shift システムへの新規登

録件数 
０ ３ ５ ５ 

shift システムを介した 
新規成約件数 

０ １ ２ ２ 

     

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化事業  

高岡町地域は宮崎市に隣接する小林市、都城市などの各方面につながる国道、主要地方道の結節

点であるため、その利便性を生かした企業誘致や商業サービス施設の立地促進を図ることにより、

宮崎市西部地域の交通や雇用人口定住促進の拠点として役割が期待されている。 

 
 ２．地域経済の活性化に資する取組 

（１）にぎわい創出事業での出展事業者の参加支援 

地域自治区と地元神社の協力により本会が主催する「たかおか夏まつり」、国指定天然記念物

「月知梅」の開花に合わせて開催する「月知梅うめまつり」等、にぎわい創出事業での出店を通  

じて企業ＰＲと販路開拓の場として出店事業者の参加を支援する。 

 

３．地域のブランド商品の開発と販路開拓支援 

宮崎市、宮崎中央農業協同組合高岡支店等の関係機関との連携、また地域自治区協議会との情報

交換を交え、地域資源を活用した特産品開発の方向性を共有し、地域資源や特性を生かした高岡町

ならではの「ビタミン」をイメージした地域ブランド商品の取り扱いを行う事業者の商品開発支援

と販路開拓支援を行う。 

 

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）県内商工会の支援ノウハウの共有 
日常の経営支援に関する、必要な支援ノウハウを持つ機関や専門家等の情報、支援の進め方等

については宮崎県商工会連合会を通じて、随時、情報収集やノウハウ共有を図る。 
また、商工会職員で構成する宮崎県商工会職員協議会やエリアごとに細分した同協議会支部活

動での年１回以上開催される研修会や情報交換会を通じて支援ノウハウの習得を図る。 
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（２）株式会社日本政策金融公庫との勉強会 

株式会社日本政策金融公庫職員との円滑な融資が実行されることを目的に勉強会を年１回開催

しており、今後も継続的にこの勉強会を実施し、支援ノウハウを習得する。 

 

（３）地元金融機関との情報交換 

小規模事業者の支援強化、地域経済の活性化を目的に、㈱宮崎銀行高岡支店とは日ごろから高

い頻度で交流を図っており、随時、情報交換や意見交換を重ねているが、今後とも交流を図りな

がら、引き続き、地域経済の動向や企業を取り巻く金融情勢、さらには小規模事業者に関する需

要開拓、販路拡大等について情報収集に務めるとともに、必要に応じて、経営指導員等の窓口相

談や巡回指導時、さらには経営セミナー等の機会を捉え、管内小規模事業者に対して情報提供を

行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）経営指導員等の支援能力向上の仕組み 

宮崎県商工会連合会が開催する経営指導員、経営・情報支援員研修や中小企業大学校の専門分

野別団体職員研修の受講、経営指導員等ＷＥＢ研修などにおいて、基礎的な知識だけでなく、自

らの弱み克服及び支援力グレードアップのための専門性の高い講座を積極的に受講することによ

って、個々の経営支援力向上を図るとともに、その中で不足する支援スキルがあれば、該当する

研修を受講させることにより、事務局全体としての経営支援力向上に努める。 

また、宮崎県経営基盤強化支援事業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

が同行し OJTによる専門的な知識習得を図る。 

  

（２）支援ノウハウ等を組織内で共有する体制について 

支援する小規模事業者の経営分析結果を踏まえた課題解決方法を協議し、支援ノウハウを共有

化するために、経営指導員並びに経営支援員は、毎週１回のミーティングを行う。ミーティング

では、研修等に参加し習得した知識や情報に関する内容や、実際に企業を支援した後に、その支

援の内容や手法、助言内容を共有化する。また、必要に応じて巡回訪問に同行させる等のＯＪＴ

を行うことで伴走型の支援能力の向上を図る。 

また、人事異動等での職員の変更があっても組織の財産として引き継ぐために、小規模事業者

の経営支援に係る経営分析・事業計画策定等の情報の結果は、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。 

 

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 
毎年度の事業実績状況及び成果についての評価、検証、見直しについては、宮崎県商工会連合

会が設置する「外部評価委員会」制度を活用し、以下の手順で行う。 なお、外部評価委員会の委

員構成については、次表の委員が予定されている。 
 

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 

関係団体の役職員 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

の役職員 
専務理事   
職員等 中小企業診断士等の有資格者 
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（１）本会は本事業で取り組んだ結果を各事業年度終了後に実施状況、実績報告、成果等を取り

まとめた報告書を作成し、外部評価委員会に提出する。【計画実行】 
（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。【評価】 
（３）本会は、外部評価委員会からの評価、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い、見直し案を本会理事会で承認を受ける。 
  【計画改善】【計画策定】 

（４）理事会で承認を受けた見直し案を外部評価委員会に報告する。【計画改善】 

（５）事業の成果・評価の結果、および見直しの結果を本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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（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月現在） 

Ⅰ 組織体制(商工会全体) 
  １．会員数２８５事業所 

２．役員２０名 

会長  １名 副会長 ２名   理事 １５名  監事 ２名 
  ３．事務局５名 
    事務局長１名 経営指導員１名  経営・情報支援員２名  臨時職員１名 

 
Ⅱ 経営発達支援事業の実施体制 

  １．役員２０名 

会長  １名 副会長 ２名   理事 １５名  監事 ２名 
    ⇒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４名 

事務局長 1名 経営指導員１名  経営・情報支援員２名 
⇒事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 
Ⅲ 連絡先 

   高岡町商工会 
住所：宮崎県宮崎市高岡町五町２６８－２ 
TEL：０９８５－８２－０１５４    FAX：０９８５－８２－００２４ 

   メールアドレス：takaoka@miya-shoko.or.jp 

 
 

（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 ９００ １,０００ １,１００ 

 

・地域経済動向調査 
・経営分析 

・事業計画策定支援 
・需要動向モニター調査 
・地域ブランド開発、販

路開拓支援 
・広報費 

２００ 

１００ 

１００ 

３００ 

１００ 

 

１００ 

２００ 

１００ 

１００ 

３００ 

２００ 

 

１００ 

２００ 

１００ 

１００ 

３００ 

３００ 

 

１００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
調達方法 

会費、手数料収入、国庫補助金、県補助金、市補助金から資金調達を図ることとする。 
 

（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 
 

mailto:takaoka@miya-shoko.or.jp
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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 
 連携① 地域経済動向調査に関する連携 

 
連携② 経営状況の分析における連携 
 
連携③ 事業計画策定支援および事業計画策定後の実施支援における連携 
 
連携④ 需要動向調査の実施に関する連携 
 
連携⑤ 新たな需要の開拓に寄与する事業における連携 
 

上記以外にも必要に応じて専門・高度な課題解決に関して連携して対応する。 
 

 連携者及びその役割 
≪連携者名称・代表者役職氏名・所在地・連絡先≫ 
 
【支援機関系】 
○宮崎県産業振興機構 理事長 緒方 哲 
 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 (宮崎ﾃｸﾉﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ内) 0985-74-3850 
 
○宮崎県よろず支援拠点 ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 長友 太 
 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 (宮崎県工業技術ｾﾝﾀｰ) 0985-74-0786 
 
【金融機関系】 
○㈱日本政策金融公庫 宮崎支店 支店長兼国民生活事業統括 松井 斎 
 宮崎市橘通東3-6-30 0985-23-3274 
 
○㈱宮崎銀行 高岡支店 支店長 小池 達哉 
 宮崎市高岡町五町193 0985-82-1313 
 
○宮崎県信用保証協会 会長 茂 雄二 
 宮崎市宮田町2-23 0985-24-8251 
 
【商工会系機関】 
○宮崎県商工会連合会 会長 淵上 鉄一 
 宮崎市松橋2丁目4番31号 中小企業会館2階 0985-24-2057 
 
○宮崎県商工会議所連合会  代表：会頭 米良 充典 
宮崎市錦町１-１０ ＫＩＴＥＮビル７階 

 
【地方自治体】 
○宮崎市 観光商工部 商工労政課 課長 日高 国弘 
 宮崎市橘通西1-1-1  0985-21-1792 
 
○宮崎市 高岡総合支所 地域総務課 課長 今吉 俊美 
 宮崎市高岡町内山2887 0985-82-1111 
 
【町内の連携機関】 
○宮崎中央農業協同組合 高岡支店 統括支店長 日高 健介 
 宮崎市高岡町飯田182-3 0985-82-2111 
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連携体制図等 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域内連携①④⑤） 
宮崎市高岡総合支所、高岡地域自治区地域協議会 

JA 宮崎中央高岡支店、宮崎銀行高岡支店 

連携① 地域経済動向調査 

連携② 経営状況分析 

連携③ 事業計画策定 
   策定後の実施支援 

連携④ 需要動向調査 

連携⑤ 新たな需要開拓 

宮崎県・宮崎市 
（連携①⑤） 

高岡町商工会 

経営発達支援事業 

日本政策金融公庫 
宮崎県信用保証協会 

地元金融機関 
（連携①②③④） 

県内商工会 
宮崎県よろず支援拠点 
宮崎県産業振興機構 

宮崎県商工会議所連合会 
（連携①②③④⑤） 

外部専門家 
民間調査会社等 

（連携①②③④⑤） 

伴走型

支援 

小
規
模
事
業
者 
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