
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
高千穂町商工会（法人番号 5350005003256 ） 

実施期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

目標 

１ 小規模事業者の経営力強化 

 窓口相談や巡回を通して小規模事業者の支援ニーズを掘り起こすと

ともに、経済動向調査、経営分析や事業計画の策定、需要動向調査、

販路開拓について伴走型の経営支援を実施し、小規模事業者の売上及

び利益の拡大に貢献する。また、事業計画をもとにしたＰＤＣＡサイ

クルで経営の舵取りを行う事業所数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大させるとともに、地域経済の活性化と雇

用増加を図っていく。 

２ 県外への販路開拓及び観光業と製造業・小売業・農業との連携強化 

 観光売店等で販売される土産品や町内産品を原材料とする加工品に

ついて、ブラッシュアップを図り、首都圏等での商談会参加を通して

県外への販路拡大を目指す。県外で販売された商品が「高千穂」をＰ

Ｒし、観光という人の流れが町内消費をさらに拡大させ、地域経済を

活性化させる好循環の構築を目指す。 

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【指針③】 

 各種統計による分析・把握。情報提供。 

 ２ 経営分析の実施【指針①】 

 経営分析に関する需要喚起。強みや弱み等の定性分析及び各種指

標による財務分析を通した経営課題の明確化支援。専門家派遣等に

よる経営課題の解決支援。 

 ３ 事業計画の策定支援【指針②】 

 事業計画策定に関する需要の掘り起し。経済動向・需要動向及び

課題解決を踏まえた事業計画の策定支援。 

 ４ 事業計画の策定後の実施支援【指針②】 

 4 半期に 1回以上のフォローアップの実施 

 ５ 需要動向調査【指針③】 

 町内外での需要動向調査の実施。調査結果の提供及び商品開発等

への活用支援。 

 ６ 新たな需要開拓に寄与する事業【指針④】 

 専門家助言等による商品ブラッシュアップ支援。商談会･物産展へ

の参加支援。バイヤーとの商談支援。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 高千穂町、一般社団法人高千穂町観光協会等と連携して世界農業遺

産認定を活かした販路拡大、地域活性化等に資する「高千穂軽トラ市」

の本格的実施。 

連絡先 

高千穂町商工会 

   宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井 778 

   ＴＥＬ:(0982)72-2350  ＦＡＸ：(0982)72-4873 
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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 高千穂町の現状と課題 

 

1 高千穂町の現状 

（１）概 要 

①位置 

 高千穂町は九州山地のほぼ中央部、

宮崎県の最北端に位置し、隣県は東部

を大分県豊後大野市、北部を大分県竹

田市、北西部を熊本県高森町と山都

町、県内は西部から南部にかけて、五

ヶ瀬町から諸塚村、日之影町の順に2

市 4 町 1 村に接する東西約 18km、南

北約 22km の地域である。総面積は

237．32k ㎡でそのうち約 83％を山林

が占める。 

 

②環境 

 高千穂町の周囲は、北部に標高

1,757mの祖母山を主峰とする障子岳、

本谷山等1,000m以上の祖母・傾山国定公園山系が連なり、西部には九州山脈、阿蘇の外

輪山などがある。町の中心部を五ヶ瀬川が西北から南東にかけて貫流し、途中、名勝天

然記念物高千穂峡をはじめ神秘的かつ雄大な自然を創出する。 

 地形的には高原地帯から盆地まで変化に富み、主な耕地は山腹に整備された棚田と畑

が中心であり、日本棚田百選に町内から3つの地区が選出されている。標高が約300m以

上あるため、朝と日中の気温差、夏と冬との寒暖の差が大きい気象条件を伴うことから、

美味しい米がとれるとともに、高品質の黒毛和牛「高千穂牛」の生産や高冷地野菜、花

き類など多種多様な作物が栽培されている。また、冬期には降雪があるなど、四季の変

化が顕著であるため、春の新緑や秋の紅葉などは重要な観光資源となっている。 

 

③観光地高千穂 

 高千穂町は高千穂峡や祖母山、四季見原などの美しい自然に加え、古事記・日本書紀

といった神話と伝説にまつわる史跡、夜神楽などの伝統芸能が町内あちこちに多数残っ

ており、毎年多くの観光客が県内外から訪れる県内有数の観光地である。最近、韓国や

台湾のほか、フランスやアメリカなど欧米からの外国人旅行者が増えてきている。 

 

（２）高千穂町の人口等の状況 

①人ロ・世帯数 

 高千穂町は平成28年8月1日現在、人ロ12,839人、世帯数5,131世帯となっている(住

民基本台帳)。最近5年間においては、人口が平成22年の 13,723 人から 964 人(7.0％)

減少して平成27年時点で12,759人、世帯数は4,794世帯から126世帯(2.6％)減少し、

同じく平成27年時点で4,668世帯となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 5 次高千穂町総合長期計画より引用＞ 



２ 

 

 

■人口・世帯数 

 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年 8月 1日現在 

人 口 14,778 13,723 12,759 
12,839 

(住民基本台帳調べ) （増減数、％） 
－ 

(－) 

△1,055 

(△7.1％) 

△964 

(△7.0％) 

世帯数 4,943 4,794 4,668 
5,131 

(住民基本台帳調べ) （増減数、％） 
－ 

(－) 

△149 

(△3.0％) 

△126 

(△2.6％) 

出典：国勢調査(各調査年10月1日現在)、住民基本台帳 

 

②少子化と高齢化 

 15歳未満人口は平成12年で14.7％を占めていたが、10年後の平成22年には2％減少

し、12.7％となっている。一方で、65歳以上人口は29.2％から5.4％増加し、34.6％と

っている。 

 高千穂町の総合戦略に係る人口展望では、平成 72 年(2060 年)の人口が 6,847 人、高

齢化率 39.3％となっており、人口減少、少子･高齢化の進行をいかに抑えるかが大きな

課題となっている。 

 

■年齢区分別人口 

 平成12年 平成17年 平成22年 

15歳未満人口 
2,331 

(14.7％) 

1,925 

(13.0％) 

1,739 

(12.7％) 

15～64歳人口 
8,881 

(56.1％) 

8,023 

(54.3％) 

7,236 

(52.7％) 

65歳以上人口 
4,631 

(29.2％) 

4,830 

(32.7) 

4,746 

(34.6％) 

分類不能 0 0 2 

総人口 
15,843 

(100.0%) 

14,778 

(100.0％) 

13,723 

(100.0％) 

出典：国勢調査(各調査年10月1日) 

 

（３）高千穂町の産業 

①産業構造 

 高千穂町は、第1次産業の就業人口の割合が県内市町村計の数値よりも17.0％高くて

28.4％となっており、第2次、第3次産業の就業人口においてはそれぞれ4.3％、9.3％

低くて各16.5％、55.0％となっている。総生産額は、第2次産業が6.5％低くて14.4％

となっているものの、第1次、第3次産業はそれぞれ2.3％、4.5％高く、各6.6％、78.6％

となっている。第 3 次産業の就業人口が低くて純生産額が高いことは、農林業を営みな

がら、土産店や旅館など観光業にも関わる町民が多いことを表した結果と考えられる。 

 また、農業においては、地形や風土に合わせて複合農業が盛んである。耕作面積の小

さな田畑が棚田のように山腹に位置していることから、効率化を重視する大規模経営は

難しく、稲作に加え、「高千穂牛」や完熟きんかん、トマト、しいたけ、釜炒り茶、及び

レタスやほうれんそうなどの高冷地野菜、ラナンキュラスや菊、ほおずきといった花き

類など、高値で取引される様々な作物を複合的に生産している。このため、規格外等Ｂ

級品の活用も進められ、トマトピューレなど業務用原材料への 1.5 次加工が行なわれる
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とともに、町農林振興課が中心となって高千穂町農産物加工連携会議を組織し、主に農

家を対象に加工技術に係る講習会を開催するなど、菓子類を含めた食品加工等農業の６

次産業化を推進している。このため、商工会においては、こうした農家や農産物加工グ

ループに対しても起業支援や法人化、商品のブラッシュアップ、販路開拓等の支援を進

めている。 

 平成 27 年 12 月、高千穂町を含む「高千穂郷・椎葉山地域」が国連食糧農業機関から

世界農業遺産の認定を受けた。高千穂町域では、主に総延長 500 ㎞以上の山腹水路網と

1,800ha を超す棚田やしいたけ栽培、釜炒り茶の生産、地域で採れる粗飼料を与え少な

い頭数を大切に育てる和牛生産などの複合システムが認められたもので、現在、地域内

農畜産物やそれを原材料とした加工品などにロゴマークシールを付ける認証制度、農業

体験を組み込んだイベントやツアーなどが検討されている。今後、従来の「神話の里」

に加え、より広がりを持った観光ＰＲが展開されることから、地域活性化の新たな起爆

剤になるものと期待されている。 

 

■産業構造①「就業人口」（平成22年 10月 1日） 

 第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能 計 

高千穂町 
2,017 

(28.4％) 

1,172 

(16.5％) 

3,901 

(55.0％) 

7 

(0.1％) 

7,097 

(100.0％) 

県内市町村計 
60,300 

(11.4％) 

110,638 

(20.8％) 

341,523 

(64.3％) 

18,752 

(3.5％) 

531,213 

(100.0％) 

出典：みやざきの市町村(平成28年4月 宮崎県総務部市町村課) 

 

■産業構造②「総生産額」(百万円)（平成25年 3月 31日） 

 第１次産業 第２次産業 第３次産業 税･関税等 計 

高千穂町 
2,220 

(6.6％) 

4,841 

(14.4％) 

26,401 

(78.6％) 

145 

(0.4％) 

33,607 

(100.0％) 

県内市町村計 
150,233 

(4.3％) 

736,460 

(20.9％) 

2,616,769 

(74.1％) 

27,551 

(0.8％) 

3,531,013 

(100.0％) 

出典：みやざきの市町村(平成28年4月 宮崎県総務部市町村課) 

 

②観光産業 

 高千穂町の観光入込数をみると、平成 26年は 2月の大雪、繁忙期の 7、8月の天候不

順が影響し、年間 142 万人と前年より 2 万人ほど少ない結果になったものの、その年を

除き最近5年間は順調に増加し、観光消費額、宿泊数ともに右肩上がりとなっている。 

 特に、平成27年においては、東九州自動車道「宮崎～大分」間や九州中央自動車道「延

岡～蔵田」間が開通するなど好条件が重なり、過去最高となる入込数161万人を記録し、

観光消費額52億 7,300万円、宿泊数17万人となったところである。 

 観光客数が伸びる中、高千穂町内には幹線道路沿いの「道の駅たかちほ」及び町中心

部に位置する「高千穂がまだせ市場鬼八の蔵」(特産品等直売所)が、観光名所や宿泊場

所に次ぐ立ち寄り所となり、その売上は地域の活力を大きく影響するまでになっている。

これらの施設は町所有であるものの、その売店経営は、農家や食品加工等商工業者の組

織した任意の出荷者組合で運営されており、町産のあらゆる商品が販売されている。現

在、地元町民向けを中心に、特売日の設定やステージ演出を伴うイベント実施など様々

な営業を展開し売上拡大を図っているが、納品者の高齢化や商品の陳腐化、特に菓子類、

食品については、素朴さと田舎らしさをウリとにしていることから、見栄えに劣り、低
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価格であるため、販売数量に比して売上拡大に繋がらないといった課題を抱えているも

のと推察される。 

 平成 27 年、「高千穂がまだせ市場鬼八の蔵」の商品を中心に、宮崎市の宮崎空港ビル

内に「神都高千穂そら市場」がオープンした。現在は同一商品を扱っているが、町外で

の常設店舗であり、高千穂町内とは客層が異なることから、今後、価格設定の見直しを

含め、ターゲットに合った商品のブラッシュアップ等が求められると思われる。 

 また、一般社団法人高千穂町観光協会は、観光ＰＲや観光施設等の案内に加え、高千

穂峡での遊覧ボートの貸し出し、菓子類等の土産品開発を含め、販売店や飲食店を数店

舗経営している。当協会の営業展開は、高千穂町の観光業をリードするものであるもの

の、当協会を凌ぐ民間企業の台頭が待たれるところである。 

 

■観光動向 

 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

入込総数(万人) 134 137 144 142 161 

消 費 額(百万円) 3,467 3,516 3,769 4,140 5,273 

宿 泊 数(万人) 13 13 14 14 17 

出典：各年観光統計(高千穂町企画観光課) 

 

（４）高千穂町の商工業振興の方針 

 平成 23年 6月に策定された第五次高千穂町総合長期計画(平成 23年度から平成32年

度までの 10 年間)において、町は「『この町に生まれてよかった』『この町に住んでよか

った』と実感できる理想の町づくり」を目指して 6 つの施策の柱を立てている。その中

の「地域の資源を生かした活力のあるまちづくり」において、商工業の振興に関する今

後の取組みと目標を、次のように掲げる。特に、観光業と農林業、商工業との連携強化

を重視している。 

 

【施策の視点】 

 地域の資源を活かした活力のあるまちづくり 

 

【商工業の振興（今後の取組みと目標）】 

商 業：農林業や商工業、観光業の連携を強化して、商店街の活性化に努めます。 

工 業：農林産加工や焼酎製造、伝統工芸品づくりなどと観光とを結び付けた地場

産業の振興と育成に努めます。 

 

 

２ 高千穂町の商工業の現状と課題 

（１）商工業の現状 

 高千穂町における産業別事業所数は、宮崎県全体の数値と比較すると、卸小売業の事

業所割合が 29.0％と県よりも 3.2％高く、前回調査からの減少幅は 5.4％で県の 10.4％

よりも小さい状況にある。また、宿泊・飲食サービス業においては前回調査からほぼ横

ばい、製造業においては事業所数が 5 事業所増加し、その割合はともに県の数値に近づ

きつつある。これは、観光客数が伸び、土産品店や飲食店等がその恩恵を受けて善戦し

ていること、及び農産物の加工を中心とした食品製造業の起業が増えていることが考え

られる。しかし、全産業的には、事業所総数は2.0％減少(県4.5％減少)している状況に

ある。 
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■産業別事業所数の状況 

(単位:事業所数、％) 

    

全産業

(公務を

除く) 

建設業 製造業 
卸小売

業 

宿泊・飲

食サー

ビス業 

生活関

連サー

ビス・娯

楽業 

その他 

高
千
穂
町 

26年調査 783 93 37 227 108 72 246 

構成比 100.0 11.9 4.7 29.0 13.8 9.2 31.4 

前回比 △ 2.0 △ 5.1 15.6 △ 5.4 0.9 2.9 △ 2.4 

21年調査 799 98 32 240 107 70 252 

構成比 100.0 12.3 4.0 30.0 13.4 8.8 31.5 

宮 

崎 

県 

26年調査 54,629 5,436 3,191 14,100 7,704 5,516 18,682 

構成費比 100.0 10.0 5.8 25.8 14.1 10.1 34.2 

前回比 △ 4.5 △ 12.7 △ 0.7 △ 10.4 △ 2.2 △ 4.2 1.4 

21年調査 57,228 6,224 3,215 15,728 7,877 5,760 18,424 

構成比 100.0 10.9 5.6 27.5 13.8 10.1 32.2 

出典：経済センサス(平成26年、21年調査) 

 

 また、商工会会員のうち小規模事業者数についてみると、平成21年度に346事業所あ

ったものが、平成26年度には307事業所となり、11.3％減少している状況にある。 

 

■産業別小規模事業所数の状況 

(単位:事業所数、％) 

    総 数 建設業 製造業 
卸小売

業 

宿泊・飲

食業 

サービ

ス業 
その他 

高
千
穂
町 

26年度 307 58 29 98 53 63 6 

構成比 100.0 18.9 9.4 31.9 17.3 20.5 2.0 

前回比 △11.3 △ 4.9 △9.4 △18.3 0.0 △14.9 △ 0.0 

21年度 346 61 32 120 53 74 6 

構成比 100.0 17.6 9.2 34.7 15.3 21.4 1.7 

出典：商工会実態調査(平成26年度、21年度報告) 

 

（２）商工業の課題 

 高千穂町においては、高齢化や人口減少、事業所数の減少が進み、地域経済の縮小が

懸念される一方で、観光入込数の増大が小売業や飲食業、宿泊業等の観光業を下支えし

ている状況にある。こうした中、地元農産物の加工といった製造業の萌芽や世界農業遺

産の認定を起爆剤に町内産品の販路拡大、積極的な観光ＰＲ、新たなイベント開催など

が検討されている状況にある。 

 しかし、平成28年4月に熊本地震が発生し、それ以降の約4か月は、熊本県内の道路

網が直接的な被害を受け、熊本県側からの大型バスによる観光ツアーが全面的にストッ

プするとともに、「高千穂へは行けない」などの風評被害が広まったことから、観光客数
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は激減し、まちは閑散となって観光業に大きな空白の期間を設けることとなった。平成

27年に東九州自動車道「宮崎～大分」間や九州中央自動車道「延岡～蔵田」間が開通す

るなど好条件が重なり、過去最高となる入込数 161 万人を記録した矢先のことであるた

め、2年足らずの期間で天と地を経験したことになる。 

 観光業においては、う回路を含めた客動線の確保やその道路情報等的確な情報発信に

ついてその重要性が認識されるとともに、観光客のみを対象とする小売業や製造小売業

等においては、リスク分散としてネット販売や観光売店以外の県外への販路開拓など、

新たな取組みが求められることとなった。 

 こうしたことを踏まえ、高千穂町においては、観光業に頼りすぎず、如何に産業を活

性化し、人口や事業者数の減少を抑えるかが課題であり、その課題解決の方向性として、

次の2つの方向から小規模事業者支援に取り組む必要がある。 

 

①小規模事業者の経営力強化 

 事業実績の高い小規模事業者が、事業主の高齢化により廃業に向けてソフトランデ

ィングを図ることは当然の流れであるものの、地域内で一定の実績を生み存続してい

る企業価値は、地域振興の上からも可能な限り永続していくことが望ましい。 

 そのためには、事業主個人の力量だけに頼るのではなく商工会が支援し、経営環境

の変化に対応して売上げを維持拡大が図れるよう、将来を見据えた経営計画を策定し、

それを羅針盤、成功への道しるべとして活用しながら、定期的に売上額などの成果を

確認しつつ事業を継続して、次の世代へバトンタッチを図る。後継者が居れば円滑な

事業承継に繋げ、後継者のいない場合はＵＪＩターン希望者とのマッチングや数年を

かけて第三者へ事業を引き継ぐなど、地域を上げて事業承継に取り組み、企業価値を

永続していく。このことにより、自力で創業する人以外にも、起業・創業のチャンス

を広げ、地域経済の維持拡大の一助になるものと考えられる。 

 

②町域外への販路拡大 

 高千穂町は県内有数の観光地であり、今までは当地を訪れる観光客だけをターゲッ

トに商売すれば一定の成果を残すことができた。しかし、熊本地震により熊本県側か

らの入込客が途絶えたことで、観光客だけを対象とする商売は危険であるとの教訓が

生まれ、県外への販路開拓など新たな営業展開を目指す動きが見られる。 

 例えば、焼酎メーカーは全国へ商品販売を行っているものの、地元でしか購入でき

ない土産品を開発し、地元小売店に卸販売して観光業に貢献しているところがある。 

 こうした焼酎メーカーを手本に、今まで土産品販売で実績のある商品について、さ

らにブラッシュアップし、県外の首都圏等の百貨店や小売店へ卸販売して売上拡大を

図る。購入した消費者は、商品で観光地高千穂を思い浮かべ、高千穂に足を運んでも

らう。このように県外に販路を拡大することから、個々の小規模事業者の売上拡大及

び観光ＰＲにもなり、地域経済の活性化に繋がるものと考えられる。 

 

 

 

Ⅱ 中長期的な小規模事業者の振興の考え方 

 

１ 商工会としての中長期的な振興の在り方 

 高千穂町商工会は、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、商工会への運営補助に加え、小規模事業者支援のための割引商品券発行を10年
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以上に亘り継続するなど、強力なタッグを組んで商工業振興事業を進めてきたところで

ある。 

 しかし、小規模事業者の多くは事業主自らの経験と勘を頼りにした経営を行っており、

その経営方針等は事業主の頭の中にあって見える化されていない。また、商工会が行う

小規模事業者への経営支援は、実施結果を表す収支決算書や確定申告書をもとに現状及

び今後を推測して行うものであり、将来の「計画」については、事業主からその都度聞

き取る必要があり、場合によっては聞く度毎に変化することもある。このため、商工会

の口頭による聞き取りや口頭での助言は、事業主が後で内容を確認することができず、

支援効果が薄い状況にあり、売上半減など帳簿上で問題が表面化し、はじめて事業主が

その深刻さを認識して相談に来られることがある。 

 こうした状況を打開するためには、商工会が小規模事業者の事業計画策定について、

立案の段階から事業主の経営方針等を十分に聞き取り、今後予想される課題等も踏まえ

てより効果の高い事業計画を策定し、これからの経営を見える化する必要がある。そし

て、事業者と商工会とが事業計画という１つの共通の指針で、経営課題の解決や販路開

拓に取り組みつつ、商工会が常に寄り添い成果を確認しながら、事業者の経営力を強化

していく。この伴走型の支援を通じて、事業主はどんぶり勘定や独り善がりの経営から

脱却し、事業計画をもとにしたＰＤＣＡサイクルで経営の舵取りを行って売上げ倍増を

達成し、経営意欲をさらに高めることとなる。商工会は、このような積極的な経営姿勢

を持った小規模事業者を増やすことによって、中長期的には経営基盤の強固な小規模事

業者を増大させて、雇用増加と地域経済の活性化を図っていく。 

 また、高千穂町内においては、世界農業遺産の認定を起爆剤に町内産品の販路拡大や

積極的な観光ＰＲ、新たなイベント開催などが検討されるとともに、農業の 6 次産業化

など農産品加工や製造業を目指す起業が芽生えたり、観光土産品を取り扱う事業者の中

には、観光客が激減した熊本地震の教訓から県外への販路を求める動きがあるため、こ

うした小さな動きに対し、高千穂町商工会は商品開発やブラッシュアップ、販路開拓な

どで積極的に支援し、さらに他の事業者へも広げ・掘り起し、大きくて強い確かな流れ

に発展させる。中長期的には、商工会が商工業者と農林業者とのマッチングをあっせん

し、商工業と観光業、そして農林業とが連携して商品開発や販路開拓、観光宣伝等に取

り組み、県外で販売された商品が「高千穂」をＰＲし誘客する媒体となって、さらに観

光入込みを大きくし、町内消費を拡大させるという好循環の構築を目指す。 

 この結果として、高千穂町では、観光入込客数の増加によって消費を拡大させるとと

もに、県外での商品販売によって外貨を獲得してさらなる地場産業の振興に繋げ、町が

目指す「この町に生まれてよかった」「この町に住んでよかった」と実感できる町づくり

を実現できると考えている。 

 

 

２ 経営発達支援事業計画の目標 

 当商工会は、窓口相談や巡回を通じて支援対象の小規模事業者を掘り起こし、経済動

向や経営分析を踏まえた上で、事業者が経営課題を解決しながら売上拡大、経営力向上

に繋げる事業計画の策定を支援する。小規模事業者は、策定した事業計画に基づき、商

工会と一緒になって事業の進捗や成果を確認し、売上拡大に繋げ、持続的発展を図って

いく。 

 この伴走型支援を通して、事業主はどんぶり勘定や独り善がりの経営から脱却し、事

業計画に定めた売上額や利益額などの数値(月次計数)を目標に、経営の舵取りを行うこ

とが可能となり、売上拡大を実現する企業として成長する。 

 商工会はその後のフォローアップにも取り組み、事業者はさらにステップアップして
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経営革新計画県知事承認や農商工等連携計画認定などの取得を含め、積極的な経営姿勢

を持った企業となる。このような小規模事業者を短・中期的なあるべきイメージとする。 

 

 

３ 目標達成に向けた取り組み方針 

 当商工会では、次のとおり、小規模事業者支援に取り組んでいく。 

 

①小規模事業者の経営力強化 

 窓口相談や巡回を通して小規模事業者の支援ニーズを掘り起こすとともに、経済動

向・経営分析を踏まえた事業計画の策定、販路開拓を伴走型で支援し、小規模事業者

の売上及び利益の増加に貢献する。また、フォローアップを通して、事業成果や効果

を確認するとともに、事業計画の更新等小規模事業者の持続的発展に向けた自立・自

律を目指す。 

 

②観光業と製造業・小売業・農林業との連携強化 

 現在、町内観光売店等で販売される土産品や町内産品を活用した加工品・特産品に

ついて、ブラッシュアップを図り、首都圏での商談会等参加を通して県外への販路拡

大を目指す。また、販路拡大を進める上で、農林業と商工業、観光業との連携を図り、

オール高千穂として県外ＰＲに取り組んでいく。 

 

③関係機関との連携強化 

 宮崎県商工会連合会や高千穂町、一般社団法人高千穂町観光協会、公益財団法人宮

崎県産業振興機構(総合相談窓口、よろず支援拠点等)、日本政策金融公庫、町内金融

機関、並びに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。また、高千穂

町や宮崎県等の行政機関、ＪＡ高千穂地区農業協同組合などの関係機関と連携し、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】 

（１）現状と課題 

 経済動向、各種調査結果については、商工会内部資料として蓄積しているものの、経

営支援に十分活用できていない。こうした資料を経営支援の現場でいかに活用するか、

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。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

 宮崎県、宮崎県商工会連合会、金融機関等と連携し、各機関が公表する調査報告・各

種指標を活用することにより、地域経済の動向や景況を分析・把握し、小規模事業者個

社の現況との比較や今後の事業経営に与える影響など、小規模事業者の相談及び事業計

画策定時等の基礎資料として活用する。 

 

① 活用する公表データ及び整理・分析する項目 

 次表のデータを比較分析し、高千穂町の経済圏域である宮崎県北地域について、

業種別売上、採算、資金繰り、設備投資、業況等の経済動向について分析・把握す

る。 

 四半期毎のデータを主に分析することから、それぞれの公表期は概算値としての

公表に留め、公表2期分を基に年2回、専門家の協力を得てより詳細な分析を加え、

県北地域における経済動向として整理し公表する。 

 

 

調査機関 報告書名 

(発表間隔) 

整理・分析する項目 

宮崎県 宮崎県経済の

動き(四半期) 

・生産(①鉱工業生産指数・業種別) 

・消費(①百貨店･スーパー販売額、②新車登録・届出

台数、③主要ホテル及び旅館宿泊客数、④宮崎空港

乗降客数) 

・雇用･労働(①有効求人倍率、②名目･実質賃金指数) 

・投資(①新設住宅着工戸数、②公共工事請負金額) 

・企業景況(①業況判断ＤＩ、②企業倒産件数･負債額) 

財務省九州

財務局宮崎

財務事務所 

宮崎県内経済

情勢報告(四

半期) 

 個人消費、生産活動、雇用情勢、設備投資、企業収

益、企業の景況感、住宅建設、公共事業、倒産、農業、

消費者物価 

宮崎県商工

会連合会 

中小企業景況

調査報告書

(四半期) 

 業種(製造業、建設業、小売業、サービス業)別売上

高、採算、資金繰り、設備投資、経営上の問題点、業

況(ＤＩ) 

日本政策金

融公庫 

全国中小企業

動向調査(四

半期) 

 業種別(7業種)、地域別(全国10地域)の業況判断Ｄ

Ｉ、売上ＤＩ、採算ＤＩ、資金繰りＤＩ、借入ＤＩ 
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みやぎん経

済研究所 

調査月報【企

業動向アンケ

ート調査】(四

半期) 

 業種(製造業、建設業、卸小売業、サービス業)、所

在地別(県央、県北、県南西)、従業員別、資本金別景

況判断、自社業況、雇用、設備投資 

高千穂町企

画観光課 

観光統計(年

報) 

 観光客方面別及び交通手段別入込数、宿泊客数、観

光客消費額その他(ＧＷ，お盆入込など速報あり) 

 

② 情報提供・公表方法及び活用方法 

 専門家の協力を得て、より詳細な分析を加えた県北地域における経済動向につい

ては、グラフ等ビジュアル化し、年 2 回商工会ホームページで公表するとともに、

窓口相談や巡回を通して小規模事業者に情報提供する。 

 小規模事業者が地域経済の動向や景況を把握するとともに、経営分析や今後の事

業計画策定の基礎資料として活用する。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

窓口相談及び巡回を通し

た情報提供(事業者数) 
0 96 96 96 96 96 

経営分析、事業計画策定で

の活用回数(事業者数) 
O 48 48 48 48 48 

 

（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、自社の経営に影響する外部環境と自社が起因する内部環境とを客観的に

解析することとなり、事業主の思い込みで進みがちな経営に疑問符を投げかけ、第三者

の視点の重要性を認識するきっかけとなる。また、商工会がこれを働きかけることから、

商工会が第三者の目となって支援を行うことを伝え、より効果的な課題解決策や経営方

針などの事業計画(経営改善計画)策定に繋げることが期待できる。 

 

 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

 経営分析を実施する機会は、小規模企業等経営改善資金貸付の推薦や条件変更等に伴

う経営改善計画作成などの金融相談、大きな設備投資を計画するなどの経営相談、及び

各種補助金交付申請に係る事業計画策定相談時に限られてきた。 

 地域密着、伴走型の経営支援を進める商工会としては、地域の小規模事業者個別の状

況を把握する上で経営分析がそのスタートになり、小規模事業者にとっては、自社の経

営を数値の上から把握し、地域内や同業種･同業態での位置づけ及び現在の経営評価を得

ることができ、将来の経営目標の設定等励みになる。 

 このことから、今までのように融資相談などの必要に迫られての実施に加え、今後は

常日頃から経営分析の必要性を啓発し、日々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となっている。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

① 窓口相談や巡回を通して、経営分析の意義や必要性、その内容等について情報提供

し、経営分析を実施する小規模事業者を掘り起こしていく。特に、地域特産品を取り
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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て重点的に働きかけ

を行うとともに、事業承継や事業譲渡に興味を持つ事業主においても自社の価値や評

価を把握する上からその必要性を訴えるものとする。 

 

② 経営分析を希望する事業者に対して、まず自社の強みや弱みなどを事業主から聞き

取りして定性的な分析を行うとともに、経営分析システム(全国商工会連合会)などを

活用し、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額などの生産性等の財務データを中心に公開されている複数の業

種別経営指標を踏まえた財務分析を実施する。 

  また、必要に応じて、宮崎県商工会連合会経営支援センター（注 1）や公益財団法

人宮崎県産業振興機構(総合相談窓口、よろず支援拠点等)、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

析する項目は業種別の業界動向や地域の経済動向を加味し、日経テレコンによるＰＯ

Ｓ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または組み合わせることによって、より詳細な分析を行うこ

ととする。 

 

③ 分析の結果は事業者ヘ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･解決に活用する。 

  抽出された経営課題については、商工会も一緒になり課題解決に取り組むとともに、

当該事業者をそのあとの事業計画策定や需要動向調査、販路開拓事業の各支援対象に

導き、伴走型の継続的な支援を実施する。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し、定期的な巡回によって改善状況のチ

ェックなど進捗状況を事業者とともに把握するなど、きめ細やかな支援を実施する。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析の実

施(事業者数) 
4 48 48 48 48 48 

 

（４）期待される効果 

 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数値で正確に把握する

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、地域における自社の位置

づけやその役割等について自覚を促し、将来へ向けての意欲醸成やそれを見える化する

事業計画策定の動機付け及び事業計画策定、長期的な経営戦略立案のための基礎資料と

なる。 

 また、複数の小規模事業者の経営分析を行うことにより、商工会にとっては、地域内

の商工業の実態を深く把握することとなり、地域や業種・業態が抱える課題の抽出やそ

の課題の解決に資するものとなる。 

 

 

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 

 現状においては、各種補助金交付申請や経営革新計画承認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での計画策定を実施しているもの
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の、事業部門が限定された計画や補助事業内容に特化したものが多く、経営全体を網羅

する事業計画の策定は少ない状況にある。 

 今後、いかに多くの小規模事業者に対して事業計画策定の重要性を認識してもらい、

実際に事業計画に基づいた経営を実施する事業者をどのように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 

 商工会は宮崎県商工会連合会経営支援センター（注 1）と連携し、地域の小規模事業

者の持続的な発展のために、売上拡大を目指して今後の需要開拓も視野に入れ、事業者

の経営戦略の立案や事業計画策定の支援を実施する。 

 支援先は経営分析を実施した事業者のうち計画策定を希望する者とし、窓口相談や巡

回を通して、地域の経済動向や経営分析の重要性等を啓発しながら、事業計画策定の有

効性について地域内小規模事業者へＰＲし、支援対象者を掘り起こしていく。 

 支援対象となった事業者に対しては、地域の経済動向や経営分析、事業主の経営方針

等を踏まえながら事業計画策定を支援し、策定後も事業計画を指標として進捗状況の確

認や事業の成果分析などの伴走型支援に取り組み、事業者の確実な経営力向上を目指す。 

 宮崎県においては、平成21年度から商工会が中小企業診断士・税理士・社会保険労務

士などの専門家及び宮崎県信用保証協会と連携して中小企業等経営基盤強化支援事業

（注 2）を実施しており、その中で経営分析・事業計画の策定等の支援を行なっている

ことから、当商工会においてもこの中小企業等経営基盤強化支援事業（注 2）を積極的

に活用する。 

 また、必要に応じて、公益財団法人宮崎県産業振興機構(総合相談窓口、よろず支援拠

点等)、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についても、各関係機関と連携した解決支援を

進める。 

 事業計画の策定内容においては、適宜、宮崎県商工会連合会経営支援センター（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や中小企業経営基盤強

化支援事業（注 2）の専門家派遣事業データ、及び日経テレコンのＰＯＳデータなどを

利用し、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も行うこととする。 

 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

促し、商談会等参加による販路開拓を踏まえた事業計画の策定支援に取り組む。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定件数(事業者数) 4 20 20 20 20 20 

 

（４）期待される効果 

 事業計画の策定を通して、経済動向や市場ニーズ、社会情勢の変化等に対応した経営

を行うことが可能となるとともに、経営課題の解決に見通しを立てて経営目標を設定

し、従業員にもその周知・徹底を図りながら、前向きな持続的発展、さらに成長発展を

目指すことが可能となる。こうした事業者が地域内に増えることから、事業者間の切磋

琢磨を促し、地域経済の活性化が期待できる。 

 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
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の基礎資料となるとともに、商工会との共通の指標となり、第三者の商工会が事業の進

捗状況等を確認するなど、定期的に働きかけることから、より確かな事業成果を生み、

売上拡大及び経営力の向上に繋がる。 

 

 

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 

 当商工会においては、事業計画策定後、必ず、数回のフォローアップを実施している。

特に、各種補助金事業においては、事業終了後に実績報告が必要となることから、事業

期間中は不定期ではあるものの複数回に亘って巡回し、事業の進捗状況や事業終了及び

その成果について確認している。しかし、実績報告書の提出以降は、新たな課題等が生

じない限り、経営や事業の成果等について触れ難く疎遠となり、事業者との接触自体も

少なくなる傾向がある。 

 商工会と事業者との距離が開けば、その事業者が持続的な発展を実現しているかどう

か不明になることから、中期的な事業計画の策定や定期的な事業計画の見直しにも取り

組み、持続的発展としての成果を確立できるところまで、当商工会自らが寄り添った支

援を行うことが肝要となる。 

 さらに、小規模事業者の自立・自律を図るためには、自らがローリング方式で定期的

に事業計画を見直すことが必要と考えられることから、どのような支援を継続すれば事

業者に事業計画を活かした経営を定着されることができるかが大きな課題である。 

 また、事業計画策定件数が増加した場合、どのような体制で策定支援を行うかも大き

な課題であり、関係機関との連携や役割分担が求められる。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

 当商工会においては、宮崎県商工会連合会経営支援センター（注 1）と連携し、事業

計画策定後、四半期に 1 回以上の定期的な巡回で、進捗状況の確認及び事業成果等に関

する指導・助言を行うこととする。 

 また、必要に応じて、中小企業経営基盤強化支援事業（注 2）等の専門家派遣事業を

活用したり、公益財団法人宮崎県産業振興機構(総合相談窓口、よろず支援拠点等)、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て、事業実施段階で発

生した経営課題の解決支援に取り組み、売上増加や利益増など一定の事業成果を確認す

るまでフォローアップを継続する。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ実施回数 20 80 80 80 80 80 

 

（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したり、損失を最小限に抑えることが可能となる。 

 また、商工会と小規模事業者との関係が深まり、密な連携が可能となることから、次

期の事業計画策定や経営革新、農商工等連携などのステップアップした事業に取り組み

易くなり、さらなる小規模事業者の振興に繋がる。 
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５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

 小規模事業者の中には、店舗等に多量の在庫を抱え、棚卸もままならず放置し、結果

的に劣化した在庫品を除却せざるを得なくなるところがある。こうした小規模事業者は、

消費者ニーズに対応した商品の入替え等が出来ず、またその需要の変動に対応できなか

った結果であるが、小規模事業者の多くが個人事業であり、事業主の独り善がりで事業

を進める場合が多いため、需要動向を見失うことや需要の変化に気付かないこともある

ものと考えられる。このため、常日頃から需要動向の把握の重要性を事業者に認識させ、

いかにマーケットインの考え方を浸透させて経営に生かしていくかが課題である。 

 また、小規模事業者の販路開拓支援を効果的に進めていくためには、事業計画策定の

段階から需要動向の把握が必要となることから、家計調査結果や観光動向調査結果、消

費動向調査結果等について事業計画策定時にも情報提供することが必要である。 

 さらに、新商品や新サービスの販路開拓に当たっては、実際にテストマーケティング

を行うことで重要な情報を得る可能性が高いため、各事業者に実地調査を促すことも求

められる。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

 需要に関する客観的な調査結果を活用した経営は、消費者ニーズに合致した商品を販

売することが可能となるため、商工会が小規模事業者の取り扱う商品について需要動向

調査を行い、その調査結果を当該事業者に提供し、これらの情報を活かした経営を実践

することを通して、マーケットインの考え方を普及させて、経営力の向上に繋げていく

こととする。商工会が取り組む需要動向調査は、次の手順で実施する。 

 なお、高千穂町は世界農業遺産認定を活かし、地域活性化に資する取り組みを積極的

に実施していくため、当面は商工会においてもこの取り組みに歩調を合わせ、観光土産

品及び認定地域の産品並びにその地場産品を原材料にした食料品を優先的に取り上げる

こととし、こうした商品等を取り扱い、かつ、経営分析や事業計画策定を実施する事業

者を支援対象とする。 

 

①町内における需要動向調査の実施 

 観光客向けに販売されている土産品、特にまんじゅう・だんご、漬物、焼き菓子、

果実加工品などを対象商品に、それを製造する小規模事業者の売上拡大を図るため、

需要動向調査を実施する。 

＜調査場所＞ 

 調査は、町内観光施設の土産店、道の駅、宿泊施設の売店で行う。店頭・店内で

の聞き取りのため、店舗を運営する事業者の協力を得て行う。 

＜調査方法等＞ 

 調査方法は、来店客に対するヒアリング調査とする。まんじゅう・だんご、漬物

など品目別に各30票を収集する。 

＜調査内容＞ 

 調査内容は購入目的(誰のために)や購入した商品についての購入のきっかけ・ポ

イント、及び試食を通して商品の味、分量、色どり、パッケージデザイン、価格設

定などについての評価・満足度とする。 

 また、高千穂土産品として新たに期待することを聞き取る。 
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＜調査結果の活用＞ 

 調査結果については、品目別、商品別、及び購入者年齢層別に集計して分析・把

握した上で事業者にフィードバックし、事業計画策定や商品・サービスの開発・改

良、宣伝ＰＲ等に活用する。 

 

②町外へ販路開拓を進めるための需要動向調査の実施 

 経営分析や事業計画策定を実施する事業者のうち、町外・県外への販路開拓を目指

す事業者については、その取り扱う商品に関して、町外・県外での需要動向調査を実

施する。 

 高千穂町は世界農業遺産認定を活かした取り組みを推進することから、当面は高千

穂産の米、蕎麦、きんかん、トマト、しいたけ、たけのこ、釜炒り茶、高千穂牛など

を原材料とする商品を対象とする。 

＜調査場所＞ 

 調査は、町外向け販路開拓のための商談会・展示会及び町外での物産展・即売会(販

売催事)の会場で行う。 

＜調査方法等＞ 

 調査方法等は、バイヤーや来店客(消費者)及び主催者に対するヒアリング調査と

する。当ブースに来られたすべての人に調査を依頼し、100％回収を目指す(1 日 50

名を想定。)。 

＜調査内容＞ 

 試食を通して商品の味や分量、色どり、及びパッケージデザイン、価格設定など

について、バイヤー等の評価・満足度を調査する。 

 また、取引成約に繋げるための改善内容及び新たに期待することを聞き取る。 

 なお、総務省等発表の統計資料を収集するとともに、関係機関や専門家の協力を

得て、同種・同類、類似商品の全国的な売上額や市場シェア、市場動向を調査し、

当該商品の目標とするポジショニングに見当を付け、バイヤー等との取引量や契約

内容に関する妥当性判断の参考にする。 

＜調査結果の活用＞ 

 調査結果については、バイヤーは売上規模別、最終消費者は年齢層別に集計して

分析・把握した上で事業者にフィードバックし、営業先の絞り込みやターゲットの

見直しなどを含め、事業計画策定や商品・サービスの開発・改良、宣伝ＰＲ等に活

用する。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

【①町内での調査】需要動向

調査結果をフィードバック

して支援する事業者数 

0 10 14 14 14 14 

【②町外向け商談会等での

調査】需要動向調査結果をフ

ィードバックして支援する

事業者数 

0 5 10 10 10 10 
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（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となるため、より消費者のニーズに合った商品・サービス

の開発・改良等を生み、販路拡大や売上増大に繋がるとともに、事業計画策定にも活か

され、小規模事業者の持続的発展、成長発展が期待される。 

 

 

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 

 高千穂町においては、町内に観光客及び町民向けの特産品販売所として「道の駅たか

ちほ」及び「高千穂がまだせ市場鬼八の蔵」があり、また、町が宮崎市の宮崎空港ビル

内に「神都高千穂そら市場」を開設し、高千穂町内産品の販売に注力している。しかし、

昔ながらの商品が多くみられ、その売れ行きに限りが見えることから、ブラッシュアッ

プや新商品開発など新陳代謝を図ることが必要となっている。 

 特に、「神都高千穂そら市場」は宮崎空港ビル内の売店であることから、出発前に県外

の知人等へ贈る商品を買い求める人が多いため、高価格帯の商品が売れる傾向にあり、

町内 2 施設が移動途中の客や地元住民が中心で空港内とは客層も異なっているため、空

港売店に町内 2 施設と同一の商品を並べるのではなく、ターゲットを定め、空港売店に

相応しい商品開発やブラッシュアップが求められている。 

 高千穂町商工会は毎年、小規模事業者に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」、宮崎銀行等主催の商談会等への参加を呼び掛けてきたものの、今までは

参加事業者が限られる状況にあった。しかし、熊本地震後、熊本県側からの観光入込客

数が激減し、町内売店での売上げを大きく落とす苦い経験をしたため、県外の百貨店、

食品スーパーなどに販路を持つことが重要となっており、今後はこうした県外に販路を

求め、商談会参加を希望する事業者が増加すると見込まれる。このため、商工会はより

多くの商談会情報を収集し、広く事業者へ提供するとともに、小規模事業者に対して商

品規格書など十分な準備の上で、商談相手を見定めて参加するよう支援していくことが

求められる。 

 小規模事業者の中には、在京県人会や在京高千穂会、親戚縁者等を通して首都圏での

販売を望まれる事業者がある。しかし、多くの小規模事業者が、商品やサービスの企画・

販売を事業主自身が担っており、そのほかの従業員の関わりは限られている。このため、

事業主が数日間高千穂を離れて、首都圏で行われるイベントや百貨店催事に参加するこ

とは、町内での売上げを捨てて未知の売り場に飛び込む大きな挑戦となっている。まし

てや、最近では催事期間が1週間から10日間と長いものが多くなっており、派遣人員や

事業主の体力的な不安も参加を躊躇させる要因に上乗せされている。 

 こうしたことから、小規模事業者が地域内で進める新たな需要開拓と県外への販路開

拓をどのように支援し、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 

 小規模事業者の取引先や顧客を増加させ、売上及び利益の増大に繋げるため、商品力

の強化や商談会への参加、バイヤーとの交渉、営業活動等について支援に取り組む。 

 支援対象は、経営分析、事業計画策定を実施し、県外へ商品・サービスの販路拡大を

希望する事業者とし、特に、高千穂町と歩調を合わせて世界農業遺産認定を活かす観点

から、観光土産品及び認定地域の産品並びにその地場産品を原材料にした食料品で商

品・サービスそのものが高千穂のＰＲにも資する事業者を優先的に支援する。 
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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

不可欠となるため、需要動向調査結果も活用しながら、マーケティングの専門家やバイ

ヤー等による評価を受けつつ、具体的な改善点、狙うべきターゲットの設定などについ

て、商工会は小規模事業者に対してアドバイスを行う。 

 また、商工会は対象事業者に「高千穂がまだせ市場鬼八の蔵」及び「神都高千穂そら

市場」並びに「道の駅たかちほ」への出品を促し、店頭での消費者アンケートや売上情

報を収集分析した上で事業者にフィードバックし、商品の改良等を促すものとする。 

 

②商談会・物産展への参加を通した需要開拓 

 商工会は専門家の指導を仰ぎながら、対象事業者の商品・サービスに合った商談会や

営業先を選び、小規模事業者の商談会参加を支援する。対象商品は、需要動向調査に準

じることとし、一般社団法人新日本スーパーマーケット協会主催の「スーパーマーケッ

ト・トレードショー」や株式会社ビジネスガイド社主催の「東京インターナショナル・

ギフト･ショー」、全国商工会連合会主催の「ニッポン全国物産展」など、より多くのバ

イヤーと接し、より広くＰＲできるものに積極的に参加するよう働きかける。 

 事業者の参加準備として、商工会は専門家指導の下に効果的なブースづくりや販売・

試食の方法、商品規格書・ＦＣＰシートの作成などについて助言するとともに、商品コ

ンセプトや原材料の必然性・こだわりなどに関するセールストークの演習を準備項目に

加え、事業者に万全な参加態勢の構築を促す。 

 物産展や催事については、特に、当日の売上目標を設定してその達成に向け、商工会

は事業者に顧客へのＤＭ送付、及び効果的なディスプレイやＰＯＰの作成などを助言す

るとともに、開催後に消費者やバイヤーとの直接取引に繋がるよう、チラシ・パンフレ

ットを活用したＰＲにも注力するよう求める。 

 また、商談会においては、商工会職員は事業者の隣に同席し、バイヤー等からの意見・

要望を正確に把握するとともに、その意見・要望に対する事業者の理解・認識を助け、

商談後の商品改良等を円滑に支援していくこととする。その商談期間中に成約まで至ら

なかった場合においても、名刺交換等行った取引可能性のある相手に対しては、必要に

応じて、後日、小規模事業者が取り組む営業活動を支援する。特に、大手のバイヤーに

ついては、後日に生産現場を訪問し製造過程を確認するなど調査を行い、成約までに数

か月を要することが多いものの、1 件の成約で月商 100 万円を超える取引になることが

あるため、商工会が事業者に寄り添って地道な粘り強い営業及び商品改良等を継続して

もらうこととする。なお、小規模事業者は人員等限られるため、宮崎県商工会連合会と

連携して経営指導員等の同行支援を行うとともに、物産展等への参加は観光ＰＲにも資

することから、高千穂町や一般社団法人高千穂観光協会に対して職員派遣等の協力を求

めることとする。 

 こうした商談会・展示会等参加を通して、小規模事業者と県外の百貨店や大手スーパ

ー等との取引を成立させ、売上拡大を達成する。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

需要開拓を支援する事業者

数 
未確認 5 10 10 10 10 
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ブラッシュアップ商品数 

(1事業者1～3点) 
0 10 20 20 20 20 

商談会参加事業者数 未確認 5 10 10 10 10 

商談会参加等による成約数 未確認 5 10 10 10 10 

成約による年間売上げアッ

プ額(万円) 
未確認 750 1,500 1,500 1,500 1,500 

展示会等出展事業者数 未確認 5 10 10 10 10 

展示会等出展における売上

目標達成(延べ事業者数) 
未確認 5 10 10 10 10 

展示会等出展による売上目

標額(万円) 
未確認 125 250 250 250 250 

 

（４）期待される効果 

 需要開拓のため、商談会や展示会等への参加、バイヤーへの営業･交渉などに係る様々

な支援を進めることから、小規模事業者は事業計画に則り前向きな経営を展開すること

が可能となり、よって売上及び利益の増加が期待できる。 

 また、専門家による商品のブラッシュアップや売上分析等は、組合せて実施すること

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。 

 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

１ 現状と課題 

（１）恒例の祭り・イベント 

 当商工会は、観光振興や地域の賑わいづくりのため、町や一般社団法人高千穂町観

光協会等関係団体と連携し、事業毎に組織される実行委員会に参画した上で、次の祭

り・イベント等の事業運営に参加・協力している。 

①高千穂神社春季例祭(4月)、槵觸(くしふる)神社秋季例祭(10月) 

 高千穂神社や槵觸神社の例祭で行われる御神幸行列において、神輿の担ぎ手と

して参加するとともに、商工会女性部は部員総出で木剣踊りを披露する。 

②ヒルクライム高千穂天岩戸大会(5月) 

 尾平峠トンネルまでの登り坂、最大標高差 619ｍ、最大勾配 12.8％、計測距離

14.8㎞を一気にかけ上げる自転車レース。商工会は特に、閉会式等の運営に協力

する。 

③サルタフェスタ(8月) 

 若者を中心に企画運営される町内最大のイベント。商工会青年部及び会員が子

供から年配者まで一日楽しめるよう、工夫を凝らした出店を行う。 

④神話の高千穂建国まつり(2月) 

 天孫降臨や天岩戸など、神話の里高千穂を代表する祭りで、毎年建国記念日に

合わせて開催される。商工会は神様パレードに、神様衣装で参加するとともに、

商工会青年部及び会員が出店し、会場の賑わいづくりを行う。 

 こうした祭・イベントについては四季の風物詩であり、多くの観光客で賑わってい

る。恒例化した事業であるがゆえに、ステージや出店においては一定の成果が求めら

れることから、マンネリ化を払しょくする創意工夫が求められている。 
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（２）新たな試み・チャレンジ 

 高千穂町においては、年間 150 万人超の観光客が名勝天然記念物高千穂峡や高千穂

神社を訪れているものの、その地点から約 700 メートルしか離れていないまちなかは

閑散とし、空き店舗が目立つ状況にある。このため、観光客をまちなかに如何に引き

込むかが長年の課題となっている。 

 こうした中、当商工会は一般社団法人高千穂町観光協会と連携し、平成27年度補正

予算商店街インバウンド促進事業の採択を受け、高千穂峡・高千穂神社から町中心部

(繁華街)に向かう県道、神殿(こうどの)通りの空き店舗を活用して、外国人観光客を

ターゲットに高千穂町等の郷土料理を提供するレストランを開設する。当レストラン

において、食事の提供に加え、より詳細な観光情報等を発信し、外国人をまちなかに

長く滞在させ、まちなかの活気を醸成しようという取り組みである。オープン後、当

レストランのＰＲや有効活用を図っていく必要がある。 

 また、宮崎県西臼杵支庁長他から、盛況を博する宮崎県児湯郡川南町の「川南トロ

ントロン軽トラ市」を手本に、神殿通りで軽トラ市が開催できないかという意見が何

度となく当商工会に寄せられていた。この状況に当商工会女性部長はこの声を無視す

ることが出来ないと、平成27年 8月ごろから動き出して準備不十分の中、高千穂神社

から町中心部(繁華街)までの神殿通りの一部区間を車輌通行止めにした上、歩行者天

国となった区間を会場に新鮮野菜や加工品を積んだ軽トラックで出店し、地域の住民

や観光客に買い物を楽しんでもらう「高千穂軽トラ市」をスタートさせた。町内の各

関係団体に参画を呼び掛けて実行委員会を組織したが、ＪＡ高千穂地区農業協同組合

等経済団体の参画が弱いため出店が10数店舗に止まり、十分な魅力を演出できないま

ま、試行的に第1回目を平成27年 11月に開催した。初の試みとあり、第1回は宮崎

日日新聞等の記事に取り上げられたものの、12月の2回目以降は出店者の確保や集客

に苦慮し、開催の都度試行錯誤を続けている状況にある。出店や集客を図る上で、広

報や周知手段が重要となるが、新聞折込を年 1 回程度、ほかは町内防災無線でお知ら

せするのみであり、ポスターやチラシ、新聞広告ほか宣伝・広報活動が不足している

ことは明白である。当商工会は、継続は力なりと平成28年度も7月(出店11、来客200

人程度)、9月(出店17、来客300人程度)、11月(出店20、来客300人程度)、12月(出

店 24、来客数 300 人程度)に試行的な開催を実施したが、定期的な開催や目的達成の

ためには、実行委員会の再編成による関係機関との連携強化や十分な予算の確保など、

様々な課題が山積している。 

 

 

２ 地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）世界農業遺産認定を契機に軽トラ市の本格的実施 

 高千穂町を含む「高千穂郷・椎葉山地域」が平成 27 年 12 月に世界農業遺産に認定

されたことを受け、認定 5 町村の委員で構成される世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地

域活性化協議会(会長：内倉信吾高千穂町長)は平成28年度よりシンポジウムやフォト

コンテストの開催、ロゴマークの作成、都市部でのプロモーションイベントなどを実

施してきている。前述のとおり、認定地域の産品やそれを原材料とする加工品等につ

いては、ロゴマーク入りシールを貼付する認証制度が創設され、本格的にスタートす

るところである。 

 当商工会においては、こうした世界農業遺産認定を活かした取り組みに合わせ、世

界農業遺産認定ＰＲの一環として認定地域全体に参加を広く呼びかけ、新生「高千穂

軽トラ市」を本格的に実施する。 

 「高千穂軽トラ市」開催の目的は、高千穂神社等を訪れる観光客を町中心部まで誘
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導し、沿道の商店や中心市街地での回遊に繋げ、賑わいの創出・中心市街地の活性化

を目指すものであるが、熊本地震の影響等により観光客数は大きく落ち込んでおり、

以前の入込数まで復興するには数年を要すると思われる。このため、「高千穂軽トラ市」

の本格的な実施によっても短期間で成果を生み、初期の目的を達成することは難しい

と考えられる。 

 しかし、軽トラ市は出店者と消費者との触れ合いが活発に行われることから、地域

の産品を直に消費者へアピールすることができるとともに、世界農業遺産認定を広く

周知する機会にもなる。また、商工会においては、起業希望者や商工業者に対して新

商品のテスト販売の機会として参加を呼びかけ、出店数を増やすとともに、創業や新

商品開発を活発化させる。このことにより、軽トラ市の魅力が高まり、「川南トロント

ロン軽トラ市」のような賑わい創出に近づけるものと考えている。 

 このように「高千穂軽トラ市」は地域活性化のために重要であるため、高千穂町や

宮崎県西臼杵支庁、一般社団法人高千穂町観光協会、ＪＡ高千穂地区農業協同組合、

高千穂町旅館業組合、高千穂警察署等と目的を共有して「(仮称)高千穂軽トラ市協議

会」を組織し、新生「高千穂軽トラ市」を本格的に実施する。協議会は年1回開催し、

各関係機関が出店募集や広報・ＰＲ、交通案内、道路占有認可などの役割を確認する

とともに、出店や来客、商品売上げ等についての評価や開催方法の改善に取り組み、

賑わいづくりに繋げていくこととする。 

 

 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 商工会の経営指導員等は、それぞれキャリアや得意分野等が異なることから、他の支

援機関等との連携や情報交換は、各自の支援業務を顧みるきっかけになるとともに、新

たな情報を入手し、小規模事業者へ提供することでより質の高い経営支援となり、小規

模事業者の売上拡大等目的達成の可能性をさらに高めることとなる。 

 このため、次のとおり、他の支援機関との情報交換を実施する。 

① 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県北地区の商工会職員で

構成する宮崎県商工会職員協議会県北部支部において、職員を対象とする研修会(年

2回開催)及び意見交換会(四半期毎に1回以上開催)を通して、経済動向調査の具体

的な方法やその結果及び活用方法、事業計画策定における課題と解決策など経営発

達支援計画で取り組む様々な経営支援ノウハウについて情報収集する。特に、優れ

た取り組みや新たな施策活用方法等については、小規模事業者に情報提供し、小規

模事業者の新たな取り組みに対する施策活用の掘り起しや活用の促進を図る。 

② 日本政策金融公庫との関係においては、当公庫主催の創業セミナー(年 1 回開催)

や商工会職員と公庫職員との合同研修会(年 1 回開催)などを通して、経済動向や金

融動向、資金需要、支援が求められる業種等について情報収集を行う。特に、地域

経済の実情や市場動向については、小規模事業者に情報提供し、小規模事業者の経

営安定を図る。また、支援が求められる業種については支援対象の掘り起しを強化

する。 

③ 町内の金融機関との関係においては、高千穂町中小企業者特別融資制度会議(年1

回開催)などを通して、地元の経済動向や資金需要、支援が求められる業種等につい

て情報収集を行う。特に、地域経済の実情や市場動向については、小規模事業者に

情報提供し、小規模事業者の経営安定を図る。また、支援が求められる業種につい

ては支援対象の掘り起しを強化する。 
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④ 南九州税理士会延岡支部との税務協議会（注 4）において、税理士との連携によ

る税務支援について情報交換し、税務に係る課題及び解決策等の情報収集を行う。

入手した情報は、小規模事業者に提供して課題解決を図る。 

⑤ 公益財団法人宮崎県産業振興機構(総合相談窓口、よろず支援拠点等)のコーディ

ネーター及び中小企業診断士等専門家との関係においては、宮崎県商工会連合会主

催の研修会及び専門家派遣事業、並びに出張窓口相談等を通して、経営支援ノウハ

ウ及び業界動向等について情報収集し、小規模事業者の事業計画策定等に活用する。 

⑥ 高千穂町担当課や一般社団法人高千穂町観光協会担当課との関係においては、観

光動向、農業 6 次産業化の動向、世界農業遺産認定を活かした地域活性化・賑わい

づくりの取り組み等について情報収集し、特に、観光動向や地域活性化・賑わいづ

くりの施策については、小規模事業者に提供し、小規模事業者の販売促進に活用し

て売上拡大を図る。 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 商工会職員はそれぞれにキャリアや得意分野等が異なることから、各自で一定水準の

経営支援を実施できるよう、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）主催の研修会にも参加

することで創業支援や経営革新計画県知事承認支援など、経営支援のための施策の活用

方法などを習得する。 

 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

拠点の事例研修及び金融機関主催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を習得する。 

 加えて、宮崎県経営基盤強化支援事業（注2）等の専門家派遣や窓口相談等を通して、

各方面の専門家に経営指導員が同行・同席して、専門家の経営支援ノウハウを学ぶとい

うＯＪＴにより、より実践的、専門的な知識や支援方法を習得する。 

 当商工会内部においては、朝礼において各職員が実施している事業の進捗状況を確認

する。また、経営・情報支援員が小規模事業者の記帳や労働保険等を代行していること

から、経営指導員と経営・情報支援員が連携して個社の経営分析や事業計画策定などを

実施することとし、そのためには四半期に 1 回以上、全職員による勉強会を開催し、高

千穂町商工会全体の小規模事業者経営支援の能力向上を図ることとする。 

 また、小規模事業者経営支援に係る経済動向の調査結果や個社の経営分析、事業計画、

需要動向調査結果及び個社支援の経緯等については、朝礼や商工会全職員による勉強会

を通して定期的に共有するとともに、適切なセキュリティーのもと、紙ベース及びＰＤ

Ｆ等電子データファイルで管理し、商工会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 

 本事業の評価に当たっては、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 
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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 

 

 事業の評価及び見直しについては、次のＰＤＣＡサイクルにより毎年度実施すること

とする。 

① 評価に当たっては、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、当商工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、当商工会に対してアドバイス・助言等を

行う。 

③ 当商工会は、外部評価委員会からの評価や助言、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、当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、当商工会事務所にも常設して閲覧可能な状況とする。 

 

 

【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。現在は、宮崎県商工会連

合会に経営支援センターを設置し、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。県北地区には、延岡市三北商工

会北方支所に、経営支援センターのサテライトが設けられている。 

 

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 南九州税理士会延岡支部の税理士と商工会等が、小規模な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。 

 

4 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、35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 

（令和３年６月現在） 

（１）組織体制 

①役 員 

 会長1、副会長2、理事17、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 

 事務局長1、経営指導員2、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 

高千穂町商工会 

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井778 

TEL:(0982)72-2350  FAX:(0982)72-4873 

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

 

 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                     （単位 千円） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 2,500 2,500 2,500 3,500 3,500 

 

調査事業 

販路開拓等支援事業 

研修事業 

地域振興事業 

1,000 

1,000 

200 

300 

1,000 

1,000 

200 

300 

1,000 

1,000 

200 

300 

1,500 

1,300 

200 

500 

1,500 

1,300 

200 

500 

（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、国補助金、県補助金、町補助金、事業受託費 

 

 

（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 

 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 

 商工会及び宮崎県商工会連合会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 

 商工会及び宮崎県商工会連合会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 

 商工会及び宮崎県商工会連合会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．新たな需要開拓 

 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 

 

高千穂町代表：町長 内倉信吾 

   住所：宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井13  電話番号：0982－73－1212 

   役割：調査事業支援・情報共有、商談会等事業 
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一般社団法人高千穂町観光協会代表：会長 佐藤哲章 

   住所：宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井809-1  電話番号：0982－73－1213 

   役割：調査事業支援・情報共有、商談会等事業 

 

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 茂雄二 

   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 

 

公益財団法人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：0985－74－3850 

                 (よろず支援拠点)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 

 

日本政策金融公庫延岡支店代表：支店長 奥園賢史 

   住所：宮崎県延岡市瀬之口町1丁目3番10  電話番号：0982－33－6311 

   役割：調査事業支援、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 

 

宮崎銀行高千穂支店代表：頭取 平野亘也 

   住所：宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井791  電話番号：0982－72－2125 

   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 

 

宮崎太陽銀行高千穂支店代表：頭取 林田洋二 

   住所：宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井803  電話番号：0982－72－2171 

   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 

 

熊本県信用組合高千穂支店代表：理事長 島田万里 

   住所：宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井8-3  電話番号：0982－72－2101 

   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 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県商工会連合会 

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 

高千穂町商工会 

経営発達支援事業 

宮崎県、高千穂町 

高千穂町観光協会 

日本政策金融公庫 

宮崎県産業振興機構 

日本政策金融公庫 

宮崎県信用保証協会 

町内金融機関 

宮崎県産業振興機構 

日本政策金融公庫 

宮崎県信用保証協会 

町内金融機関 

宮崎県産業振興機構 

日本政策金融公庫 

宮崎県信用保証協会 

町内金融機関 

宮崎県、高千穂町 

高千穂町観光協会 

宮崎県、高千穂町 

高千穂町観光協会 

宮崎県中小企業団体 

中央会 

日本政策金融公庫 

町内金融機関 

小規模事業者の 

持続的発達 
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