
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
小林商工会議所（法人番号 9350005004507） 

実施期間 平成 30 年 4 月 1日～平成 35 年 3月 31 日 

目標 

≪経済状況の変化に柔軟に対応し、稼ぐ力を十分に持つ「しなやかで強い企業」の

育成支援≫ 

①徹底した経営分析を基礎とした顧客ニーズを捉えた事業計画作成への支援 

②「稼ぐ力の向上」を目的とした販路開拓支援 

③外部計画とリンクさせた個社支援 

④菓子製造業を重点産業と定めた支援 

⑤事業承継への支援 

⑥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小林市の経済動向把握 （小林市・宮崎県が公表するデータの活用） 

②宮崎県の経済動向把握（宮崎県内企業景況調査の実施・分析） 

③全国の経済動向把握 （日商ＬＯＢＯ調査の実施・分析） 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

①経営指導員による経営状況の分析 

②事業者自身での経営状況分析 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①経営分析結果に基づく事業計画の策定支援（既存事業者対象） 

②創業計画の策定支援（創業事業者・第 2創業事業者対象） 

③事業承継計画の策定支援（既存事業者対象） 

4.事業計画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取組み 

②創業計画策定後のフォローアップの取組み 

③事業承継計画策定後のフォローアップの取組み 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

①小林市観光ＤＭＯと連携したテストマーケティング調査の実施 

②バイヤーによるアドバイス調査の実施 

③チーズ饅頭の新商品を対象とした地元朝市でのマーケティング調査の実施 

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販路開拓・新規需要開拓支援セミナーの開催 

②商談会・物産展への参加支援 

③小林市の特産品を集めたＥＣサイトの立ち上げ 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

(1)中心市街地活性化に関する協議 

(2)中心市街地の賑わい創出 

(3) 観光振興に関する協議 

(4) 消費喚起に関する協議 

連絡先 

小林商工会議所 中小企業相談所 

〒886-8602 宮崎県小林市細野 1899-3 

電話番号 0984-23-4121  FAX 番号：0984-22-7667 

e-mail：k-cci@miyazaki-cci.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 

1.小林市の現状と課題 

 

〔小林市の概要〕 

小林市は南九州の中央部に位置し、宮崎県の県西地区である「西

諸地域」の中核都市であり、隣接の市町村であるえびの市・高原

町を含めた地域の経済・生活圏の中心的存在である。2006 年に旧

須木村、2010 年には旧野尻町と合併し現在へと至っている。面積

は 563.09 平方キロメートルで宮崎県の 7.3％を占めている。鹿児

島県、熊本県との県境に近く交通の要所であり、ＪＲ在来線・九

州自動車道が通り、宮崎ブーゲンビリア空港・鹿児島空港ともに

2時間弱でアクセスできる利便性を持っている。 

南西部には霧島連山、北部には九州山地の山岳が連なり、緑豊

かな森林や高原が開け、清らかな渓流美を誇る河川とその流域に

は優良農地が広がり、ジオサイト（地質遺産）や温泉、湖沼など

の個性的な地域資源も多数存在する。豊かな自然環境は重要な自

然遺産として評価され「霧島ジオパーク」「綾ユネスコエコパー

ク」に認定されている。市街地・住宅地は麓の盆地に形成されて

おり、住んでいる人々も自然の恩恵を存分に受けている。 

 

〔小林市のイメージ〕 

・《名水のまち》 

環境省の「名水 100 選」に選定された「出の山湧水」をはじめ市内に 75 か所の湧水地を有する。

・《星がきれい》 

「星のふるさと日本一」に過去 5回選ばれた。 

・《生駒高原》 

雄大な霧島山をバックに秋には 100 万本のコスモスが一面に咲き誇り年間約 14 万人の観光客が

訪れる市内最大・県内でも有数の観光地である。 

･《スポーツのまち》 

駅伝・バスケットボール・ハンドボール・新体操などの競技において全国有数の強豪校がある。

・《移住促進ムービー「ンダモシタン小林」》 

小林市が平成 28 年に作成し、当地区の方言である「西諸弁」を効果的に使ったことが話題とな

り動画再生回数 230 万回の大ヒットとなり、小林の名を全国へ広めるものとなった。 

・《チョウザメ》 

当会議所が中心となり地域の新たな特産品「チョウザメ」を使ったご当地グルメを開発し、食を

モチーフにした他所では味わうことのできない観光を発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（画像：小林市ＨＰより） 

（コスモスの時季の生駒高原） 

（移住促進ムービー 
「ンダモシタン小林」の一場面） （チョウザメ） 
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・《チーズ饅頭》 

「チーズ饅頭」は小林市が発祥の地

であるといわれており、小林市のみ

ならず宮崎県を代表するお土産品

のひとつである。宮崎県内で約 250

店舗が製造販売しており、小林市内

で約 10 店舗が製造販売を行ってい

る。一般的にはクッキー生地にチー

ズを包みオーブン・鉄板で焼いたも

のであり焼き菓子に分類される。そ

れぞれの店舗において生地がしっ

とりしているものやサクサクしたものなど特徴があり、中のチーズにおいても固形状・半固形状

のものやフルーツのジャムが入っているものなど多種多様なアレンジがされている。形状が一般

的な丸型ではなく棒状のものも販売されており、食べやすさや見た目のよさから大変人気で 1日

約 4,000 個を売る人気店もある。 

 

〔人口減少・高齢化について〕 

小林市の人口は 45,174 人(平成 29 年 10 月 1 日現在)。平成 22 年度の人口 48,267 人と比較して、

7 年間で約 3,000 人の人口減少となっている。小林市の将来推計人口は平成 52 年（2040 年）には

34,867 人、平成 72 年（2060 年）には 25,815 人と推測されており、平成 22 年（2010 年）の人口か

ら約半減することが見込まれている。人口の減少は消費・生産すべての分野において多大なインパ

クトを与えるものであり、小林市の最大の課題である。また、高齢化率は 33.84％となっている。

[小林市の人口・高齢化率] 

年 平成 22 年 平成 29 年（10 月 1 日現在） 対比増減 

人口 48,267 人 45,174 人 －3,093 人 

高齢化率 30.2％ 34.154％ ＋3.954％ 

 

〔産業全体の俯瞰〕 

小林市は「名水のまち」と言われ万物の源である「水」が豊富で良質なことから、農畜産業が盛

んであり市の基幹産業となっている。 

宮崎県の特産品である完熟マンゴーやメロン、全国和牛能力共進会において肉牛日本一を達成し

た宮崎牛の産地として有名であり、観光農園として梨・ぶどうなども人気である。この他の野菜や

果物においても良質なものが生産されており、県内外でも評価が高い。良質で豊富な 1次産品を使

ったスイーツなどの食品加工品や木工加工品も数多く開発されているものの、まだポテンシャルを

秘めた分野であるといえる。6次産業化の積極的な推進も必要である。 

産業大分類別の市内総生産額をみると平成 25 年は 129,861 百万円となっており、平成 20 年と比

較すると 5年間で 3,862 百万円の減少となっている（全体割合 3％程度減）。総生産額に占める 1次

産業の生産額割合を、宮崎県の指数（4.4％）と比較すると小林市は 8％となっており、1次産業の

生産額が相対的に高いことが窺える。ただし、3 次産業（サービス業・卸売小売業など）に占める

割合が 74％と圧倒的に高いことから市経済全体を浮揚させるにはこの分野への支援は必須である。

[小林市内総生産]                              （単位：百万円）

年 
平成 20 年 平成 25 年 

対比増減 
宮崎県の指数

（平成 25 年）生産額 割合 生産額 割合 

1 次産業 13,189 10％ 10,963 8％ －2,226 4.4％ 

2 次産業 19,319 14％ 23,507 18％ ＋4,188 22.9％ 

3 次産業他 101,215 76％ 95,391 74％ －5,824 72.7％ 

総生産合計額 133,723 100％ 129,861 100％ －3,862 100.0％ 

（出典：「小林市統計書」より） 

 一般的なチーズ饅頭 
（宮崎市観光協会 HP より）

棒状のチーズ饅頭 
（小林市観光協会 HP より）
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〔小林市全体の取り組み〕 

○中心市街地活性化の取組み 

小林市の中心市街地は小林駅を中心とした周辺地区である。中心市街地の商業の現況は悪化の

一途をたどっており、平成 9 年と平成 24 年を比較すると事業所数は 40.3％減・年間販売額は

51.8％減と大幅な減少となっており、中心市街地の衰退が明確な現状である。背景にはモータリ

ゼーションの進展により、郊外に県外資本の大型店が多数出店。安価で多種の商品がそろうこと

から消費の中心が郊外大型店へと移ったことが大きな要因である。 

この状況を受け、小林市においては「小林市中心市街地活性化基本計画」を策定し、平成 28

年 3 月 15 日に内閣府の認定を受け中心市街地の再生に着手。平成 33 年 3 月までの 5か年計画が

現在進行中であり、官民一体となって活性化に取り組んでいる。 

 

[小林市の中心市街地における商業の現況] 

中心市街地 平成 9年 平成 24 年 増減率 

調査実数 
事業所数（社） 263 157 －40.3％ 

年間販売額(百万円) 27,744 13,374 －51.8％ 

シェア率 
事業所数 35.3％ 21.3％ －39.7％ 

年間販売額 51.5％ 17.4％ －66.3％ 

（出典：「小林市中心市街地活性化基本計画」より） 

 

○日本版観光ＤＭＯ組織の立ち上げ 

 小林市の観光面での課題としていずれの観光地も季節的要因での集客が主であり、通年で観光

客を集客できる観光地が少ないことが挙げられる。よって、観光関連の消費へと結びつける取り

組みも期間限定になり効果が限られており、産業全体が観光面での恩恵を十分に享受できていな

い現状である。この状況を受け、「観光で稼ぐ」ことを目的として平成 29 年 4 月には※日本版観

光ＤＭＯである「小林市観光ＤＭＯ：小林市観光推進協議会」を設立。飲食業・農林業・商工業

者などと連携し観光戦略の立案や市外からの誘客による市内消費拡大はもとより市内特産品・市

内商店の魅力発信事業などの企画が実施される予定である。現在、小林市の既存の観光地に「食」

や「体験」をプラスすることで新たなターゲットへ訴求することを目的としてモニターツアーな

どの企画立案が進行中である。 

 

※ 日本版観光ＤＭＯとは・・・地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成す

る「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しなが

ら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦

略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。（観光庁ＨＰより） 

 

○「こばやしスイーツめぐり」イベントの開催 

 平成 26 年・27 年に小林市観光協会・小林市主催で「こばやしスイー

ツめぐり」が開催された。小林市では菓子製造業者の質が高く、県内で

も有名なお店が数多くあることからこのイベントが企画された。チケッ

ト制で食べ歩きのできるイベントで 14 店舗のお店が参加し、県内外から

合計約 2,000 名の参加者があり大変人気であった。このイベントの他に

もお菓子とコラボしたイベントが度々企画されている。 
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2.小規模事業者の現状と課題 

 

（1）小規模事業者数の現状 

①事業者数は減少傾向 

平成 21 年と平成 26 年の 5年間での小規模者数を比較すると全体で 13.8％の減少となっている。

減少が大きい業種は建設業・小売業である。建設業については公共事業の縮小等が影響していると

思われ、小売業については県外資本の大型店の出店等が影響しているものと思われる。 

 

[小林市の産業別小規模事業者数] 

業種 平成 21 年（社） 平成 26 年（社） 対比増減（社） 増減率 

建設業 243 170 －73 －30.0％ 

製造業 90 82 －8 －8.0％ 

卸売業 57 56 －1 －0.1％ 

小売業 382 290 －92 －24.0％ 

飲食業 245 219 －26 －10.6％ 

その他サービス業 367 347 －20 －5.4％ 

その他 229 225 －4 －0.1％ 

合計 1,613 1,389 －224 －13.8％ 

（資料：経済センサス） 
※ 平成 22 年に旧野尻町と合併したため、平成 26 年度のデータは比較の為旧野尻町地区のデータを差し引いたものを記載 

 

②事業主は高齢化が著しい 

当会議所の会員事業所で小規模事業者は 865 社（平成 29 年 8 月現在）

あり、その事業主の年齢分布の内訳は図のとおりである。 

60 歳代以上の事業主が約半数を占めており、全国の例にもれず高齢化

が進んでいる。一方、比較的事業意欲が高い年代層とされる 40 歳代未

満の事業主の割合は 7％と非常に低い。 

 

 

③稼ぐ力が弱い 

平成 28 年度に小林市が調査した「小林市の地域経済の循環についての報告書」によると、小林

市の経済構造は市内を主な販売市場・サービスの提供先とする「市内市場産業」の生産額（153,907

百万円）が、市外を主な販売市場とする「市外市場産業」の生産額（81,951 百万円）を大きく上回

る内需中心の経済構造となっている。また、両産業とも、市外からの調達が外への販売を上回って

おり、域外通貨を稼ぐ力が弱いという報告があがっている。これは管内企業が内需中心の経済構造

に依存し続けた結果であり、地元企業の競争力の低さにも起因したものであると考えられる。 

 

【小林市内のお金の流れ】 

 

 

 

 

 

 
※ 域外通貨を「稼ぐ力」が弱い。内需中心の経済構造 
※ お金が市外へ流れている。（市外への販売額より調達額の方が多い） 
 

 

 

 

 

 

≪市外市場産業≫ 
観光関連産業他 

生産額 81,951 百万円 

≪市内市場産業≫ 
商業・建設業・公務・公共サービス他 

生産額 153,907 百万円 

市外への販売 

59,717 百万円 

市外での調達 

66,216 百万円

市外への販売 

28,765 百万円

市外での調達 

36,830 百万円

（当会議所 会員事業所における 
小規模事業者・事業主の年齢分布） 
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（2）小規模事業者の課題 

 今後も売上減少や人口減少に伴う廃業等により事業者数の減少は続くことが予想される。小規模

事業者のビジネスモデル再構築への支援や「稼ぐ力の向上」への支援が必要である。 

 事業主の高齢化を踏まえ、事業承継について本気で取り組んでいく必要があるとともに、後継者

の育成・若手経営者の育成が必要である。 

 競争力が低く、大型店や県外企業の出店による影響を受けやすく売上の減少が著しい。また、域

外消費を取り込む仕組みづくりもできていない。自社のビジネスモデルを確立しつつ需要がどこ

にあるのかをしっかりと把握し、市外にも目を向けて販路を構築していくことが必要である。 

 経済情勢などの外部環境への対応力が不足しており、未だにホームページ等のない企業が多い。

外部環境を的確に把握し変化に柔軟に対応することが求められている。 

 自社の現状把握がしっかりできていない事業者が多い。経営分析の普及が必要である。 

 事業計画を作成したことがない事業者が多く、事業計画策定への理解を深める必要がある。 

 

3.小林商工会議所のこれまでの取り組みと課題 

 

（1）これまでの取組み 

当会議所においては、「親しめる 頼れる みんなの商工会議所」として、地域の現状を踏まえ

小規模事業者の発展のため以下の事業に取り組んできた。 

 マル経融資斡旋を中心とした資金繰りへの支援 

 記帳代行・決算代行を中心とした税務面での支援 

 経営革新計画および各種補助事業への申請支援 

 各種セミナーの開催 

 専門家派遣事業を中心とした高度な経営課題解決への支援 

 商店街・中心市街地の活性化に資する個店支援 

 個店の販売促進に資するための商店連合会への支援 

 地域の特産品（チョウザメ）を使ったご当地グルメの開発 

 

（2）課題と今後求められるもの 

 これまでの小規模事業者支援は、税務・金融面の支援が中心であり、経済状況の変化に対応した

ビジネスモデルの再構築へ向けた踏み込んだ個社支援まで至っていない。また、地方創生が叫ばれ

る中「地域の総合経済団体」としての当会議所の役割は増してきており、商店街・中心市街地の活

性化へ向けた取り組みが今まで以上に求められているもののマンパワーの不足は否めない状況で

ある。 

今後は事業者数の減少・事業主の高齢化・稼ぐ力が弱いなどの小規模事業者の現状を踏まえ、そ

れぞれの課題解決に向けて 1社 1社と徹底的に向き合い支援することが求められる。一方で「選択

と集中」を行い、限られたマンパワーの中で最大限の効果を地域に還元できる仕組みづくりを構築

するとともに関係機関との連携を一層強め面的な支援を行うことが求められている。 

 

4.中長期的な振興の在り方 

  

小林市が策定した「てなんど小林総合戦略」（実施期間：平成 27 年～平成 31 年）の中では『各

企業・産業における「稼ぐ力」の向上』が施策として掲げられており、経営力アップ事業・地域経

済循環システムの構築などの事業が進行中である。当会議所としても小林市の計画と方向性をあわ

せ連動し効果を高めつつ、「小林市の現状と課題」「小規模事業者の現状と課題」「小林商工会議所

のこれまでの取組みと課題」を踏まえ中長期的な目標（10 年程度）を設定する。 
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5.経営発達支援事業計画の目標と方針 

  

中長期的な振興の在り方を踏まえ、当会議所は以下の 6項目を本計画の目標と定め、目標達成に

向けた方針を立てる。 

 

目標①：徹底した経営分析を基礎とした顧客ニーズを捉えた事業計画作成への支援 

 今後予想される様々な経済状況の変化に対応するためには徹底した自社分析と顧客ニーズ把

握を基礎とした「自社のビジネスモデルを再構築することを目的とした事業計画の作成」が求め

られる。 

 

【目標の達成に向けた方針】 

自社の経営状況を定量面・定性面で徹底的に分析することで自社の「強み」を顕在化すると同

時に、顧客ニーズを捉えた需要動向調査ができるよう支援する。会員・非会員問わず地域の小規

模事業者すべてに向けて発信し、声に応じたやる気のある事業者を拾い上げ徹底した伴走型支援

で「しなやかで強い」企業へと育てあげる。 

 

目標②：「稼ぐ力の向上」を目的とした販路開拓支援 

 目標①とセットで地域の課題である「稼ぐ力の向上」にフォーカスした販路開拓支援を行う。

 

【目標の達成に向けた方針】 

商談会・物産展への参加への支援や地域全体でのＥＣサイトの立ち上げ、個社では取り組みに

限界のある地域ブランドの確立などを「地域の総合経済団体」としてのノウハウ・組織力をフル

に活用して支援する。 

 

目標③：外部計画とリンクさせた個社支援 

 小林市においては「中心市街地活性化基本計画」（平成 33 年 3 月まで）や「小林市観光ＤＭＯ」

のプロジェクトなどが展開中である。それぞれの計画において個社支援に活用できるメニューは

活用し効果を最大限に高める。 

 

【目標の達成に向けた方針】 

中心市街地活性化基本計画においては、数値目標として新規開業事業所数の増加が掲げられて

おり、空き店舗改修補助事業や創業融資利用者への利子補給などのメニューが用意されている。

また、小林市観光ＤＭＯのプロジェクトにおいては域外消費を取り込み地元企業の利益へ結び付

けることを最終目標としてモニターツアーの実施や特産品販売の強化が計画されている。それぞ

れの計画で個社支援へ活かせるものについては積極的に活用し取り組む。 

 

人口減少が進む中、消費・生産すべての分野の規模縮小は不可避であり、経営基盤の弱い小

規模事業者にとっては経済状況の変化への対応が求められる。当会議所においては、経済状況

の変化に柔軟に対応でき、稼ぐ力を十分に持つ「しなやかで強い企業」の育成支援に今後取り

組んでいく。 

これを実現すべくそれぞれの事業者においてビジネスモデルの再構築を推進し、個社の経営

状況を的確に把握し、顧客ニーズを捉えた事業計画の作成を支援するとともに、域外消費を取

り込む「稼ぐ力の向上」に向けた新たな販路開拓支援も実施する。小規模事業者全体を対象と

しつつ、重点支援産業を定め、厚く支援しその効果を地域全体へと波及させる。 
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目標④：菓子製造業を重点産業と定めた支援 

 当地区において菓子製造業者は約 20 社あり、これまで「こばやしスイーツめぐり」などのイ

ベントが開催されるなど、菓子製造業は他地域と比べてレベルが高いものと考える。また、菓子

製造業においては当地区にある豊富な 1次産品が活用でき、お取り寄せが可能な商品が多く地域

外への販売が可能であることからも地域への波及効果が大きく望める産業である。本計画におい

ては菓子製造業を重点産業と定め集中的に支援する。 

 

【目標の達成に向けた方針】 

小林市が元祖と言われる「チーズ饅頭」は全国的にも認知度が高く、製造する地元業者も多く

小林市を代表する銘菓である。日持ちがすることからお土産品としても人気があり、お取り寄せ

が可能な商品である。販路としては小林市を含む宮崎県内、発送可能な商品であれば全国への発

送も可能であると思われる。宮崎県内においては空港・駅・お土産品店などの販路が確立されて

いるものの県外においては確たる販路が確立されていない。また、小林市においても「チーズ饅

頭発祥の地」としてのＰＲが不十分であると思われる。本計画においてはこの「チーズ饅頭」に

絞って需要動向調査・販路拡大・新商品開発などを総合的に支援する。絞り込みを行うことで確

実な効果を菓子製造業者にもたらす。 

 

目標⑤：事業承継への支援 

 事業主の高齢化が進む地域の現状を踏まえ事業承継支援に取り組む。 

 

【目標の達成に向けた方針】 

宮崎県事業引継支援センター・中小企業基盤整備機構などノウハウのある関係機関との連携を

前提に支援を展開し、個社が有する顧客・販路・営業ノウハウを「地域経済の宝」と捉え、事業

承継等により地域内に維持することを推進する。 

 

目標⑥：関係機関との連携強化 

 本計画を円滑かつ強力に取り組んでいくにあたり関係機関との連携を今まで以上に強化する。

 

【目標の達成に向けた方針】 

小林市、宮崎県商工会議所連合会、宮崎県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構や各種専門

家との連携を強化し情報交換を行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（1）経営発達支援事業の実施期間  平成 30 年 4 月 1日～平成 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】 

 

〔現状と課題〕 

 現状は宮崎県内企業景況調査、日商ＬＯＢＯ調査や各機関の発表する調査報告書において各担当

者が独自に経済動向の把握を行い、経営指導に活かしている。また、年 1回、管内事業所を訪問

しており、事業者の生の声をその機会に聞いている。 

 経営支援の場でも担当者の知識・経験上の数字で対応しており、感覚的な部分に頼ったものにな

っており、しっかりとした根拠にもとづくデータの活用がなされていない。 

 調査データの絶対数が不足している。 

 

〔改善点〕 

 各機関の発行する調査データを積極的に収集する。 

 当会議所のホームページ上で公開できるデータは随時公開し、情報を求める事業者がいつでも閲

覧できる仕組みを整える。 

 

〔事業内容〕 

本事業を推進するにあたり、地域の経済動向・地域の小規模事業者の景況感を正確に把握するこ

とは、的確な経営分析・事業計画策定支援をするにあたって欠くことのできない重要な作業である。

小林市・宮崎県・全国における景況感・消費動向・産業別の動向を主に把握することを目的とし事

業を実施する。調査結果については当会議所のホームページにおいて随時公開し会員外にも広く周

知するとともに、事業計画策定支援先を中心に各調査・抽出データをニーズに応じて提供し支援に

活かす。 

これまでの現状と課題を踏まえ、当会議所においては以下の方針で取り組んでいく。 

 

〔支援内容〕 

①小林市の経済動向把握 （小林市・宮崎県が公表するデータの活用）【指針③ 新規】 

・調査目的：小林市における経済動向把握が目的。小林市・宮崎県が公表する統計の一部を活用し

分析したものを事業者に提供する。 

・対象統計：小林市発表「小林市統計書」・「小林市の地域経済の循環についての報告書」 

宮崎県発表「指標でみる宮崎県」・「県西経済の動向」 

上記調査統計に対し下記の項目について調査分析を行う。 

 

調査項目 統計発表元 調査時期 

「市内総生産」（業種別） 
「小林市統計書」 年 1回 

「産業別事業所数、従業者数、年間商品販売額等」

「小林市の世帯収入」（全体・世帯主年代別） 「小林市の地域経済の

循環についての報告書」 

不定期（調査が行

われる都度） 「費目別購入（消費）先の地域分布」 

「事業所総数」「労働力状態」（産業別） 「指標でみる宮崎県」 年 1回 

「大型小売店販売額」（県全体） 
「県西経済の動向」 四半期毎 

「公共工事請負件数・金額」 
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・調査時期：年 1回対象統計が全て公表された時期にデータを収集し、調査分析する。 

・調査方法：当会議所の経営情報支援員が情報収集を行い、分析については小林市発表と宮崎県発

表とのデータ比較及び前調査データとの比較・推移をデータ化し、その背景を地域の

状況を深く知る経営指導員が分析を行う。 

・活用方法：整理・分析された調査結果を当会議所のホームページ等で公開し誰でも閲覧できるも

のとする。 

支援先にあわせて域内の業種別動向をつかむ資料として活用し経営分析や事業計画

策定等に活用する。 

 

②宮崎県の経済動向把握（宮崎県内企業景況調査の実施・分析）【指針③ 既存】 

・調査目的：宮崎県の経済動向把握が目的。宮崎県商工会議所連合会が行っている「宮崎県企業景

況調査」を活用し県内商工業者の景況感を把握する。 

・調査対象：管内小規模事業者等 24 社（全体では宮崎県内 500 社に調査） 

・調査時期：四半期毎に調査を実施。 

・調査項目：業況・売上・仕入価格推移・従業員数・支払条件・借入状況の推移（前年同期比・前

期比翌期予測）・経営課題等 

・調査方法：当会議所の経営指導員が管内小規模事業者等 24 社に対して、ＦＡＸによる調査を行

う。 

宮崎県の経済動向把握の調査は宮崎県商工会議所連合会が宮崎県内の 9商工会議所に

依頼し調査を実施しており、調査結果は宮崎県商工会議所連合会が一括集計し業種毎

のデータ・グラフ化するなどして整理し、前回調査との比較などの分析を行ったもの

を公表している。 

公表数字を基に当会議所で調査した管内小規模事業者等 24 社とのデータを比較し独

自に集計分析を行う。 

・活用方法：整理・分析した調査結果を当会議所のホームページ等で公開する。対象事業者の業種

にあった県内の景況感を把握するべく短中期（1～3年程度）の事業計画の基礎データ

として経営分析での活用や事業計画策定事業者に提供する。 

 

③全国の経済動向把握 （日商ＬＯＢＯ調査の実施・分析）【指針③ 既存】 

・調査目的：全国の経済動向把握が目的。地域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国ベ

ースで毎月調査し、企業を取り巻く経営環境や直面する課題等の現状をデータ化す

る。 

・調査対象：管内小規模事業者等 10 社（全体では国内 2,979 社に調査） 

・調査時期：毎月実施。 

・調査項目：当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況および、自社が直面し

ている経営上の問題などについて調査。 

・調査方法：当会議所の経営指導員が聞き取り調査・ＦＡＸにて調査を行う。 

全国の経済動向把握の調査は日本商工会議所が全国の商工会議所に依頼し一斉に調

査を実施しており、調査結果は日本商工会議所が一括集計し、業種毎のデータ・グラ

フ化などの整理を行い、前回調査・これまでの調査との比較、業種別の業況・売上・

採算の状況などの分析、全国ブロック別の概況などの分析を行ったものを公表してい

る。 

公表数字を基に当会議所で調査した管内小規模事業者等 10 社とのデータを比較し独

自に集計分析を行う。 

・活用方法：業種毎の全国的な景況感を把握するとともに、分析結果を活用し短中期（1～3年程度）

の経営分析や事業計画作成支援・販路支援等の参考にする。 
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〔目標〕 

内 容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度

小林市の経済動向

把握 

調査回数 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

公表回数 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

宮崎県の経済動向

把握 

調査回数 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回

対象企業数 24 社 24 社 24 社 24 社 24 社 24 社

公表回数 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回

全国の経済動向 

把握 

調査回数 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回

対象企業数 5 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社

公表回数 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

〔現状と課題〕 

 これまでは金融支援、財務支援（申告・記帳代行等）、各種補助金申請などの際に必要に応じ担当

者が分析項目をチョイスし独自の分析を行っていた。 

 分析の仕方も担当者によってまちまちであり業界他社と比較ができない。 

 定量分析については既存の分析ツールは「当地区の企業の実情にはなじまない」という先入観か

ら使用が少ない状況である。 

 定性分析についての聞き取りは行っているもののその情報を分析するまでには至っていないケー

スが多い。 

 経営分析を実施している支援先が少ないことから当該事業者の掘り起しが必要である。 

 

〔改善点〕 

 企業の現状を把握することの重要性を関係機関と連携をとりながら広報する。同時に日常業務に

おいても積極的に声かけすることで経営分析対象事業所を増やす。 

 職員すべてが統一で使用できる分析ツールの選定による情報の蓄積・共有。 

 当会議所の支援体制にマッチした分析シートの作成によるニーズに沿った分析の実施。 

 

〔事業内容〕 

経営状況の分析は支援の方向性の決定・事業計画作成の上で欠くことのできない重要なものであ

り、支援機関として個社の経営状況を定量面・定性面で的確に把握することが求められる。これま

での現状を踏まえ、定量面（財務など）の分析では多種な項目を簡易に分析できるツールとして「ロ

ーカルベンチマーク」等を使用することとし、併せて定性面の分析・追加の定量分析を行うべく当

会議所独自に経営分析シートを作成する。経営分析先においては申告・記帳代行先や窓口相談先な

どに積極的に推進していくことはもとより会員外の事業所も対象としてすそ野を広げ、経営状況の

分析に事業計画作成の窓口機能を持たせる。対象事業者には分析結果とともに課題・解決案をセッ

トで提案し、課題解決のための事業計画策定へと導く。事業計画策定においては経営分析の結果を

基礎資料として活用する。 

これまでの現状と課題を踏まえ、当会議所においては以下の方針で取り組んでいく。 

 

〔支援内容〕 

①経営指導員による経営状況の分析 

（「ローカルベンチマーク」「経営自己判断システム」の活用…財務面分析）【指針①・既存拡充】 

当会議所においては経済産業省が提供している「ローカルベンチマーク」・中小企業基盤整備機

構が提供している「経営自己判断システム」を経営指導員が活用し、分析を行う。業界平均との比
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較を基に自社の状況をしっかり確認するとともに、各分析項目において良い部分・悪い部分の確認

を行う。分析結果は事業計画策定へ導くための基礎データとして活用し分析を実施する。 

 

〔分析可能な項目〕 

ローカルベンチマーク 経営自己判断システム 

売上高増加率（売上持続性）、 

営業利益率（収益性）、 

労働生産性（生産性）、 

EBITDA有利子負債倍率（健全性）、

営業運転資本回転期間（効率性）、

自己資本比率（安全性） 

個別指標診断 資金繰診断 

収益性・効率性・生産性・安全性・

成長性の業界値との比較(売上高総

利益率・売上高営業利益率・売上高

経常利益率・総資本営業利益率・総

資本営業利益率・流動比率など) 

自己資本比率・ 

流動比率・当座比率・

固定長期適合率・減価

償却率など 

 

（経営分析シートの作成と活用…強み・弱み・機会・脅威の把握）【指針①・新規】 

小規模事業者の経営状況を正確に把握するためには上記の既存システムの活用と併せて小規模

事業者に適した分析項目の追加と定性面（技術やノウハウ、従業員などの経営資源や社風など）で

の分析を行う必要がある。ＳＷＯＴ分析などを用いて企業の「強み」を顕在化する分析項目も必要

である。そこで当会議所の経営指導員が独自の経営分析シート（定量面・定性面）を作成する。職

員誰もが使用できるよう Excel シートで作成する。なお、作成においては専門家の意見を取り入れ

つつ合理的なシステムの構築を目指す。 

 

・定量分析項目：損益分岐点分析、商品・サービスにおける売上貢献度などを基にしたＡＢＣ分析

による「強み」の顕在化など 

・定性分析項目：ＳＷＯＴ分析による「強み」と改善項目の顕在化、ＳＷＯＴクロス分析による戦

略の構築など 

 

（分析結果のフィードバック）【指針①・既存拡充】 

 各事業所には分析結果・課題の抽出・解決案までをセットでフィードバックする。分析結果をも

とに課題や「強み」の抽出を行い、課題については解決案の提示、「強み」についてはブラッシュ

アップの方法などを提示する。定量面・定性面においても数値の良い悪いだけでなく「なぜこのよ

うな数値になったか」「改善するため・伸ばすためにはどのような手段があるか」「その手段を実行

するためにはどのような課題があるか」「その課題解決のための具体策はなにか」といった課題の

真因まで深堀りを行い、解決案を考えるところまでを経営指導員と事業主が共に行う「徹底した自

社分析の実現」を図る。解決案において経営方針の見直し、税務、企業法務、労務管理などの専門

性のある高度な案件については中小企業診断士、税理士、弁護士、社会保険労務士などの専門家の

派遣も視野に入れつつ対応する。 

 

（活用について）【指針①・既存拡充】 

分析結果・課題・解決案をフィードバックすると同時に事業計画の策定へ向けての提案を行う。

経営分析の部分であえて踏み込んで課題の解決へのプロセスなどを具体的に示すことで事業計画

の策定への移行をスムーズに行えるよう工夫する。事業計画策定において分析結果を基礎データと

するとともに、抽出された課題への解決案・「強み」のブラッシュアップ案を計画に盛り込むこと

により、策定した事業計画の実施により経営分析で抽出された課題の解決、稼ぐ力の向上が可能と

なるものとする。 

 

②事業者自身での経営状況分析  

（経営分析セミナーの開催）【指針①・新規】 

 支援機関が経営分析すること以上に、企業自身が自社の経営状況を把握することはより重要であ

る。刻々と変わる経営状況を自身で都度分析できるスキルとそれを経営に活かすスキルは是非経営

者に身に着けてもらいたいスキルである。そこで経営者自身が経営分析の必要性を理解してもら
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い、簡易に経営分析を行うこと・分析結果を実際に経営に活かすことを目的としてセミナーを年 2

回開催する。 

内容としては自社の状況を把握すべく「ＳＷＯＴ分析」の活用・定量面での財務諸表分析（収益

性、安全性、生産性、成長性の各部門）の活用などを学べるものとする。受講者の募集に関しては

当会議所のホームページ・ＳＮＳ、市広報誌などで呼びかけを行い会員・非会員問わず広く募集す

る。このセミナーの参加者を事業計画策定先へと導くと同時に、事業計画策定先においてもこのセ

ミナーへの参加を促し、自身での経営分析スキルを磨いてもらうことを目的とする。 

 

〔目標〕 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度

経営分析件数 25 社 40 社 40 社 40 社 40 社 40 社 

経営分析セミナーの延べ参加者数 

（年 2回実施） 
未実施 30 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

 ※経営分析は経営指導員 3名により分析する。 

 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

〔現状と課題〕 

 これまでの事業計画策定の支援については、補助金申請・融資相談など「目的ありき」の支援が

多く、純粋に事業に資するための事業計画策定の案件は少ない。支援先の掘り起しが必要である。

 経営者において事業計画策定の重要性の認識が低い。策定に関してハードルが高いと感じている。

もしくは事業計画自体がどのようなものかわからない。 

 事業承継に関する支援は積極的に行っていない。 

 

〔改善点〕 

 事業計画策定を「目的」とした支援を行う。 

 事業計画の必要性を広報し、支援先数を増やすべくセミナーを開催し参加者を対象に支援先の掘

り起しを行う。 

 

〔事業内容〕 

漠然としたものか・しっかりとしたものかの違いはあるものの、それぞれの事業者の頭の中には

事業計画は存在するものと考える。それを顕在化し、「見える化」するかしないかは企業の経営に

とって非常に重要な事項である。当会議所として事業計画策定の必要性を会員外にも広く広報し、

多くの企業の計画策定を支援することが求められる。当会議所は、経営分析先や事業計画策定支援

セミナー・個別相談会で掘り起しを行いつつ支援先を広げ、しっかりとした経営分析・地域経済動

向調査・需要動向調査をベースに、地域の経済動向・消費者の需要動向を的確に見据え、新規需要

の開拓もしくは創出をプラスした事業計画の作成を支援することで、経済状況の変化に柔軟に対応

し、稼ぐ力を十分に持つ「しなやかで強い」企業の育成を目指す。 

これまでの現状と課題を踏まえ、当会議所においては以下の方針で取り組んでいく。 

 

〔支援内容〕 

①経営分析結果に基づく事業計画の策定支援（既存事業者対象） 

（事業計画策定アドバイス）【指針②・既存拡充】 

経営分析を行った事業者を対象に事業計画の策定支援を行う。事業計画の策定においては、「現

状の把握」、それを踏まえた「目標設定」、目標を達成するための「取り組み」について順を追って

整理・検討していくことで計画策定を支援する。経営指導員が事業主とともに整理・検討を行って

いくことで客観性を交えながら計画策定をサポートする。また、経営分析で抽出された課題と解決

案を踏まえながら計画策定を行う。 
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・「現状の把握」 

経営分析により顕在化した分析結果（定量面・定性面）、課題と「強み」、課題の解決策と「強

み」のブラッシュアップ案などについて整理を行う。また、自社を取り巻く環境の把握として

地域の経済動向調査で得られる情報を提供し自社の現状を正確に把握する。 

・「目標設定」 

整理した現状をもとに、どのような目標を、いつまでの期限で設定するか検討する。目標設定

については、現状を踏まえた根拠に基づく数値設定を行うとともに、1 年間の計画を 1 か月単

位・1週間単位・1日単位で細分化し目標設定する。 

・「取り組み」 

数値目標においては目標達成のために逆算してなにをどれだけ販売するかなど、目標達成のた

めの具体的な行動について細分化し取り組みを考える。商品開発・販売計画の作成においては

需要動向調査を反映させたものとする。このアクションプランの作成において、消費者の趣味

嗜好やターゲットの絞り込みなど、専門性の高い部分においては専門家の意見を聴きながら具

体的な取り組みを策定する。 

 

（事業計画策定支援セミナー・個別相談会の実施）【指針②・既存拡充】 

 小規模事業者にとって予備知識なく独力で事業計画を作り上げていくことは難しく、支援機関の

アドバイスもしくはセミナー・個別相談会で手法を学んでいくことが必要である。 

事業計画策定支援セミナーにおいては基本的な部分から学び、最終的には独力で事業計画の策定

までできるスキルを身に着けられるレベルまでもっていける内容とする。 

個別相談会においてはやる気のある個社を支援すべく伴走型で計画策定の支援を徹底的に行う

ことを目的に実施。 

事業計画策定支援セミナー・個別相談会ともに年 2回開催し、対象は経営状況の分析事業者の他

会員・非会員を問わず当会議所のホームページ等により幅広く声かけを行う。この 2つの事業を柱

に支援先を拡大しつつ、継続支援を行い伴走型の支援を展開する。 

 

②創業計画の策定支援（創業事業者・第 2創業事業者対象）【指針②・既存拡充】 

（創業者の需要喚起） 

創業予定者等の支援については、第 2創業予定者も含めた掘り起しが必要である。掘り起しの手

段として、創業に必要な基礎編から実践編までの創業スクール及び受講後も継続的なフォローがで

きる個別相談会を設け伴走型の支援体制を設ける。 

周知には、当会議所のホームページ、Facebook に限らず、小林市広報誌・小林市回覧板、新聞チ

ラシ折り込み、地元新聞社へ掲載を依頼するなど広く市内外に広報を行う。 

創業スクール・個別相談会ともに年 3回開催し、創業予定者及び第 2創業予定者を対象に小林ビ

ジネス支援センター・宮崎県よろず支援拠点と連携して開催する。 

創業スクールは、創業に対する心構えからビジョンとビジネスモデル策定など開業に必要な基礎

知識からマーケティング戦略・販売戦略・創業計画策定など実行計画に必要な実践編を行う。 

個別相談会は、不得意分野の解消と実現に向けた経営の疑似体験を行うなど創業者が楽しみなが

ら経営感覚を養う工夫を凝らす。 

 

（創業計画の策定） 

 創業計画の策定については、創業者の経験や技能を踏まえた創業に対する想いを反映させたビジ

ネスモデル構築に対する支援も必要であるが、売上に直結する商品・サービス開発、販路開拓、顧

客獲得などマーケティング計画が特に重要な支援策であり、創業後の成功率をあげるカギとなる。

このことを念頭に置き、当会議所の経営指導員が立地条件、資金調達、収支計画など細かにヒアリ

ングを行いながら創業予定者及び第 2創業予定者とともに独自のビジネスプランを作りあげる。こ

のプランを基にＰＤＣＡサイクルで常にチェックすることで持続的な経営が可能となるよう創業

計画の策定を行う。 
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③事業承継計画の策定支援（既存事業者対象）【指針②・既存拡充】 

（事業承継の需要喚起） 

小規模事業者にとっては、事業承継は家族内の問題として捉えがちであるため気軽に外部に相談

するものでないと考えている方が多いようである。そのためか、親族や従業員などから後継者が見

つからず、廃業となる場合が多いように思われる。当会議所としてもプライベートな領域まで踏み

込まなければならない側面を有していることから、相談を待つといった受け身の姿勢になってい

る。しかしながら事業承継は必ず取り組まなければならない問題であることから、経営指導員が日

常の相談業務や年 1 回の管内事業所訪問において 60 歳を超えた経営者に対して承継準備に取り掛

かるきっかけを提供し支援先の掘り起しを行う必要がある。 

 

（事業承継計画の策定） 

事業承継計画の策定については、事業承継に向けた準備の必要性・重要性をしっかりと認識して

もらうことが必要不可欠である。経営指導員が事業主とともに計数で管理できている経営状況に加

え、外部環境を考慮した経営課題、経営資源である技術・顧客（得意先）・販路開拓手法・経営上

のノウハウなどを顕在化し「見える化」を図る。加えて商品・サービス・技術に「磨き上げ」を行

い自社の魅力向上を図り、より良い状態で後継者に事業を引き継ぐ計画策定支援を行う。 

後継者不在等で親族や従業員以外の第三者に事業引継ぎを行う場合は、宮崎県事業引継ぎ支援セ

ンターと連携し、上記で作成した計画を基に買い手とのマッチング支援を行う。 

 

〔目標〕 

 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

〔現状と課題〕 

 現在、事業計画策定先への定期的なフォローアップは実施していない。 

 フォローについて明確に、だれが、いつ、どのように行うかというものが定まっていない。 

 事業計画の進捗管理を行うことにより、経営の問題点の洗い出し等を行いつつ改善を図っていけ

る体制をつくる必要がある。 

 事業計画の目標達成においては支援と同時に事業意欲の維持の必要性を感じる。 

 

内 容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度

経営分析結果に基づく事業計画

の策定件数 
8 社 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

創業計画の策定件数 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

事業承継計画の策定件数 0 社 1 社 1 社 1 社 1 社 1 社 

事業計画策定支援セミナー 

延べ参加者数（年 2回） 
随時 30 人 30 人 40 人 40 人 40 人 

事業計画策定支援個別相談会 

延べ参加者数（年 2回） 
未実施 10 人 10 人 15 人 15 人 15 人 

創業スクール延べ参加者数 

（年 3回） 
未実施 30 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

創業の個別相談会延べ参加者数 

（年 3回） 
未実施 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 
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〔改善点〕 

事業計画策定後の実施支援として、だれが、いつ、どのような支援を行うかを明確にすべく担当

制とする。事業計画の策定からフォローアップまで同じ担当者が対応し、関係性の構築・一貫性を

もった支援の実施を行う。また、担当者間同士で相互チェックを行う場を設け、支援の精度を高め

る工夫を行う。 

 

〔事業内容〕 

事業計画に関しては策定のための支援に加えて、策定後の支援が非常に重要となってくる。実行

されて初めて有用な計画であり、計画を絵に描いた餅にしないよう当会議所としてはまさに伴走型

で計画の進捗を見守り、定期的に確実に支援していくことが求められる。事業計画策定先について

も、会員・非会員問わずもれなくすべての事業所に対して定期フォローアップ訪問を実施。計画の

進捗確認を行うとともに、実施状況により売上高増加が見込めない場合は商品・サービスの価格設

定のあり方や顧客像の見直しを行うなど必要に応じて経営指導員、専門家などでフォローアップす

る。 

これまでの現状と課題を踏まえ、当会議所においては以下の方針で取り組んでいく。 

 

〔支援内容〕 

①事業計画策定後のフォローアップの取組み 【指針②・既存拡充】 

（定期フォローアップ訪問の実施） 

事業者ごとに担当経営指導員を決め、事業計画の実施状況を一緒になって進捗管理していく。原

則として進捗確認を四半期に 1度以上実施することとし、進捗経過が順調な事業者は頻度を落とし

進捗経過の悪い事業者に対しては訪問回数を増やし細かくケアをする。 

事業者とともに、経済情勢の変化における課題や障害を確認し、目標達成に向けた問題点の洗い

出しを行うことで適宜な修正が可能となり事業計画の実効性を高めていく。また、外部環境への対

応による計画変更や労働力不足による既存従業員の新たな教育訓練など必要に応じて関係機関と

連携をとりながら伴走型で支援していく。継続的に定期フォローアップを行い、ＰＤＣＡサイクル

をまわしながら事業計画の実効性の精度を高めていく。 

 

[定期フォローアップの確認項目と対応策] 

確認項目 対応策 

数値目標の達成度 
目標達成を阻んだ要因の分析。「なぜ？」を繰り返すこと

で真因を見つけだし、対応策を検討 

計画が妥当なものであったか 
事業計画全体の見直し、目標の再設定とアクションプラン

の再設定 

計画を実行するアクションプラン

に問題がなかったか 

実行を阻んでいる要因の分析。「なぜ？」を繰り返すこと

で真因を見つけだし、対応策を検討 

経営環境の大きな変化はないか 
経済動向調査・需要動向調査の再実施により外部環境へ対

応した計画への変更 

 

（関係機関と連携したフォローアップの実施） 

当会議所の定期フォローアップで洗い出された問題点を確実に解決することを目的として関係

機関と連携し、事業者に直接訪問して支援を行う。小林市ビジネス支援センター・宮崎県よろず支

援拠点・各種専門家などと連携し、事業におけるリスクと対応策や事業における目標達成評価方法

等、より高度なフォローアップを実施する。これにより事業計画目標の実現に向けて徹底的に支援

する。 

 

②創業計画策定後のフォローアップの取組み 【指針②・既存拡充】 

当会議所の定期フォローアップとして、経営指導員が四半期に 1回のペースで創業計画策定を行
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った創業者を巡回訪問し進捗状況の確認を行う。創業計画と実際とを比較し問題視すべきような差

異が生じた場合は原因分析を行い、分析結果を基に創業者とともに改善検討する。 

 

③事業承継計画策定後のフォローアップの取組み 【指針②・既存拡充】 

当会議所の定期フォローアップとして、経営指導員が四半期に 1回のペースで事業承継計画策定

を行った事業者を巡回訪問し進捗状況の確認を行う。計画策定段階では想定できなかった新たな課

題などを事業者とともに解決に向けた検討を行い、相続税など専門性の高い問題が出た場合は専門

家を活用し支援する。 

 

〔目標〕 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度

事業計画策定事業者のフォロ

ーアップ延べ回数 
45 回 80 回 80 回 80 回 80 回 80 回 

創業計画策定事業者のフォロ

ーアップ延べ回数 
12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

事業承継計画策定事業者のフ

ォローアップ延べ回数 
0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

  

〔現状と課題〕 

 これまでは各担当者が必要に応じインターネット・統計資料等から情報を抽出し相談者に提供し

ていた。 

 独自の需要動向調査は最近実施しておらず、提供できる情報が不足している。 

 相談者のニーズにあった情報が提供できる情報元の確保。 

 個社が独自に取り組んでいるネット販売・ふるさと納税返礼品を含めた地域外への販売品目をみ

ても確たる販路が確立されていないことから商品ごとの需要動向調査が必要である。 

 個社へフィードバックできる需要動向調査は行っていない。 

 

〔改善点〕 

需要動向調査は、経営資源（ヒト・モノ・カネ）をどこに向けるのが効率的か・そこに需要があ

るのかを判断するうえで重要であり、事業計画を組み立てる上でも欠かすことのできない資料であ

る。小規模事業者にマーケットインの視点を取り入れてもらい、当会議所が業種や商品を絞り込み、

積極的に需要動向調査を行える場を提供し、収集した調査の分析結果を個社へフィードバックする

ことで需要にマッチした販路の開拓、情報発信をサポートしていく。 

 

〔事業内容〕 

特定の商品・品目別についてのマーケティングを支援することで効果を確実なものにする。当計

画の目標にも掲げているが、小林市が発祥の地と言われる「チーズ饅頭」は全国的にも認知度は高

いが、県外においては確たる販路が確立されていない。また、小林市においても「チーズ饅頭発祥

の地」としてのＰＲが不十分である。このような理由から、当会議所では会員・非会員問わず意欲

的にチーズ饅頭関連商品のアレンジ開発を行っている菓子製造業者を重点的に支援し、チーズ饅頭

関連商品を扱う菓子製造業者全体の底上げを図るべく、「チーズ饅頭」関連商品に関する販路開拓

等についての需要動向調査を実施する。調査結果を支援対象者に対して提供し、マーケットインの

考え方を浸透させるとともに商品の改善や新商品開発に活かす。また、本需要動向調査の手法につ

いては、将来的に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してノウハウを蓄積す

る。 

これまでの現状と課題を踏まえ、当会議所においては以下の方針で取り組んでいく。 
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〔支援内容〕 

①小林市観光ＤＭＯと連携したテストマーケティング調査の実施【指針③・新規】 

・支援対象者：チーズ饅頭関連商品のアレンジ商品を販売している菓子製造業者 5社。 

・調査目的 ：宮崎県外からの観光客に、既存のチーズ饅頭がお土産品又はお取り寄せ品として受

け入れられているのか、新商品が受け入れられるのかのニーズを把握する。県外観

光客の目線で対象商品を調査し、そのニーズを把握することで、「域外に対しても

売れる商品」へとブラッシュアップすることが目的。 

・調査対象 ：小林市の観光地を巡るモニターツアー参加者の内 1回 30 名を想定。（小林市観光Ｄ

ＭＯが宮崎県外のモニターを募り、小林市の新たな名所・旧跡を評価してもらうツ

アーを実施する。） 

・調査時期 ：小林市観光ＤＭＯがモニターツアーを実施する日にあわせて年 2回実施。 

・調査項目 ：味、見た目、1 個の分量、1 箱の個数、パッケージデザイン、価格、お土産品とし

てどうか等。 

・調査方法 ：5社のチーズ饅頭関連商品（各社の既存商品 2商品・新商品 1商品）を対象とする。

パッケージのデザインや包装・箱詰めのレイアウトが見て判るように、各社の商品

を当会議所等の会議室に一様に展示し、モニターツアーの参加者がツアー途中に立

ち寄り展示品を見ながら試食をしてもらう。 

調査項目をまとめた調査票に感想などを記入してもらうアンケート調査で、回答を

当会議所職員が回収する。 

・分析方法 ：当会議所の経営指導員及びクロス集計などの複雑な集計が必要となる場合には外部

の調査会社や中小企業診断士等の専門家を活用し、回収した調査票を 5 社のチーズ

饅頭関連商品別に集計し、調査項目毎に分析を行いレポートにまとめる。 

・活用方法 ：活用についても当会議所の経営指導員が携わり、分析結果を基に男女、年齢層、地

域別による好みの差異など消費者嗜好の把握などに活かすとともに、商品のブラッ

シュアップへと役立てるよう個社へ分析結果をフィードバックする。 
 
②バイヤーによるアドバイス調査の実施【指針③・新規】 

・支援対象者：チーズ饅頭関連商品のアレンジ商品を販売している菓子製造業者 5社。 

・調査目的 ：宮崎県外のスーパーマーケットや百貨店に既存商品・新商品のチーズ饅頭が受け入

れられるのかのニーズを把握する。実店舗の運営経験を持つバイヤーを招聘し、ア

ドバイス等を受け、現状を把握し、対象商品の需要動向とその評価を聴収すること

が目的。 

・調査対象 ：菓子分野の現職のバイヤーまたは、仕入担当経験のある元バイヤーを 1名、小林市

に招聘する。 

・調査時期 ：年 1回実施。 

・調査項目 ：業界動向、流通情報、買い手の目線から見た商品仕様、味、見た目、1個の分量、1

箱の個数、パッケージデザイン及び価格などからスーパーマーケットや百貨店が仕

入れて販売するとしたらどうか等。 

・調査方法 ：5社のチーズ饅頭関連商品（各社の既存商品 2商品・新商品 1商品）を対象とする。

バイヤーが 5社を訪問し関連商品などを試食する。事業者が直接、調査項目をまと

めた調査票に基づいて聞き取り調査を行う。なお、調査には当会議所の経営指導員

及び商品の形状やパッケージのデザインなど専門性が想定される場合は専門家が

同行し、商品の改善や類似品との差別化などのアドバイスをもらう。 

・分析方法 ：当会議所の経営指導員及び同行した専門家を活用し、事業者が直接聞き取った調査

票とアドバイスをもらった内容を基に、5 社のチーズ饅頭関連商品別に集計し、調

査項目毎に分析を行いレポートにまとめる。 
・活用方法 ：活用についても当会議所の経営指導員が携わり、分析結果を基にスーパーマーケッ

トと百貨店の違いやそこを利用する消費者嗜好の把握などに活かすとともに、県外
スーパーマーケットや百貨店へ販路開拓を行うための流通条件や商品に対するブ
ラッシュアップへと役立てるよう個社へ分析結果をフィードバックする。 
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③チーズ饅頭の新商品を対象とした地元朝市でのマーケティング調査の実施【指針③・新規】 

・支援対象者：新商品開発に群を抜いて意欲的な 1社があり、その新開発商品について調査する。

小林市内の 4社が連携し新たなチーズ饅頭関連商品の開発を計画している。新商品

の開発には、チーズ饅頭を棒状にアレンジした菓子製造業者、国内外でチーズの品

質が認められている酪農家、あふれるほどの果樹の甘さが人気の梨園、小林市産の

梨に拘った無添加だれ加工業者が携わり、それによって出来上がった新開発商品を

地元朝市でマーケティング調査する。 

・調査目的 ：新開発商品のチーズ饅頭が、地元消費者に受け入れられるかどうかのニーズを把握

する。最新のトレンドに敏感でかつ購買意欲があるとされる 20～50 歳代の年代層

を中心に調査し、新商品開発の基礎的な資料とする。 

・調査対象 ：20～50 歳代の来場者が多い地元朝市で 50 名に調査。調査対象の男女比は女性 6：

男性 4の割合を目指し、一般的に菓子関係に関心が高いとされる女性の意見を多く

調査する。 

・調査時期 ：年 2回。 

・調査項目 ：味・見た目・1 個の分量・販売予定価格など商品そのものの内容、梨・チーズ・梨

ダレなど特徴的な原料に関すること。 

・調査方法 ：1社のチーズ饅頭関連商品（新開発商品 2商品）を対象とする。 

毎月第 2日曜日に開催される地元朝市である「こばやしマルシェ」で当会議所職員

が調査する。調査対象となる来場者に試食してもらい、調査項目をまとめた調査票

に感想などを記入してもらうアンケート調査で回答を回収する。 

・分析方法 ：当会議所の経営指導員及び食品関係の専門家を活用し、回収した調査票を 1社のチ

ーズ饅頭関連商品（新開発商品）別にアンケートを集計し、調査項目毎に分析を行

いレポートにまとめる。 
・活用方法 ：活用についても当会議所の経営指導員が携わり、分析結果を基に男女・年齢層毎の

商品評価や消費者嗜好の把握などに活かすとともに、原料のチーズ・梨・梨だれに

関する項目はそれぞれの個社に分析結果をフィードバックし、味・見た目などの全

体的な商品の出来栄えについては、チーズ饅頭製造業者へ分析結果をフィードバッ

クし各社が商品改良に活用する。 

 

〔目標〕 

支援内容・項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度

小林市観光ＤＭ

Ｏと連携したテ

ストマーケティ

ング調査 

調査回数 未実施 2回 2 回 2 回 2 回 2 回 

調査対象延べ数 未実施 60 名 60 名 60 名 60 名 60 名 

調査結果提供 

事業者数 
未実施 5社 5 社 5 社 5 社 5 社 

バイヤーによる

アドバイス調査 

調査回数 未実施 1回 1 回 1 回 1 回 1 回 

調査対象延べ数 未実施 1名 1 名 1 名 1 名 1 名 

調査結果提供 

事業者数 
未実施 5社 5 社 5 社 5 社 5 社 

チーズ饅頭の新

商品を対象とし

た地元朝市での

マーケティング

調査 

調査回数 未実施 2回 2 回 2 回 2 回 2 回 

調査対象延べ数 未実施 100 名 100 名 100 名 100 名 100 名 

調査結果提供 

事業者数 
未実施 1社 1 社 1 社 1 社 1 社 
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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】 

 

〔現状と課題〕 

 新たな需要開拓に結び付くような支援は相談のあった個社ごとの対応を都度行っているのが現

状であり、前面に打ち出した支援は行っていない。 

 日常の営業に追われ新たな需要の開拓の重要性は分かっていながら手が付けられていない事業

者が多い。 

 需要動向を活かし、実際に新たなターゲットに対してマーケティングを実施することに高いハー

ドルを感じる事業者が多いようである。 

 これまで販路開拓・新規需要開拓をテーマにしたセミナーについては都度実施しているが、目的

を明確化、特化したセミナーの実施は行っていない。 

 これまで商談会・物産展においては情報提供のみで参加は各社の判断に委ねてきた。しかし、商

談会・物産展のために店を空けて市外・県外へ出向くことができないなどの理由から参加を断念

している企業も多い。 

 小林市内の特産品を一括で取りまとめて販売しているＥＣサイトはないのが現状である。 

 

〔改善点〕 

 積極的に新規需要開拓支援に取り組んでいく体制を構築する。 

 都市部で開催される物産展・商談会の開催情報を広く発信し、やる気のある事業者の参加を促し

新規需要開拓支援と併せて総合的な伴走型の支援を行う。 

 小林市の特産品をワンストップで購入できるサイトの立ち上げなどネット販売を強化する。 

 

〔事業内容〕 

市場の成熟化が進む中、小規模事業者において売上を増やす手段として取り組みやすいのが「既

存もしくは新たな商品・サービスを、従来とは異なる顧客層に提供する」という取り組みである。

この取り組みを行う際には、そこに需要があるかを十分にマーケティングし、新たなターゲット

のニーズに的確に対応した商品・サービスの提供が必要である。 

当会議所では会員・非会員問わず、これらの新規需要開拓に取り組む事業者に対してマーケット

インの視点に立った事業展開ができるよう小林市・小林市観光ＤＭＯなどの関係機関と連携し積極

的に支援する。地域の経済総合団体として培ってきた組織力・全国各地にある商工会議所のネット

ワークを活かし、新たなターゲットに訴求できる場として商談会・物産展への参加を支援し、併せ

て小林市の特産品を集めたＥＣサイトの立ち上げを行う。また、これらの取組みを総合的に支援す

る仕組みとして※「小林ＹＯＫＡＭＯＮ（よかもん）プロジェクト（仮称）」を当会議所主導で立

ち上げる。以上の取組みにより、域外への販路を確保し管内事業者の売上増加へと結びつけるとと

もに「稼ぐ力の向上」を目指す。 

これまでの現状と課題を踏まえ、当会議所においては以下の方針で取り組んでいく。 

 

※「小林ＹＯＫＡＭＯＮ（よかもん）プロジェクト（仮称）」の内容 

・目的 

小林市の特産品である菓子関連商品・食肉加工品・木工品・農産加工品などを域外に売り込

むこと・情報発信していくことを目的とし、プロジェクトを立ち上げる。「小林のよかもん

（品質のいい品）徹底応援・全力発信」を目標に掲げる。また、個社では取り組みに限界の

ある地域ブランドの確立を目指し、ブランド力向上による効果を個社商品に落とし込むこと

で売上増加を目指す。 

・主なプロジェクト内容 

下記の①・②・③の販路開拓・新規需要開拓事業を実施する母体プロジェクトとする。その

他、プロジェクト自体のブランディング化を行い、取扱商品の価値もあわせて高め、需要開

拓力を一層高める工夫を行う。積極的にメディアを通して加盟企業の商品・小林市産の素材

のよさを情報発信し、プロジェクト加盟企業のブランド力向上に結び付ける。 
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〔支援内容〕 

①販路開拓・新規需要開拓支援セミナーの開催【指針④・既存拡充】 

販路開拓・新規需要開拓の成功には、新たなターゲットの需要を的確に捉えた商品・サービスを

提供することが必要である。その手段として有効である商談会・物産展への出展、ＥＣサイトへの

出品、商品の情報発信において効果を得るためには、ある程度の事前知識の取得と準備が必要であ

る。これらの知識の習得と事前準備の方法・手段などを学ぶことを目的としてセミナーを年 2回開

催する。参加対象は販路開拓・新規需要開拓を目指す事業者として当会議所のホームページ、

Facebook、小林市広報誌などを使い幅広く声をかける。特に需要動向調査を支援したチーズ饅頭関

連商品を取り扱う菓子製造業者 5 社と事業計画策定を支援する 20 社については積極的に参加を促

す。 

 

[セミナーの内容] 

テーマ 内  容 

商品のアレンジに活かせる知識 
需要データを活用しての商品のブラッシュアップ・改善のや

り方、パッケージの改善など。 

商談会・物産展に活かせる知識 
出展ブースの作り方、ＰＯＰ・販促用チラシ、商談資料の作

成方法、プレゼンの仕方、接客等について。 

商品の情報発信に活かせる知識 
インターネット販売を行う際の注意点、ネットショップの運

営方法、ＳＮＳ等を活用しての商品の情報発信のやり方など。

  

以上の内容については、セミナー受講者自身で対策が可能なものとし、商品・食品成分やパッケ

ージに関する事項などの専門性の高い部分においては専門家のアドバイスを取り入れながら経営

指導員が一緒になって支援していく。このセミナーを足掛かりに当会議所が行う商談会・物産展へ

の参加支援・ＥＣサイトへの商品掲載など複合的な支援へと結びつけ、確実な販路開拓、売上増加

を小規模事業者にもたらす。 

 

②商談会・物産展への参加支援【指針④・新規】 

商談会・物産展への参加は多種多様な顧客ニーズに合った商品を提供・発信する重要な機会であ

ることからも、積極的に参加を促すとともに参加前・参加後のフォローを含めて支援を行う。商談

会においては域外のスーパーマーケットや百貨店などへの販路開拓、物産展においては域外の個人

消費者への販路開拓・認知度アップを目的とし、売上増加に結び付ける。商談会・物産展への参加

支援の詳細については下記の通り。 

 

（商談会への参加支援） 

・参加目的：ＢｔｏＢを想定した商談会でスーパーマーケットや百貨店などのバイヤー等への売り

込みを行い、販路を広げる。 

・参加対象企業： 

需要動向調査として「バイヤーによるアドバイス事業」を実施したチーズ饅頭関連商

品を取り扱う菓子製造業者及び販路開拓・新規需要開拓を目指す事業者で「販路開

拓・新規需要開拓セミナー」の受講者を中心に 5社程度の参加事業者を募る。 

・参加予定の商談会： 

（1）「宮崎うまいものアピール商談会」に年 1回の参加 

平成 30・31 年度は宮崎商工会議所主催の「宮崎うまいものアピール商談会」に参加
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する。都市圏の百貨店・スーパー・レストラン・ホテル・居酒屋チェーン等の外食産

業のバイヤー約 10 名との商談会である。事前マッチングにより成約率が 20％を超え

る確実性のある商談会であり、宮崎県内で開催されることから参加対象事業者が参加

しやすい。 

（2）「Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｏ Ｋｙｕｓｈｕ・国内外食品商談会」に年 1回の参加 

商談会参加のノウハウを蓄積しつつ、平成 32～34 年度は「Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｏ Ｋ

ｙｕｓｈｕ・国内外食品商談会」に参加する。九州産農林水産物、加工食品を国内外

に発信することが目的であり、国内外の食品流通企業、中食・外食関係者、ホテル、

通販、商社等のバイヤー約 1,500 名が集まる国内でも屈指の大規模な商談会である。

集まるバイヤー数が多いことから、発信機会・商談の機会が多く期待できる。 

・見込まれる効果： 

仕入れ担当であるバイヤーに直接売り込むことにより、成約に至れば域外への新たな

販路拡大・売上増加が見込まれる。 

・参加前の支援： 

当会議所が実施する「販路開拓・新規需要開拓支援セミナー」への参加により、商談

会についての知識の習得、商談の進め方などを事前に学んでもらう。また、需要動向

調査として「バイヤーによるアドバイス事業」を実施したチーズ饅頭関連商品を取り

扱う菓子製造業者においては、調査結果を活かしバイヤーのニーズにマッチした商品

を商談会へ出展できるよう、食品関係の専門家と連携し商品のブラッシュアップを経

営指導員が支援する。 

・参加への支援： 

商談会に経営指導員も同席し、参加事業者のフォローを行う。また、第 3者の目線で

説明内容・資料の見せ方などの商談内容のチェックを行う。 

・参加後のフォロー支援： 

成約に至らなかった商談においては、商談内容・商品内容を含め「なぜ成約に至らな

かったか？」を経営指導員が考察し、参加事業者へフィードバックする。毎年ＰＤＣ

Ａサイクルを回すことで成約率を高める。 

 

（物産展への参加支援） 

・参加目的：域外で直接消費者に販売することで新たなファン・リピーターを獲得し、消費拡大・

認知度アップを図るとともに、出店商品の域外における売上動向・消費者の意見など

を確認する。 

・参加対象企業： 

需要動向調査を実施したチーズ饅頭関連商品を取り扱う菓子製造業者及び販路開

拓・新規需要開拓を目指す事業者で「販路開拓・新規需要開拓セミナー」の受講者を

中心に 5社程度の参加事業者を募る。            

・参加予定の物産展： 

（1）「にしもろマルシェ」に年 1回の参加。 

小林市が主催。東京都などの首都圏において毎年 10 月頃開催。平成 28 年度開催にお

いては、小林市・小林市周辺地区の事業者から 32 社が出店し、2日間の開催で約 6,000

名の来場者があり、約 280 万円の売上があった。多くの小林市の特産品を首都圏で販

売・ＰＲできる機会である。 

（2）「全国から毎週集まる！！地域うまいもんマルシェ」に年 1回の参加。 

日本商工会議所が主催。「食のテーマパーク」として全国のおいしいものを提供し、

「人とのコミュニケーションを介して商品や地域の魅力を伝えて販売する」がコンセ

プト。東京都秋葉原の「日本百貨店しょくひんかん」催事スペースにおいて 1週間単

位で出店する。全国各地の商工会議所がこれまで出店しており、平均売上高：87,977

円/週、平均売上点数：184 点/週となっている。これまでの出店者からは「首都圏の
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消費者の求める商品・価格帯が分かった」「消費者ニーズを把握できた」という声が

あがっている。 

・見込まれる効果： 

消費者への直接販売による販路開拓・売上増加、首都圏における出展商品の認知度ア

ップと消費ニーズの把握。 

・参加前の支援： 

当会議所が実施する「販路開拓・新規需要開拓支援セミナー」への参加により、出展

ブースの作り方、ＰＯＰ・販促用チラシの作り方などを事前に学んでもらう。 

・参加への支援： 

物産展の参加のために店舗を空けて市外・県外へ出向くことができない事業者が多い

ことから、当会議所職員や小林市観光ＤＭＯ・小林市などの関係各所が代理で各社の

商品を取りまとめ一括して出展できるよう支援する。出展商品毎に購入者 10 名程度

にアンケート調査もしくは聞き取り調査を行い、消費者ニーズを把握する。 

・参加後のフォロー支援： 

経営指導員が出展時の売上分析（売上の時間帯・男女比・年代など）、お客さんから

の反応やアンケート調査、聞き取り調査の結果を分析し参加事業者にフィードバック

する。これにより出展内容・商品内容のブラッシュアップを促し毎年ＰＤＣＡサイク

ルを回す。 

 

③小林市の特産品を集めたＥＣサイトの立ち上げ【指針④・新規】 

小林市の特産品を集めたワンストップで購入できるＥＣサイトを立ち上げる。 

ＥＣサイトは、小林市観光ＤＭＯと当会議所との共同で立ち上げ、サイトの運営管理は小林市

観光ＤＭＯが担う。 

このサイトの立ち上げにより、インターネットでの販路を持たない事業者・ネット販売を行っ

ているが効果が見込めていない事業者などに域外への確たる販路を提供し、売上増加へとつなげ

稼ぐ力の向上が期待できる。 

支援対象事業者（ＥＣサイトの出店者）は、インターネット販売が可能な商品を取り扱ってい

る企業（菓子関連商品・食肉加工品・木工品・農産加工品などを扱う事業者）とする。 

支援対象事業者の募集は、当会議所のホームページ、Facebook に限らず、小林市広報誌・小林

市回覧板、地元新聞社などを活用し広く声掛けをする。 

Google㈱にＥＣサイトのアクセス解析、商品購入解析、販売促進用バナー広告等の業務を委託

する。業務委託にはアクセス解析による効果的なバナー広告など閲覧者を増やす工夫や地域別・

男女別・年代別の購入品目解析による受注増につながる仕掛等とする。 

また、小林市と連携し、小林市のホームページやふるさと納税特設サイトにリンクを貼る。小

林市のふるさと納税額は全国でも上位を誇り（平成 28 年度実績納税額：11 億円 6,800 万円、寄附

件数：32,416 件）リンクを貼ることで閲覧及び受注増加の期待ができる。 

ＥＣサイトの出店者には、事前に当会議所の「販路開拓・新規需要開拓セミナー」への参加を

促し、インターネット販売向けに商品内容やパッケージ・価格面等でブラッシュアップさせ、改

善した商品が掲載できるよう経営指導員が支援する。特にパッケージ、商材写真においては「商

品の顔」となることから専門家のアドバイスをもらうことも想定し確実に支援する。 

出店後の売上分析については、消費者からの直接の声である「商品レビュー」および Google㈱

からのアクセス・購買分析（いつ・どこの地域の消費者に・どのような商品が・どれだけ売れた

かなど）を基に当会議所の経営指導員が分析を行い、消費者ニーズに沿った形で商品の改善やブ

ラッシュアップなどの支援が行えるように出店者へフィードバックする。 
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〔目標〕 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度

販路開拓・新規需要

開拓支援セミナー 

延べ参加者数

（年 2回） 
都度 30 名 30 名 40 名 40 名 40 名 

宮崎うまいものアピ

ール商談会  

出展者数 未実施 5社 5 社 未実施 未実施 未実施

商談成約件数 未実施 1社 1 社 未実施 未実施 未実施

Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｏ 

Ｋｙｕｓｈｕ・国内

外食品商談会 

出展者数 未実施 未実施 未実施 5社 5 社 5 社 

商談成約件数 未実施 未実施 未実施 1社 1 社 1 社 

にしもろマルシェ  

出店者数 未実施 5社 5 社 5 社 5 社 5 社 

総売上金額 未実施 40 万円 40 万円 40 万円 40 万円 40 万円

全国から毎週集ま

る！！地域うまいも

んマルシェ 

出店者数 未実施 5社 5 社 5 社 5 社 5 社 

総売上金額 未実施 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円

小林市の特産品を集

めたＥＣサイト 

登録企業数 未実施 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

受注件数 未実施 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

小林市が策定した「小林市中心市街地活性化基本計画（以下、中活計画）」、「てなんど小林総合

戦略」に基づき小規模事業者の経営発展、まちづくりの推進による賑わいの創出、地域資源を活か

した観光振興に取り組むことが重要である。小林市、小林まちづくり株式会社、小林市観光ＤＭＯ

及び当会議所が連携し、小林市全体の活性化に向けた協議、効果的な事業実施を行う。 

 

(1)中心市街地活性化に関する協議 

中心市街地における商業の活性化は、「働く舞台としての中心市街地」の形成には必要不可欠で

ある。また、買い物環境の向上は、「賑わいの場としての中心市街地」の重要な要素であるとと

もに、来街者の増加は、「暮らしの場としての中心市街地」の形成につながることから、※小林市

中心市街地活性化協議会では年 2回程度会議を開催し、この 3つの方向性を共通認識とし中活計

画を基に検証し、関係機関に意見提言活動を行い中心市街地の活性化を図る。 

〈協議メンバー〉 

小林市、小林商工会議所、小林まちづくり株式会社、小林市中心市街地活性化協議会、 

こばやし未来研究所 

 

※小林市中心市街地活性化協議会（事務局：小林商工会議所） 

小林商工会議所・小林まちづくり株式会社が主体となり、小林市の中心市街地活性化基本計画策

定への調整、その後の計画実効性への寄与など、まちづくりを総合的に推進する組織である。小

林市中心市街地活性化協議会は本気で「まちづくり」に挑む覚悟を示す象徴的な団体として、市

内の主要団体が肩を組み「オール小林」で組織されている。 
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(2)中心市街地の賑わい創出 

小林市の中心市街地には新たな拠点施設として「小林まちなか複合ビル（名称：ＴＥＮＡＭＵビ

ル）」を※小林まちづくり株式会社が建設途中である。この施設は、1 階には食料品スーパー、2

階には子育て支援、まちなか図書館、オフィス、3 階から 5 階は生活居住スペースといった複合

機能を有している。また、200ｍほど離れた小林駅周辺にも新たに小林地域・観光交流センター

（名称：ＫＩＴＴＯ小林）が建設された。この 2つの施設に関する機能分担や回遊性が賑わい創

出のカギとなることから、小林まちづくり株式会社が組織する「事業推進会議」を中心に年 2 回

程度ソフト事業への検討を行い更なる活性化を図る。 

〈協議メンバー〉 

小林市、小林商工会議所、小林まちづくり株式会社、小林市商店連合会、若手経営者 

こばやし未来研究所 

 

※小林まちづくり株式会社（事務局：小林商工会議所） 

中心市街地の活性化に関する事業目的を持った会社形態の組織であり、良好な市街地を形成する

ためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として、地元企業有志者等 41 名が出

資し設立された会社である。 

 

(3)観光振興に関する協議 

小林市の観光入込数は 70 万人前後で推移しているが、課題として観光客のニーズが多様化して

いるにもかかわらず季節的要因観光、ハードの魅力に依存した観光を続けている。このような状

況を打破すべく、日本版観光ＤＭＯの組織として「小林市観光ＤＭＯ：小林市観光推進協議会」

が設立された。年 3回程度推進会議が開催される予定だが、当会議所の会頭が副会長を務めるこ

とで民間のノウハウを観光経営に活かすことができる。また、3 年間の中期計画では、旅行会社

やホテルとの連携によるツアー、「食」をテーマにした観光地づくり、物産販売の推進、外国人

観光客を意識した環境改善などが掲げられており、小林市産業全般において域外通貨を稼ぐ力が

弱いという弱点を補う取り組みとなっている。この取り組みを新たな商機と捉え更なる活性化を

図る。 

〈協議メンバー〉 

小林市、小林商工会議所、小林まちづくり株式会社、小林市観光推進協議会、小林市観光協会、

㈱宮崎銀行、ＪＡこばやし、すき商工会、野尻町商工会 

 

(4)消費喚起に関する協議 

小林市内の中心市街地には 8つの商店街組織が存在していたが、郊外に集積した県外資本の大型

店に押され衰退の一途をたどり現在では 1組織を残すのみとなった。中心市街地の衰退は市全体

にも影響を及ぼすことから、当会議所がイニシアティブをとり地元での消費喚起と共同イベント

を目的に地元商店が連携しあった組織「小林市商店連合会」を立ち上げ、事務局を担い企画運営

に携わっている。旧小林市地域を網羅した組織であり共同イベント開催には苦慮するところもあ

るが、年 3回程度地域に密着した応援イベントや販促用オリジナルノベルティグッズを作成する

など工夫を凝らし地元への消費喚起を促している。 

〈協議メンバー〉 

小林市、小林商工会議所、小林市商店連合会 

 

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 

 

これまでの支援機関との連携は、県内商工会議所、地域力連携推進本部、ジョブ・カードセンタ

ーなど一部の機関と小規模事業者に対する経営支援に関する情報交換を行ってきた。今後は、ビジ

ネス支援センターを新設するなど支援内容と支援対象者を拡充していく必要性がある。そのために
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も、さまざまな支援機関との連携を密にし、経営支援に関するノウハウを蓄積することで組織的な

支援力向上を図る。 

 

(1)行政機関との情報交換 

① 小林市商工観光課と四半期に 1 回、小林市新規創業支援制度を活用し創業した事業者に関す

る情報交換を実施する。情報交換の内容は、当会議所が支援作成した創業計画の進捗状況で

ある。創業後のフォローアップを行うことで、創業者自体がＰＤＣＡサイクルで創業計画の

チェックができ持続可能な経営体質をつくり上げることを狙いとする。 

 

② 小林市商工観光課及び地方創生課と年 2回、小規模事業者支援に関する情報交換を実施する。

情報交換の内容は、「小林市中心市街地活性化基本計画」、「てなんど小林総合戦略」で掲げた

小規模事業者支援に関する進捗状況や新たな施策などである。当会議所職員が新たな施策に

対し理解・順応することで支援力を向上させ、小規模事業者への周知広報に努め施策利用を

促すことを狙いとする。 

 

(2)金融機関との情報交換と連携 

① 日本政策金融公庫と年 2 回、小規模事業者が利用できる融資制度について情報交換を実施す

る。情報交換の内容は、日本政策金融公庫が保有する先進的な小規模事業者の販路開拓事例

や効果的な資金投下事例などである。また、小規模事業者への緊急支援が生じた場合の迅速

化と連携支援を狙いとする。 

 

② ㈱宮崎銀行は地域活性化や観光振興に積極的な支援体制を整えている。また、小林市内の金

融団会長を務めており小規模事業者支援についても積極的なことから 年 1回、意見交換会を

実施する。情報交換の内容は、業種業態の経済動向、販路開拓に関する経営支援や金融ベー

スでの支援に関する事例等である。また、小規模事業者への緊急支援が生じた場合の迅速化

と連携支援を狙いとする。 

 

(3)宮崎県よろず支援拠点との情報交換と連携強化 

① 宮崎県よろず支援拠点と年 4 回、小規模事業者の視点に立った支援事例について情報交換を

実施する。情報交換の内容は、新設する「小林市ビジネス支援センター（仮称）」の運営方法、

創業スクール・事業承継セミナーから個社支援へとシフトしていく手法などであり、支援先

の掘り起しや支援力向上を図る。 

 

(4)宮崎県内の商工会議所との情報交換 

① 年 3 回開催される宮崎県下商工会議所中小企業相談所長会議において小規模事業者への支援

実施状況について情報交換を行う。情報交換の内容は、同じ立場で小規模事業者を支援して

いる職員自身の支援スキルアップ、新たな需要につながった支援施策などの取組であり、他

地域での取組みを当地域でアレンジ展開するなど支援力向上を図る。 

 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

〔現状と課題〕 

経営指導員等の個人レベルは、日常業務の経営支援を通じて一定のノウハウを有しているもの

の、支援に必要な情報や分析結果及び成功事例など支援に対するノウハウは個々の経営指導員等が

蓄積している。また、情報を共有するためのシステムが構築されていないため経営指導員等のスキ

ルにバラつきがある。今後 8年間において定年を迎える職員が全職員の過半数にあたることもあり、

組織全体として支援体制の構築が必要である。 
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〔改善点〕 

経営状況の分析において精度を高めるには、どこまで企業の情報（特に定性面）を引き出せるか、

事業計画策定支援においてもどこまでアドバイスが出来るか、最終的に職員のスキルに依存する部

分が大きいことから、資質向上の取り組みについては、各団体が主催する研修やセミナーに積極的

に参加し、加えて経営指導員等による勉強会の開催など自己啓発を組み合わせ全職員の資質向上を

図る。 

情報の蓄積については、個々の経営指導員等が蓄積している支援ノウハウを一元化し、総務課職

員も含めた情報を共有化するシステムを構築することで組織全体としての財産となり、人事異動が

あった場合でも組織として支援ノウハウを承継できる。 

 

〔事業内容〕 

(1)個々のスキルアップに向けた取組 

① 経営情報支援員に関しては、研修会に参加する機会が乏しく実務レベルまでのスキルアップ

が図られていない。小規模事業者支援の知識を習得するための手段として、通常なら経営指

導員が受講する中小企業大学校での研修、中小企業基盤整備機構主催の「経営指導員向け経

営発達支援事業研修・ＩＴスキル向上等研修」、日本商工会議所主催による「景気に関する調

査担当者会議」などの研修会に年 1回以上参加させ支援力の向上を図る。 

 

② ＯＪＴの一環として、小規模事業者への対応にあたっては、経営指導員に経営情報支援員を

帯同させ相談から問題解決に向けた取り組みを実施研修する。また、専門家派遣支援等を行

う場合、経営指導員のみが同行しているが、経営情報支援員も帯同することでヒアリングか

ら問題解決に至るまでの専門的な支援スキルを習得することで支援能力の向上を図る。 

 

③ 経営指導員に関しては、専門的な研修を受ける機会が多々あり実務レベルのスキルアップは

できているが個人差があるため、日本商工会議所、中小企業大学校等による外部研修に年 1

回以上参加し、経営計画策定・販路開拓手法、売上・利益アップに役立つ支援能力の向上を

図る。 

 

(2)情報の共有化に向けた取組 

① 研修会やセミナーで得た情報は、経営指導員、経営情報支援員にフィードバックするだけで

なく、毎日実施している朝礼において報告する。現状では、個々の管理で資料をファイリン

グしているが、経営分析に関する資料については朝礼でのフィードバック後、速やかに定め

られた書棚にファイリングするとともに共有フォルダにデータ化し保存することでデータベ

ース化を図る。 

 

② 経営指導員等が受けた研修やセミナーに関しては受講した職員が要約した内容をまとめ、総

務課職員も含めた報告会を随時開催する。これにより受講者自身の理解度が深まり知識の蓄

積に繋がるとともに、全職員に対しても知識を共有することができ組織全体としての支援力

向上が図られる。 

 

③ 各種公開調査データの保管に関しては各担当者が個々の管理で保管しており、利用したい時

に探す必要がある。いつでも閲覧できる仕組みづくりとして、情報担当者を選定し、調査結

果の収集・管理・分析を責任もって行う。情報の一元化を図るとともに、いつでも、必要な

時に、必要な情報を閲覧できるシステムの構築も併せて実施する。これにより調査情報の集

積が進み、各支援において的確かつ、スピーディーで多種な情報提供が可能となることで支

援力向上が図られる。 

 

④ 小規模事業者からの相談内容は経営指導員だけに限らず、全職員が共有できる「相談管理シ

ステム」を構築する。個々が蓄積している情報をデータベースとして一元化することで、「だ
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れが」、「いつ」、「どのように」相談事業者にアプローチし課題解決に至ったかなどの経過を

把握することができる。これにより、当該事業者への支援内容を共有するだけではなく他事

業者への支援にも活用できる。このシステムに支援内容を蓄積することで組織の財産として

残り、人事異動があった場合でも組織として支援ノウハウの引継ぎが出来る。 

 

 

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 1回以上、本計画に記載する事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証・見直しを行う。 

 

(1) 小林市商工観光課、中小企業診断士、 税理士等専門家、地元金融機関等の外部有識者で構成す

る外部評価委員会を当会議所に設置し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行い

効果的なＰＤＣＡサイクルの構築を行う。 

 

(2) 正副会頭会議において、計画の見直し方針を決定する。 

 

(3) 事業の成果・評価・見直しについては、常議員会へ報告し承認を受ける。 

 

(4) 事業の成果・評価・見直しの結果については、書面で小林商工会議所事務所内に備え付け小規

模事業者が常に閲覧できるものとし、小林商工会議所ホームページ 

（http://www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi/）でも計画期間中公表する。 

 

 



- 28 - 
 

（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 11 月現在）

（１）組織体制 

当該経営発達支援事業（本計画）における業務の遂行は、中小企業相談所（経営指導員 3名、経営

情報支援員 3名）を中心に、全職員一丸となり実行する。 

 

【全体の組織体制：小林商工会議所 11 名】 

○専務理事  1 名 （申請時不在：平成 29 年 8 月末退任） 

○中小企業相談所(6 名)  

・指導課 課長 1名 係長 1名 主任 1名 

・地域振興課 課長 1名 主任 1名 主事 1名 

○総務課(4 名) 課長 1名 係長 1名 主任 1名 主事 1名 

 

【経営発達支援事業の実施体制：中小企業相談所 6名】 

○所長兼指導課長 1 名（経営指導員） 

○地域振興課長  1 名（経営指導員） 

○指導係長    1 名（経営指導員） 

○主任      2 名（経営指導員有資格者 1名：経営情報支援員 1名） 

○主事      1 名（経営情報支援員） 

 

 

（２）連絡先 

○担当部署 ：小林商工会議所 中小企業相談所 

○所在地 ：〒886-8502 宮崎県小林市細野 1899 番地 3 

○電話番号 ：0984-23-4121 

○FAX 番号 ：0984-22-7667 

○WEB アドレス ：http://www.miyazaki-cci.or.jp/kobayashi/ 

○Mail アドレス ：k-cci@miyazaki-cci.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 30 年度 

( 年 月以降) 
平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度

必要な資金の額 40,000 42,000 42,000 42,000 42,000

 

中小企業相談所 

 

創業支援事業費 

 

中活事業費 

35,000 

 

3,000 

 

2,000 

35,000

5,000

2,000

35,000

5,000

2,000

35,000 

 

5,000 

 

2,000 

35,000

5,000

2,000

（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、補助金（国・宮崎県・小林市） 

（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に関すること 

2.経営状況の分析に関すること 

3.事業計画策定支援に関すること 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

5.需要動向調査に関すること 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

7.地域経済の活性化に資する取組 

8.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 

連携者及びその役割 

○宮崎県 知事 河野俊嗣  

宮崎県宮崎市橘通東 2丁目 10 番 1 号  

役割：各種統計情報、商談会・物産展参加による販路開拓、補助金申請窓口 

○小林市 市長 肥後正弘  

宮崎県小林市細野 300 番地 

役割：市内需要動向調査情報、シティセールスにより需要情報、新規創業支援補助 

○小林市観光推進協議会（小林市観光ＤＭＯ）会長 吉留 髙志 

宮崎県小林市本町 16 番地  

役割：テストマーケティング、需要動向調査、ネット販売 

○小林まちづくり株式会社 代表取締役 柊崎 庄二  

宮崎県小林市細野 1899 番地 3 

役割：中心市街地でのテナントリーシング、創業支援 

○公益財団法人宮崎県産業振興機構 理事長 緒方 哲  

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500 番地 2  

役割：商品・サービス等の開発、6次産業化、ブランディング等の専門化支援 

○宮崎県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 長友 太 

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500 番地 2 

役割：創業スクール、個別相談会、支援先掘り起し  

○宮崎県事業引継ぎ支援センター 専門相談員 阿南友也 

宮崎県宮崎市錦町１番 10 号グリーンフィア壱番館 

役割：事業承継セミナー、専門家による事業承継支援  

○日本政策金融公庫宮崎支店 国民生活事業統轄 松井 斎 

宮崎県宮崎市橘通東 3丁目 6-30 

役割：創業、事業者への円滑な資金調達支援 

○小林市金融団 会長 中久保 俊夫  

宮崎県小林市本町 23 番地 

役割：金融機関による事業者への金融支援  

○中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門ビル 37  

役割：創業支援における補助申請、専門家派遣、外部研修、国の施策情報交換 

○宮崎県商工会議所連合会 会頭 米良充典 

宮崎県宮崎市錦町１番 10 号グリーンフィア壱番館 

役割：景気動向調査統計情報、専門家派遣、外部研修 
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連携体制図等 

 

 

事業計画、商品・サービス開発、販路開拓 
 

小規模事業者（事業承継者・廃業者）・創業者 

・宮崎県よろず支援拠点 

・宮崎県事業引継ぎ 

支援センター 

・中小企業基盤整備機構 

・宮崎県商工会議所連合会

 

（創業支援、事業計画策定、

事業承継、専門家派遣、

各種施策情報） 

・宮崎県 

・小林市 

・中小企業基盤整備機構 

 

（補助金申請窓口、 

各種施策情報） 

・宮崎県産業振興機構 

・小林市観光推進協議会 

 （小林市観光ＤＭＯ） 

・小林まちづくり株式会社 

 

（商品開発、販路開拓、 

ネット販売、 

ビジネスマッチング、 

まちなか創業） 

・日本政策金融公庫 

・小林市金融団 

宮崎銀行、 

鹿児島銀行 

  宮崎太陽銀行 

高鍋信用金庫 

（資金調達、金融支援） 

情報交換 

連

携

情報交換

連

携

連

携

情報交換 情報交換 

連

携

日本商工会議所 

中小企業大学校 

中小企業基盤整備機構 

宮崎県商工会議所連合会 

研
修
会 

勉
強
会 

 

伴走型 

支援 

 

小林商工会議所 

経営改善普及事業 

経営発達支援事業
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