
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

五ヶ瀬町商工会（法人番号 1350005003367 ） 

実施期間 
平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

地域資源を活用しながら、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五

ヶ瀬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．地域資源を活用した特産品等の開発と地域ブランドの確立

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地域経済の動向調査の実施 

②小規模事業者実態調査の実施 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①小規模事業者の経営基盤強化を支援するため、経営の現状

 を正しく把握をするための経営状況の分析を行う。 

②小規模事業者が保有する経営資源や財務状況などの情報

やヒアリングを通じて課題を把握する。 

③分析結果は小規模事業者に提供し、事業計画の策定から 

実行支援を通じて経営基盤の強化に活用する。 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】  

①事業計画策定支援の実施 

②専門家派遣等による支援の実施 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること。 

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対象商品を選考して需要動向調査を実施 

②消費者モニタリング調査の実施 

③調査結果は事業計画策定・商品改良・新商品開発等に活用

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商品力の強化・物産展への参加支援及びフォローアップ 

②専門家による商品のブラッシュアップ 

③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「五ヶ瀬ワイン・五ヶ瀬茶」ブランドの確立 

②観光客の誘致促進 

③関係機関等と連携した取り組みの推進 

連絡先 

五ヶ瀬町商工会 

 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所 2118 

  ℡：（0982）82‐0072  FAX:(0982) 82‐0363 

  E-mail gokase@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 五ヶ瀬町の現状と課題 

１ 五ヶ瀬町の現状 

（１）概要   

 五ヶ瀬町は宮崎県北部山沿いの熊本県境に  

位置し標高 1,200ｍから 1,600ｍ級の山々が 

連なり阿蘇山を展望できるなだらかな丘陵地帯 

である。平均標高が 620ｍと高いため、過去 5年 

間の年間平均気温は 13.0℃と冷涼な地域で、冬季 

の最低気温は－9.8℃を記録したこともある。 

その気候を活かして、日本で最南端のスキー場が 

あり、年間 2万人の観光客がある。 

宮崎市まで車で 3時間かかるが、熊本市まで 

は 1時間 20 分という時間距離にあり熊本県との 

社会経済的な交流が盛んである。 

（２）人口等の状況 

ピーク時の昭和35年には9,321人の総人口が平成17年には5,000

人を割り、現在に至るまで徐々に人口減少を続け、現在の人口は 

4,005 人である。また、国立社会保障・人口問題研究所によると 

五ヶ瀬町の将来の人口は 5年後に 3,500 人、10 年後の平成 38 年 

には 3,200 人に減少すると予測している。このまま人口減少が続 

けば生活用品等を取扱う小売店が撤退・廃業し、高齢者などいわ 

ゆる交通弱者が増えることにより、食料品など生活に必要 

な物資の購入ができない買い物難民が増加すると推測される。 

人口減少は基幹産業の農林業をはじめ、町のあらゆる産業の 

衰退につながり、地域全体の活力低下を招くことが心配されている。 

 

【世帯数・人口の推移】                       （世帯・人） 

年度 世帯数 人口 年度 世帯数 人口 

昭和 35 年 2,298 9,321 平成２年 1,435 4,005 

昭和 40 年 2,038 8,264 平成７年 1,440 5,265 

昭和 45 年 1,752 7,104 平成１２年 1,426 5,079 

昭和 50 年 1,566 6,347 平成１７年 1,398 4,812 

昭和 55 年 1,538 6,034 平成２２年 1,368 4,427 

昭和 60 年 1,505 5,808 平成２８年 1,335 4,005 

                                 (出典:五ヶ瀬町） 

 

五ヶ瀬町

熊本県 

鹿児島県 
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(３) 町の産業 

五ヶ瀬町の基幹産業は林業・農業（特にお茶が盛ん）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。商業は、人口減少、近隣市町への量販店の進出が相次ぎ、商店数や従業者数は急激

に減少している。また、製造業では第三セクターの五ヶ瀬ワイナリーがあり、積極的にワインの製

造販売を行っている。また観光業では冬季だけではあるが、日本最南端のスキー場があり、県外か

らの観光客が多く、この時ばかりは宿泊業等が潤い、町が活気づく。 

（４）五ヶ瀬町の商工業振興の方針 

平成２３年に制定された第５次五ヶ瀬町総合計画（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を次のように示している。 

① 施策方針 

商工会を中心に商工業従事者同士だけでなく消費者との結束を深め、町内で消費促進を図る 

② 施策の体系 

 ○既存商工業の基盤強化支援 

 ○商業機能の充実 

③ 具体的な施策 

 ・商店街店舗の経営安定を目指す 

 ・農商工連携等による地域資源を活用した新たな産業の創出 

 ・雇用の創出事業また起業支援事業等の活用 

 ・魅力ある店舗づくりやサービス向上等の支援体制の充実 

 ・商工会等との協力による対応策の検討 

 

 ２ 五ヶ瀬町の商工業の現状 

 （１）商工業の現状 

五ヶ瀬町内の商工業者数は、１０年間で約１０％減少している。建設業は災害工事等の増加で

微増しているが、小売業に関しては、人口減少、大型店、量販店の近隣市町への進出による域内

消費の流出、地域間競争の激化により、小規模店を中心に約 30％減少しており、非常に厳しい

経営環境が続いている。今後も、人口減少や近隣の大型店との競合に変わりはないが、特に小売

業・サービス業が生き残っていくためには、個店の経営基盤強化のため、伴走型の支援が不可欠

である。 

【町内小規模事業者数の比較】 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 合計 

Ｈ１８ 17 12 1 39 28 13 110 

Ｈ２８ 18 16 １ 28 31 8 102 

(出典:商工会実態調査)

 五ヶ瀬町では、地域産業の育成のため、第三セクター方式で地域特産のぶどう（年間生産額：80

ｔ）を使ったワインの製造を行い、観光協会を中心とした農産物の加工食品の開発に積極的に取り

組んでいる。特にワインについては年次新酒を開発し、ワインを使った商品化も進めている、また、

他にも豊かな自然が作り出す釜炒り茶は全国品評会で毎回入賞するなど、本町の産業振興に大きく

貢献し、大きな期待が寄せられている。 
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（五ヶ瀬ワイナリー）     (ワインとワイン商品）    （五ヶ瀬特産の釜炒り茶） 

 

（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小規模零細で経営資源に乏しく、かつ勘と経験による計画性のない

経営を行ってきている。そのため、経営環境の変化に影響を受けやすく、対応を誤ると事業の継

続さえ危ぶまれる場合もある。地域経済や地域コミュニティの維持には小規模事業者の存続が必

須であり、経営を維持するには経営分析や事業計画の策定を通じた経営力の強化が重要な課題で

ある。 

②商業機能の維持発展 

町の中心部には元々、商店街といえるほどの集積はなかったが、人口減少が進み、熊本市へ消

  費流出が続く中で、小売店の多くが廃業あるいは地区外転出して地域内の僅かな商店が経営を維

持し残っている状況である。雇用吸収力の高い小売業が減少することで町外就業や若年層の町外

流出につながるという負の連鎖が続いている。やる気のある個店を支援して魅力的な店に育てる

ことと、新規開業の促進が急務である。 

③地域資源を活用した特産品等の開発と地域ブランドの確立 

ワインなどの地域資源を活用した特産品の販路開拓や加工品の開発、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。 

 

 Ⅱ 商工会としての中長期的な振興の在り方  

  人口減少等に伴い小規模事業者が苦戦している現況は既述のとおりであるが、地域に密着した 

経営を行っている小規模事業者は、地域経済や地域コミュニティの維持に不可欠な存在である。 

つまり、足腰の強い小規模事業者の存在が不可欠であり、商工会には、小規模事業者を育成する使

命がある。 

中長期的な振興のあり方として、町の総合計画の施策方針に沿って五ヶ瀬町の人口動態等を見据

えた地域振興の在り方と地域資源を利用した魅力ある店舗づくりやサービスの向上を行うことに 

より小規模事業者の経営安定を目指す。そのために、小規模事業者が苦手な経営分析から事業計画

策定と実行、その過程で求められる需要動向や販路開拓など様々な支援メニューを伴走しながら提

供する。町行政等からも商工業の振興に関して大きな期待があり、連携支援の体制も構築できてい

る。 

商工会は長い間、小規模事業者の経営の改善発達を支援する「経営改善普及事業」に取り組んで

おり、小規模事業者の経営支援の経験とノウハウを有している。経営改善普及事業の支援メニュー



４ 
 

としては、金融、税務から高度専門的な分野まで広いが、商工会が少人数で様々な業務をカバーし

ていることもあり、単発的な支援に終始している現状がある。 

しかし、商工会は小規模事業者を一番近いところでサポートできる組織であり、今まで以上に 

個社の支援に特化していく。 

  

Ⅲ 経営発達支援事業の目標 

 商工会では、前述の中長期的な振興の在り方を踏まえて、その第１段階である５年間の経営発達

支援計画を以下のとおり定める。 

 

１ 小規模事業者の経営力強化 

経営発達支援事業は、個社支援に特化したメニューであり、事業者に寄り添いながら持続的な 

支援が求められている。今後はこれまでの経営改善普及事業に加え、小規模事業者が比較的苦手と

する経営分析から事業計画の策定、需要開拓まで踏み込んだ支援を行い、売上や利益の改善、雇用

拡大等の成果を確認しながら、着実に個社の経営基盤の強化を支援する。   

   

２ 地域資源を活用した特産品等の開発と地域ブランドの確立 

五ヶ瀬町には多種多様な地域資源があるが、特産品として開発、販路開拓などに向けた統一的な

取り組みは少ないことから、「特産品プロジェクトチーム」(仮称)を立ち上げて、関連機関との協

議の場を設けて取り組んでいく。このプロジェクトの目的は、各団体が協力しながら販路の拡大、

物産展の共同開催、特産品の共同開発ができるよう協議を重ねていくことである。 

五ヶ瀬ワインは、町をあげて生産、販促に取り組んでいる最有力候補であるが、長期的には、ワ 

イン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。そして五ヶ瀬ブランドとして、既存商品については今

以上に県内外へ販路を広げ、売上増加につとめていく。開発した新商品については物産展などで他

の地域にない差別化された特産品としてＰＲを行う。 

既存商品の販売強化策として商工会アンテナショップへの出品、企業のみならず、行政・商工会・

農協・観光協会等のＨＰでのＰＲやネット販売、また県内外の物産展・商談会への出展など販売促

進を町一丸となり取り組む。 

 

Ⅳ 目標達成に向けた方針 

商工会が行う小規模事業者の支援は、金融、税務、労務、企業法務など多様なメニューについて

簡易なものから高度専門的なものまで幅が広い。また、持続化補助金、ものづくり補助金、創業補

助金などの各種補助事業の活用なども有効である。 

支援の手法はマンツーマンが基本で、経営指導員をはじめとする商工会の職員の能力に左右され

る傾向がある。このような観点から、支援する職員のレベルアップに努めることは当然であるが 

関連機関との連携支援が必要であり、商工会から情報交流を働きかけていく。 

想定している連携の内容は、情報の収集提供、支援ノウハウの共有化、専門家の派遣、補助金の

申請等。連携先は、宮崎県商工会連合会、近隣の商工団体、日本政策金融公庫や町内金融機関、 

中小企業診断士や税理士等の専門家、宮崎県、五ヶ瀬町等の行政機関など。 
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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２９年４月１日～平成３４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 

地域の経済動向や関連する情報については、中小企業景気動向調査(全国商工会連合会)や県北経 

済の動向(宮崎県)など一定の情報は定期的に入手できている。しかしながら、商工会では、管内の

小規模事業者(特に非会員)の実態把握も不十分で、入手できている情報の分析、提供する内容、時

期、方法などについても組織として明確にされておらず、小規模事業者の経営支援に活用できてい

ない。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

①地域経済の動向調査 

下記の通り公表データから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等

を把握し、小規模事業者支援の基礎資料として活用する。 

ァ 収集する公表データ 

・中小企業景気動向調査(全国商工会連合会) 

   四半期ごとに入手できる全国版及び宮崎県版の小規模事業者の景気動向調査データ(売上、 

  採算、資金繰り、設備投資の各 DI) 

・県北経済の動向(宮崎県) 

 四半期ごとに入手できる宮崎県北部地域の景気動向調査データ(電力消費量などの生産活動、

 大型小売店売上などの個人消費、公共工事などの投資関連、有効求人倍率などの雇用情勢、

企業倒産、信用保証状況等の金融情勢) 

・その他参考資料 

 分析を委託する事業者から求められる参考資料や下記②小規模事業者実態調査の集計結果 

  ィ 分析方法 

    専門会社に整理分析を委託して、小規模事業者の景況感について、本県、全国との比較分析

を中心に、県北地域や業種別の動向を加味した分かりやすい資料を作成する。なお、データは

四半期ごとなので年２回２期分ずつまとめて分析を依頼する。 

ゥ 結果の活用方法 

分析結果は、小規模事業者の経営分析や事業計画策定支援の際に活用し、かつ商工会ホーム

 ページで公表していつでも閲覧できるものとする。 

 

②小規模事業者実態調査の実施 

前述のとおり、支援対象者である管内小規模事業者の実態把握が不十分であることから、毎年 

実施している会員ニーズ調査を拡充して管内の全小規模事業者を対象に「小規模事業者実態調査」

を行う。回収したデータは整理して管内の全小規模事業者に提供し、かつ商工会 HP にて公表して

いつでも閲覧できるものとする。  
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 ァ 調査の方法 

   年１回、管内の全小規模事業者に対してアンケート調査票を配布して行う。 

 ィ 収集するデータ 

  事業者の属性、経営上の課題・将来の展望、後継者の有無、商工会に求める支援など 

ゥ 結果の活用方法 

  回収したデータは、整理集計して管内の全小規模事業者に提供し、かつその後の経営分析、

事業計画策定などの支援に活用する。併せて地域経済の動向調査において、分析を委託する 

事業者から要請があれば、参考資料としても活用する。また商工会 HP にて公表していつでも

閲覧できるようにする。 

 

(3)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

地域経済の 

動向調査 

調査回数/年 ０ 2 2 2 2 2 

商工会 HP での 

公表回数/回 
0 2 2 2 2 2 

小規模事業者 

ニーズ調査 

(拡充) 

調査回数/年 0 1 1 1 1 1 

調査件数/件 0 105 105 105 105 105 

小規模事業者へのフィ

ードバック件数 0 105 105 105 105 105 

商工会 HP での 

公表回数/回 
0 1 1 1 1 1 

(4)期待される効果 

小規模事業者は統計的なデータを経営に活かすという視点よりも経験に基づく経営判断が多 

く、判断が間違う場合も多い。正しいデータに基づく経営環境等の分析とその結果に基づく事業

計画の策定・実行が必要であり、この調査結果を事業計画策定・実行支援に活用することで小規

模事業者の理解が進むと期待できる。 

また、小規模事業者実態調査におけるアンケート結果は、地域内他社の景況感、不足する資源、

必要とする支援策などを知ることができ、自社の経営の在り方を見直す参考資料となりうる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)現状と課題 

小規模事業者の経営分析の支援は、金融斡旋時や記帳代行者などの一部に実施しているが、 

その後の事業計画策定等に繋がる一連の支援計画に基づくものは少ない。 

正しい現状分析による経営判断を行い、事業計画策定につなげる経営の重要性を考えると、支

援の強化が必要である。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

① 支援対象者の選考方法 

小規模事業者実態調査での経営分析支援ニーズのある事業者、金融相談者、記帳代行者から 

選考する。現在の商工会職員体制を考慮し年間 15 件の計画で実施していく。 
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② 経営分析を行う項目と手法 

ァ 分析項目 

・経営資源（人材:生産性、保有資産・技術、有力取引先、資金力等その他) 

・SWOT(強み、弱み、機会、脅威) 

・財務(収益性、生産性、安全性、損益分岐点) 

ィ 分析手法 

・経営指導員による巡回ヒアリング 

・専用ソフト等による財務諸表分析 

③ 分析結果の活用方法 

分析の結果は簡易な報告書(A4 サイズ)にまとめて、事業者へフィードバックする。その際に

見方・活用方法について十分に説明し、自社の現状認識を深めてもらうとともに経営課題の把握

に取り組んでもらう。把握された経営課題については、事業計画に織り込んでもらい、その計画

の実行支援など一連の支援を随時行い、小規模事業者の経営基盤の強化を図る。なお、高度専門

的な内容については、連携支援機関の専門家派遣制度を利用しながら実施する。 

 

(3)数値目標 

現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

３ 15 15 15 15 15 

 

(4)期待される効果 

経営分析による経営課題の抽出は重要なプロセスであるが、感覚的には理解しているものの 

その意義・必要性を良く認識して実践している小規模事業者は少ないと思われる。その要因とし

て、データの収集方法、分析の方法と結果の見方、課題の抽出方法などが分からない、煩雑であ

るということが考えられる。そもそも経営状況の分析は、補助金申請や金融などが目的ではなく、

個社の経営環境や経営資源の現状を正しく把握して、今後の事業展開に活用するために事業計画

策定につなげるものである。商工会がこの事業を通じて分かりやすく、継続的に支援することで

その主旨を理解させ、小規模事業者の意識変革、自律的な取組みの拡大が期待できる。 

 

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 

小規模事業者の多くは、経営分析による課題の抽出、それに基づく事業計画の策定・実行という

過程を経ずに、過去の経験や業界の慣行を重視した経営判断をしているものと推測される。 

また、商工会が実施している事業計画策定支援も経営革新や補助金、借入返済条件変更など特定

の目的のための単発的なものが多い。このような状況では、管内の小規模事業者の経営力強化は 

望めない。現状分析とそれにもとづく事業計画の策定・実行が重要なことを理解させ、商工会が 

常時、事業者と共に考え、寄り添いながら支援していく伴走型支援を行い、今までのように単発的

に終わるものではなく、ＰＤＣＡを繰り返しながら事業計画を策定していくことが望まれる。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

本商工会では小規模事業者の経営基盤の強化に向けて、計画的な経営、PDCA サイクルの重要性
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を啓発し、自律的に取り組む事業者を増やすことを一つの目標としている。本事業では、経営状況

の分析が支援の起点となることから、経営分析を実施した全事業所を対象とし、需要開拓まで視野

に入れた事業計画の策定を支援する。また、技術的な課題、法的な問題などの解決が必要な場合 

あるいは事業計画の実現性評価が難しい場合などについては、連携支援機関の専門家派遣制度を 

利用しながら策定支援を行う。 

 

(3)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定

件数 

経営分析事業者

の支援 
３ 15 15 15 15 15 

専門家派遣による支援/件 ２ 3 ３ ４ ４ ４ 

 (4)期待される効果 

経営分析から事業計画策定につながるプロセスにおいて、今まで気づかなかった自社の状況や

経営課題を知ることができ、各種統計情報の活用方法などのノウハウも学習できる。計画的な経

営、PDCAサイクルの重要性を体験できる良い機会となり、その後の支援に繋げることができる。
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)現状と課題 

今まで商工会が実施してきた事業計画策定支援が補助金申請など特定の目的のための単発的な

ものが多いことから、事業計画策定後のフォローアップもなかったり、要請に応じて実施する単

発的なものに終わっていた。 

本事業での小規模事業者の支援は、経営状況の分析を起点とし、需要開拓まで視野に入れた事

業計画の策定と実践を継続的に支援する内容であり、計画の遂行がなければ次に進めない。 

しかしながら、小規模事業者は少ないスタッフで多くの業務を遂行している関係で、事業計画

の遂行や遂行管理の優先順位は低く、次第に計画遂行の意欲も薄れてくる傾向がある。そのため

商工会が定期的に巡回訪問して実行をサポートすることが必要である。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

① 事業計画策定事業者を対象者 

経営指導員が３か月に１回以上訪問して、遂行状況の確認と新たな課題の掘り起こし、解決

方法の提案を行う。 

② 専門的な課題が生じた場合は連携支援機関の専門家派遣制度を利用して解決を図る。 

(3)数値目標 

支援内容 現状 29 度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定事業者の巡回フォロー回数 ３ 60 60 60 60 60

専門家派遣支援/件 0 6 6 6 6 6

(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、業務繁忙時など計画遂行が停滞しやすい時期の遂

行を促すことができる。また、想定外の問題の発生などに早期に対処することも可能になる。 

このような継続的な支援により、事業計画策定の意義と実践経験を体得させて、ＰＤＣＡサイ
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クルの重要性を理解させていく。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)現状と課題 

現在、独自に需要動向調査を実施している小規模事業者はほとんどないと推定され、商工会とし

ても相談に応じて関連する情報を提供している程度である。そのため、需要動向と合わない品揃

えの店や売れない要因が理解できていない事業所も見られる。この状態を解消するには、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 

本来、管内の全小規模事業者が保有する商品・サービスに関する需要動向を調査して情報を提供

すべきであるが、当面は、地域資源を活用した特産品開発と地域ブランド化を推進するという観点

から、ワイン関連商品、お茶、観光土産品(地域資源を活かした加工品等)を対象に需要動向調査を

実施する。 

①対象商品の選考・需要動向調査の実施方法 

ごかせ観光協会や生産者と協議して、ワイン関連商品、お茶、観光土産品(地域資源を活かし 

た加工品等)について、それぞれ 1～2点ほどピックアップし、専門家や関係機関の協力を仰ぎな 

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。ピックアップ商品は毎年度見直 

し、特に新商品は優先的に対象商品とする。 

調査内容は、JRS(経営情報サービス)、日経テレコン、市場情報ナビ(MieNa)及び業種別審査辞典

から同種商品に関する全国的な売上やシェア等の市場動向、売れ筋、商圏などのデータを対象品目

別に収集し、次項②の消費者モニタリング調査の結果と合わせて整理分析し、商品ブラッシュアッ

プや新商品開発に活用する。モニタリング調査では購買客層を知るために年代層、性別、商品

の評価等を調査項目としマトリックス分析等を行う。 

 

②特産センターごかせ（ごかせ観光協会）でのモニタリング 

五ヶ瀬町の特産品を販売しているごかせ観光協会に協力も求め、特産センターごかせへの出品を

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、需要動向調査でピックアップし

た商品については、いろどり、分量、パッケージデザインなどの消費者モニタリングを行う。並行

して売上の推移を記録・分析して、商品の評価を行い改善点のアドバイスを行う。具体的には消費

者モニタリング数は、ピックアップした商品を購入した消費者全員に前述の分量、パッケージなど

に関する調査表の回答を依頼し、実際のピックアップ商品の売上状況等と比較分析を行い内容を検

討し改善していく。 

 

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

商品の改良や新商品開発、販路開拓支援に活用する。 
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(3)数値目標 

内   容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

需要動向調査 

実施商品数 
０ 6 6 6 6 6 

消費者モニタリング数 0 120 120 120 120 120 

 

(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で、消費者のトレンドが読み取れ、

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 

小規模事業者は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、商工会の支援も情報提供だけに留まっているという状況もある。 

小規模事業者の売上及び利益の増加、五ヶ瀬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 

商品力の強化やアンテナショップへの出品促進、物産展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。 

①物産展への参加支援及びフォローアップ 

連携関係にあるごかせ観光協会の主催する物産展への参加支援を行い、新たな販路開拓の支援

を行う。出展前の準備から出店時の対応及び出店後のフォローを継続して行う。 

物産展の開催時期、開催場所、来場者数や売上データを整理分析して、総合的な商品評価を行

い、商品のブラッシュアップあるいは新商品開発につなげる。専門的なアドバイスが必要な場合

は、以下のとおり専門家によるブラッシュアップを行う。 

（予定している物産展） 

物産展名 目 的 対象者 

雲海酒造新酒まつり 特産品ＰＲ・販売 イベント客 

世界農業遺産ＰＲイベント 地域及び特産品ＰＲ・販売 イベント客 

東京修学旅行物産展 中学校の修学旅行に合わせて東京にて中学生

と共に町のＰＲ、特産品のＰＲ・販売を行う。

商店街等の買い物客 

 

②専門家による商品のブラッシュアップ 

類似する多数の商品群と競合しながら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。前記需要動向調査で行うモニタリング調査で得られた情報も活用しながら、マーケテ

ィングの専門家による評価を行い、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
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スを行う。 

③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。 

ァ「お知らせメールサービス」の登録推進 

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。 

ィ ＳＨＩＦＴシステムの活用推進 

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。これによって小規模事業者の積極的な情報発信を支援

できる。 

(3)数値目標 

内   容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

専門家による商品 

のブラッシュアップ数 
０ 5 5 5 5 5 

物産展の参加支援・フォロー

アップ件数 
０ 5 5 5 5 5 

お知らせメール登録数 ０ ５ ２０ ２０ ２０ ２０ 

ＳＨＩＦＴシステム登録件数 １３ ２０ ２５ ３０ ３０ ３０ 

 

(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。

需要動向調査データ等を参考にした専門家による商品のブラッシュアップなどを組み合わせて実

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、物産展等の情報をタイムリーに届けることは、物産展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．「五ヶ瀬ワイン、五ヶ瀬茶」ブランドの確立 

五ヶ瀬ワインを製造している「五ヶ瀬ワイナリー」は平成 17 年度に創業し現在 11 年目を迎え

て観光客も多く訪れ観光地にもなっている（来訪者：年間 29 万人）。銘柄は現在 11 種類あり、常

時、新商品開発に取り組んでいる。生産量は、昨年度、全国に 9万本を出荷しており人気銘柄は

品薄状態になることもあり銘柄名も定着してきている。またワインを利用した関連商品も製造し

ており、ワインに特化した商品も増えつつある。また五ヶ瀬茶は地元でしか生産されていない「釜

炒り茶」であり、お茶の全国品評会では昨年度、部門で優勝した業者もあり、お茶の生産業者が
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一丸となり「五ヶ瀬茶」をアピールしている。また生産業者の中にはお茶を利用した商品開発に

も取り組んでいる。商工会としては、関連する事業者等で構成する「特産品プロジェクトチーム」

(仮称)の設立を呼び掛けて協議の場を設ける。構成メンバーは以下の予定。このプロジェクトチ

ームを設立することにより町内の各団体、業者間の意識共有が図られチーム結成の目的である地

域資源を用いた新商品の商品化、ブランドの確立が一層図られる。 

特産品プロジェクトチーム（予定） 

役職名  

チーム長 商工会長 

委 員 五ヶ瀬ワイナリー支配人 

委 員 〃     工場長 

委 員 観光協会事務局長 

委 員 特産センター責任者 

委 員 お茶生産・製茶業者 

委 員 お茶生産 製茶業者 

委 員 町商工担当者 

委 員 商品開発の外部専門家 

事務局 商工会経営指導員 

 

２.観光客の誘致促進 

五ヶ瀬町は山間部にあるが、阿蘇外輪山を望み、夕日がきれいな里である。観光スポットとして

は、しだれ桜で有名な浄専寺、日本最南端のスキー場である五ヶ瀬ハイランドスキー場、特産のブ

ドウを活かした五ヶ瀬ワイナリーなどがあり、年間２９万人(県内 14 万人、県外 15 万人)の観光客

が訪れている。平成２７年１２月に五ヶ瀬町も含まれる高千穂郷・椎葉山地域が世界農業遺産の認

定を受けて入込客の増加が期待されている。なお、地域の意識共有として地元で生産された農産物

またそれらを原材料とした製造物には「世界遺産認証シール」を貼付できることに決定しており販

路開拓する上で有利なると思われる。 

隣接する高千穂町が年間１４４万人の観光客を誘致しており、宿泊施設など受入体制も整備され

ているが、五ヶ瀬町は、主に福岡など北部九州からの入込客の囲い込みに適した立地にある。しか

し、本年 4月に発生した熊本地震により観光客が極端に減少し、特に宿泊業は影響が大きく、第一

四半期（4月～7月）の売上が例年の 30％まで落ち込んだ。現在、官民あげて回復に努めている。

 

３.関係機関等と連携した取り組みの推進 

本町では隣町の高千穂町を含んだ西臼杵 3町で各団体が協議会等を組織しており地域間交流が 

さかんに行われている。また、五ヶ瀬町観光協会とは一心同体で地域振興事業にとりくみ、相互に

協力しながら町の活性化に取り組んでいる。今後も観光協会と相互に協力しあいながら新商品の開

発などの支援、情報交換等を行っていく。 

町行政とも密接に情報交換等を行っており、町議会議長が、前商工会長だったこと、議員に会員

が多いことなど商工会への理解は大きく、意識共有はかなりできている。 

今後さらに、近隣市町村の関係団体とも連携しながら、特産品の開発や販路開拓とともに農家民

泊の開業促進など民間としてできる取り組みを通じて観光客の誘致に努めて、地域全体の活性化に
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つなげる。 

 

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 

地域や規模の違いはあっても小規模事業者の支援については、ほぼ同じやり方でほぼ同じ課題を

抱えている商工会同志の情報交換は頻繁に行われており、今後もそれを継続する。具体的には、県

内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では、各商工会の経営指導員が月 1

回定例的に経営支援会議を開催し情報交換・勉強会を行っている。この会議を通じて、小規模事業

者の利益に資する支援情報やノウハウなどについて他の商工会経営指導員より得られた情報を参考

にしたり、事業推進にあたり相互に問題点があれば協議し解決を図る。また、商工会単独では入手

しがたい情報の取得や専門的な知識が必要なテーマについては、該当する外部支援機関や専門家と

情報交換しながら支援を実施する。想定する連携先は、日本政策金融公庫の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、税理士との連携に

よる税務支援に係る情報交換などがある。これらの連携先とは年 1回の会議を実施する。 

また、特に外部専門機関である(公財)宮崎県産業振興機構には商品開発等の支援を依頼し連携す

る。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

現在、経営指導員は比較的多くの研修機会に恵まれている。主催者別では、宮崎県、宮崎県商工

会連合会、中小企業大学校、よろず支援拠点などがあり、テーマ別では、創業支援や経営革新、六

次産業化、事例研修などがある。問題は、研修で得た知識・スキルを小規模事業者の支援に活用す

ることであり、実際の支援で使えるような訓練が必要である。合わせて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と対応の仕方などを 

学習することが効果的である。また、今回経営発達支援計画を策定するにあたり、特に商品開発、

販路開拓等の知識が必要となってくるので今後は当該関連の研修も受講する。特に特産品は地元農

産物を利用するので、農業関係の知識、あるいは酒醸造の知識も必要であると考えられる。外部研

修はもちろんのこと定期的に商工会内部においても週に一度、研修会を開催し、全職員が一緒にな

って勉強することで小規模事業者経営支援能力を上げ、また担当職員が異動することもありうるの

で支援に関する情報、事例等を職員間で共有できるフォルダーに PDF 等で保存管理する。 

 

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 

(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

を宮崎県商工会連合会が設置する外部評価委員会に提出して評価を求める。 

(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、理事会に報告し、見直し案

を決定し、年１回、五ヶ瀬町商工会の総会に報告して承認を受ける。 

(4)事業の評価・見直しの結果については五ヶ瀬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。 
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【外部評価委員会の構成予定表】 

 

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 商工観光担当部署 職員 

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、見直しサイクルのイメージ】 
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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 

（２８年１１月現在）

（１）組織体制 

   ①役員 

会長 1 副会長 2 理事 11 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・情報支援員 1 

⇒事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（２）経営発達支援事業実施体制 

① 役員: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 

事務局責任者(経営指導員):事業統括、事業遂行、関係機関との連絡調整 

経営・情報支援員:事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（３）連絡先 

   五ヶ瀬町商工会 

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ケ所２１１８ 

TEL：(0982)82-0072 FAX：(0982)82-0363 

   Mail: gokase@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） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

 

調査事業 

研修事業 

地域振興事業 

1,500 

200 

500 

1,500

200

500

1,500

200

500

1,500 

200 

500 

1,500

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 

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 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

８．支援力向上のための取り組み 

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、創業支援、経営革新計画・承認 

五ヶ瀬町 代表：町長 原田 俊平  

住所：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 1670 電話番号：0982-82-1700 

     役割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、創業支援 

特定非営利法人ごかせ観光協会 
     代表：理事長 宮崎 信雄 

住所：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 98-1 電話番号：0982-82-1200 

     役割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、地域経済の振興 

宮崎県よろず支援拠点 
代表：チーフコーディネーター 長友 太 
住所：宮崎県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、創業支援 

日本政策金融公庫延岡支店 
    代 表：支店長 中世古 尚人 
    住 所：宮崎県延岡市瀬之口町 1-3-10     電話番号:0982-33-6311 

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、創業支援 

宮崎銀行高千穂支店 
代表：支店長 那須 浩人  
住所：宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井狭山 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、融資等の金融サポ
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ート、商談会等の情報提供、創業支援 

宮崎銀行五ヶ瀬出張所 
代表：所長 椎葉 年美  
住所：宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ケ所 1067-4     電話番号:0982-82-0147 
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、融資等の金融サポ

宮崎太陽銀行高千穂支店 
代表：支店長 佐藤 美明  
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、融資等の金融サポ

ート、商談会等の情報提供、創業支援 

公益財団法人宮崎県産業振興機構 
代表：理事長 岡村 巌 
住所：宮崎県宮崎市佐土原町東那珂 16500番地 2     電話番号：0986-73-0786 
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 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

代表：理事長 高田 担史 
住所：東京都虎ノ門３－５－１虎ノ門 37森ビル   電話番号：03-3433-8811 
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、経営指導員等の研修支援 
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連携体制図等 
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