
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
串間商工会議所 中小企業相談所（法人番号 ２３５０００５００４３２３） 

実施期間 平成３０年 ４月 １日 ～ 平成３５年 ３月３１日 

目 標 

地域の強みと課題を踏まえ、行政はもとより関係機関と連携を図りながら、小規

模事業者の経営力向上のための支援を伴走型で行い、今後の地域を支える企業とし

ての経営基盤の強化に繋げる。 

・小規模事業者の経営分析と市場調査による経営計画の策定支援 

地場産業の育成には、地域内で育てられた良質の農産物を使った加工品も数多く

あることから、販路拡大や新商品の開発に取り組む（地域ブランドの確立）。 

・新商品づくり・販路開拓等を目的に、商談会・展示会等へ積極的に参加し、既

存商品の課題解決とともに売れる商品づくりを目指す。 

事業内容 

１ 経営発達支援計画の内容 

 １．地域内の経済動向調査に関すること 

   ◎市街地通行量調査、景況動向調査、商店街等経営実態調査等の実施   

 ２．経営状況の分析に関すること 

   ◎経営課題抽出によるヒアリング調査を実施し、経営状況の分析を行う 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

   ◎事業計画策定セミナー・創業塾の開催及び個別相談会の実施 

   ◎事業計画策定を目指す小規模事業者を伴走型により支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   ◎具体的な行動計画に対しての実施スケジュールの作成支援 

   ◎創業 3年以内の者に対して、ヒアリングシートを実施し課題解決を行う 

５．需要動向調査に関すること 

   ◎小規模事業者が取り扱う、商品・サービスの情報を提供する 

   ◎新商品開発のためのアンケートの実施による情報の提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

◎新商品開発・販路開拓によるチャレンジショップ出展のための支援 

   ◎専門家派遣等による販売ツールの作成支援 

   ◎地場企業育成による味便りの発送によるアンケートの実施 

２ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 １．地域経済の活性化事業 

   ◎中心市街地活性化対策及び賑い創出のための取り組み 

◎共通商品券発行事業による消費の喚起 

連絡先 

串間商工会議所 中小企業相談所 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 5657番地 

TEL 0987-72-0254  FAX 0987-72-0100 

E-mail kucci@miyazaki-cci.or.jp 

URL  http://www.miyazaki-cci.or.jp/kushima/ 
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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 

地域における現状と課題 
【位置】 
串間市は、宮崎県の最南端に位置し東部は日向灘、南部は志布志湾に面し海岸沿いは日南海岸を

臨み、北から西にかけては都城市・日南市及び鹿児島県志布志市と接している。 
 串間市へのアクセスは自動車での利用が主であり、宮崎空港がある宮崎市から国道 220 号線を利

用して 1 時間 40 分程度、宮崎自動車道都城 IC からは国道・県道を利用して 1 時間 20 分程度要す

る。公共交通機関は JR 日南線があり、宮崎駅から串間駅まで 2 時間 20 分程要する。 

串間市中心市街地まちづくり基本計画書より 
【人口】 
 串間市の人口は、平成 26 年に 19,232 人と 20,000 人台を割り込み、昭和 55 年と比較すると 10,000
人以上が減少している。また、年齢別人口の割合は少子高齢化の進行が顕著で、平成 26 年には 65
歳以上の老年人口割合が 37.8%となっている。 
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【基幹産業】 
一次産業が主体である。特に食用甘藷や米、施設園芸（ピーマン・キュウリ・キンカン・マンゴ

ー）等を主体とする農業をはじめ、肉用牛や養豚などの畜産、定置網漁や養殖業などの水産業も盛

んである。この中でも特に食用甘藷や甘藷を使った加工品及び養殖で育ったブリなどは、国内はも

とより香港やマレーシアなどのアジア圏のほかにも北欧に向けて海外展開が行われている。また、

施設園芸で育てられたキンカンやマンゴーは、地産地消としてキンカン飴やマンゴージャムへと加

工されるとともに、市内の製菓店でもお菓子の材料としても使われている。 
 
 
 
 
 
      甘藷         ブリ       キンカン      マンゴー 

串間市観光物産協会ホームページより 
 
【観光】 
 串間市の観光資源は、野生馬が生息する都井岬、海水で芋を洗って食べることで有名な文化猿の

幸島、冷たい山水を湛え四季折々の美しさを見せる赤池渓谷、そして九州最大規模のテーブルサン

ゴなど市内全域が自然の美しさそのままの景観で包まれている。また、平成 23 年にオープンしたイ

ルカランド（体験型テーマパーク）は、多くの家族連れで賑う人気のスポットである。 
 
 
 
 
 
 
 

都井岬の野生馬    幸島の猿     赤池渓谷   都井岬沖のテーブル珊瑚群 
 
 しかし、総観光客数の推移は昭和 52 年の 1,129 千人をピークに年々減少し、平成 22 年には 173
千人まで減少した。その後はイルカランド・水産物直売所のオープンをはじめ、ご当地グルメ「串

間活〆ぶりプリ丼ぶり」目当てに観光客が訪れ 300 千人台まで回復している。 
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串間市を訪れた観光客を対象に行ったアンケートの結果からは、交通網の充実と高速道路の配備

を指摘する項目が最も多く、アクセスの改善が交流人口増加における待望の要素であることが伺え

る。観光の拠点である都井岬に立地の宿泊施設（ホテル・旅館・民宿）は以前 14 軒あったものが、

現在では民宿 3 軒が経営しているのみの状態となっている。この都井岬には江戸時代に軍馬として

放牧された野生馬が生息しており、都井岬への入込客数の増加を図るため、市観光協会の観光ガイ

ドがこの馬の生態について説明するビジター向けサービスが実施されている。 
また、懸念材料であるアクセスの問題では東九州自動車道に関して串間商工会議所（東九州自動

車道民間協議会）と行政との連携により日南～串間～志布志間の都市計画化が決定したことを受け

て、今後も事業化に向けての活動をより一層推進していく。 
 
 
【小規模事業者に対する取り組みの現状と課題】 
 串間市における小規模事業者の現状としては、数的観点によると平成 22 年度時点で 1,034 事業者

という状況に対し、平成 28 年度には 806 事業者となっている（－22.1%減）。業種別に観ても、製

造業、卸小売業をはじめとして軒並み減少している。特に卸小売業では 40.5% と最も減少幅が大き

く、人口減少とともに大型店舗やコンビニエンスストア等の進出、さらには流通機能の変化に加え

長引いた景気低迷の影響による地域間競争の激化などが考えられる。 
また、製造業も 35.4%減少している。これは、モノづくりを主体とする経営者の高齢化が起因し

ていると考えられ、後継者不足が顕著である。 
こうした影響により、市内に点在する 3 商店会の事業者も減少しており商店会としての機能を果

たせない状況下にある。そして、過疎地を中心に無店舗地区が増えており、移動手段である自家用

車を持たない高齢者などが買物弱者と化しており、今後ますます増えていくことが不安視される。

市内での需要を高めるためにも商品を供給する事業者を維持して行くことが、買物弱者対策として

会議所が取り組むべき事項の一つでもある。 
 
 

「小規模事業者・業種別の推移」（件数） 
 
 

 
（串間商工会議所管理台帳による） 

 

年度 
小 規 模 

事業者数 
建設業 製造業 卸･小売業 

飲食･  

宿泊業 
サービス業 その他 会員数 

H22 年 1,034 159 96 294 119 117 249 623 
H26 年 830 129 64 200 101 108 228 570 
増減 △204 △30 △32 △94 △18 △9 △21 △53 
増減率 △19.7% △18.9% △33.3% △31.9% △15.1% △7.7% △8.4% △8.5% 
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このように商店街を中心とする既存の購買エリアが疲弊していることを受けて、平成 24 年度に「商

店街等経営実態調査」を実施した。この結果によると、年代別では「50 歳以上」が 90%で、この内

「70 歳以上」は 20%を超えている。後継者問題は、「確保していない」事業所が 60%を超え、「確保

している」事業所は 28%に留まる状況。経営の問題点としては「売上の減少」が 50%を超え、「大

型店の出店」、「利益率の減少」、「店舗の老朽化」と続く。今後の対策としては「顧客管理・サービ

スの強化」が 45%、次いで「事業の縮小」、「事業の多角化」、「取扱商品の高級化」と続く一方で「廃

業」を考えている事業者も 7%あった。この他、行政・商工会議所に希望する施策として「低利融資

の斡旋」（27%）が最も高く、続いて「道路網等の環境整備」（17%）、「プレミアム商品券の発行」（16%）、

「財務・資金・税務等の指導」（12%）、「専門家の斡旋」（10%）、「人材育成の研修」（6%）という

結果であった。 
串間商工会議所として経営指導員で年間 600 件程度の巡回指導を実施しているが、事業者から相

談があったことでの対応に留まり、地域内ではいまだ多くの経営支援ニーズが潜在していることを

知らされた結果であった。このことは、経営支援が十分に行われていないという結果としても受け

取れる。 
このような経営環境の中、串間市と連携して実施した「起業・既業支援プロジェクト事業」（※注）

は、飲食業・小売業など 7 件の創業者の誕生に繋げることができた。開業後のフォローアップとし

て、経営課題抽出のためのヒアリングシートに基づき、経営支援のための巡回指導を実施している。 
（※注：起業・既業支援プロジェクトは、創業者及び既存事業者を対象に、創業資金及び経営の拡大や雇用の増加と

いったものに対して、100 万円を上限に 3/5 を市が補助） 

 このような状況から、課題を次の通り集約する 
 ①人口の減少が著しい事から、域内を商圏とする小規模事業者の売上減少が続く事が予想される。 
 ②都市間との競争激化が予想され、買回り品などの購買力流出が予想される。 
 ③経営環境の悪化及び後継者不足により、廃業する事業者が増加し、小規模事業者の減少が予想

される。 
 
【中長期的な振興のあり方】 
 商工会議所は、地域の総合経済団体であり、国・県・市等が実施する小規模事業者のための各種

支援策を普及促進させ、小規模事業者のニーズを行政に伝える役割が求められている。また「小規

模企業振興基本法」の制定、「小規模支援法」が改正されこれまで以上に小規模事業者を支援する体

制が構築されるなど、地域においてもリーダーシップの発揮が期待されている。 
地域経済の代表である串間商工会議所は、人口減少、事業所の減少、消費購買流出等諸問題に対

し、小規模事業者が将来的に安定した経営を続けていけるよう支援を行う。平成 13 年より開始した

通年型の「串間市内共通商品券」はこれまで約 8 億 6 千の発行額（回収率 98％）であり、今後も地

域密着の商品券として、賞品・贈答など串間市の活性化のため更なる普及促進に努め、地域経済の

振興を図る。 
更に、串間市観光拠点である「都井岬」では旧都井岬観光ホテルが解体され、周辺の再開発を手

がける米良電機産業（宮崎市）と「地元雇用の拡大」「地元企業との連携」など協定書を交わしたと

ころであり、都井岬振興会をはじめ周辺事業所の方々の協力を得ながら「素晴らしい自然を目の前

で見ることができる都井岬を世界に発信できるよう」今後も串間商工会議所として都井岬再開発に

携わり、幸島をはじめ他の観光資源を結びつけることで訪れる人の回遊性を高め、これらの観光資

源への効果的な誘導や情報発信を行い観光振興に繋げる。 
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また、串間市が策定している「第 5 次総合計画」について串間商工会議所は、経済発展の主導的

役割を果たすため、串間市の計画に沿って、宮崎県商工会議所連合会等と連携をはかり小規模事業

者の持続的発展を図る。この計画のひとつである『まちなか道の駅』計画は交流人口の増大を見据

えて、地域資源を活かした新商品開発、販路開拓を支援し小規模事業者の経営力強化と地場産業の

発展を図る。 
（※まちなか道の駅計画とは、観光再興による地域活性化に向け、道の駅整備に関する中心市街地まちづくり実

施計画。物販、飲食、市民交流施設など、大きく分けて五つの施設を配置する構想。） 

 

（１）小規模事業者の持続的発展に向けた経営力向上支援 
（２）農林漁業者等と連携した新商品開発及び販路開拓支援 
（３）創業者の輩出、事業承継支援 
（４）小規模事業者支援強化の為の職員の資質向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道の駅配置図(案) 
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【経営発達支援計画の方針と目標】 
 中長期的な目標達成のために、項目ごとに下記を基本方針及び目標として小規模事業者の持続的

発展と地域経済の活性化を図る。 
 
（１）小規模事業者の持続的発展に向けた経営力向上支援 

地域内で小規模事業者が占める割合は 8 割を超える。その小規模事業者が、人口の減少や高齢化、

地域間競争の激化などの影響で年々減少している。本来、地域の顔である小規模事業者は雇用の

場の確保と地域活性化のための一翼を担っており、その重要性は極めて大きい。小規模事業者が

地域内において持続的な経営を行うために、事業計画策定支援や生産性向上に取り組み、収益の

増加を図る。具体的には事業計画を策定することの重要性を理解してもらい、経営状況の分析結

果に基づき事業計画を策定するための指導を行う。 
 ■目標 
 経営発達支援計画事業5年間で、事業計画策定支援事業所数を30件まで増やすことを目指すため、

巡回訪問件数を毎年平均 7％増加(年 50 件増)させる。 
  
（２）農林漁業者等と連携した新商品開発及び販路開拓支援 

地域内で育てられた良質の農産物を使った加工品も数多くあることから、地場商品・サービスの

価値や訴求力を高め、広く発信できる地域(串間)ブランドとして確立していく。 
販路拡大や新商品の開発に取り組む事業者には商談会・展示会への出展支援を行い、商品のデザ

イン・マーケティングなどの支援にあたっては、よろず支援拠点やミラサポ、宮崎県中小企業等

経営基盤強化支援事業などを活用し、専門家と連携して事業の推進を図っていく。 
■目標 
基幹産業である農林水産業者との連携強化により、串間ブランドを確立し、その相乗効果を地域

の活性化に繋げる。また、小規模事業者が安定した経営を続けることができるよう新商品開発及

び販路開拓を支援し、商談会・展示会への参加事業所数を 15 件まで増やすことを目指す。 
 

（３）創業者の輩出、事業承継支援 
小規模事業者数は今後も減少していくことから、創業人材の育成をはじめ第二創業の提案を実施

する。具体的には、地域経済を担う人材育成のため創業・新分野進出（チャレンジ）塾の開催や

日本政策金融公庫の創業融資等各種支援策を活用し、スムーズな創業や宮崎県事業引継ぎ支援セ

ンターとの連携により事業承継を支援する。これらの推進により小規模事業者の減少を抑制する。    
■目標 
小規模事業者の創業や新分野進出の促進、地域経済を担う若手の育成と新事業の創出や新たな事

業提案により地域活力の向上を図り創業・新分野進出塾への参加者数を 20 人まで増やすことを目

指す。 
  
（４）小規模事業者の支援強化のための職員の資質向上 
 小規模事業者の支援力向上のため、支援スキルの共有を図り内部研修を実施する。 
■目標 
組織内で支援事例の共有化や支援スキルの向上を図るため、国や関係機関が実施する研修会や

OJT による伴走型の支援の実施と職員内部研修を毎月開催することを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 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】 
    地域内での経済動向調査に関する情報の収集、整理、分析することにより、小規模事業者

の景気動向及び経営課題の発見に努める。 
    現在、四半期毎に実施する景況調査に加え、商店街通行量調査を実施しているが、更に小

規模事業者の経営課題探求のための調査を実施し、調査結果を串間商工会議所ホームペー

ジや商工会議所会報にて情報提供する。 
（事業内容） 
①市街地通行量調査の実施 

毎年実施している通行量調査を引続き実施するが、商店会毎に実施場所を選定し、分析

することで既存事業者は勿論のこと空き店舗の入居を検討している創業者等への資料と

して提供する。毎年 7 月上旬の休日・平日の 2 日間（午前 9 時～午後 7 時）実施する。     
    ・項  目 通行量を把握するための「歩行者（子供、大人）・自転車・車両」 
    ・活用方法 当所において上記項目を曜日別、時間帯別、方向別に分けて集計・分析する。

その結果を商店会及び行政に提供することで、商店街動向の参考資料とする。

また、新規出店や創業者に分析結果を示すことで、現状の立地状況が把握で

きるとともに、出店計画などの経営判断材料にしてもらう。 
    ・目  標 年１回 

②景況動向調査の実施 
     宮崎県商工会議所連合会と連携して毎四半期実施している県内景況動向調査について、

管内の調査件数 13 件を段階的に増やし、県内及び管内の状況を分析する。 
調査結果については、経営指導員等が管理し小規模事業者の相談時に活用する。調査は、

指導員が調査対象事業所を直接訪問し実施する。 
・項  目 「売上（受注）･採算（経常利益）･資金繰り･仕入価格･雇用（労働力）状況･

設備投資計画･業況」 
・活用方法 調査対象先の業種業態の現況が把握でき、類似する事業者への指導時に活用

する。 
・目  標 年 4 回（毎四半期毎） 

③商店街等経営実態調査の実施 
 地域の活力低下や消費行動の多様化など、商店街を取り巻く環境が大きく変化する中、

小規模事業者の経営課題・事業承継・後継者等の実態を把握し課題解決のため伴走型に

より支援する。 
・項  目 業種・事業所の形態・創業年数・年齢・後継者の有無・営業時間・売上状況・

経営上の問題点・売上増のための対策・その他 
・手  段 経営指導員等による聞取り及び FAX 等により調査。 
・活用方法 上記結果を踏まえ、その結果を今後の小規模事業者支援に活用する。 
・目  標 100 件 
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 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
  （現状と課題） 

現在、小規模事業者の経営分析は決算指導をはじめ金融斡旋、条件変更による事業計画の

策定、各種補助金の申請時など必要な場合に限り行っていた。また、事業者の経営分析に

対する認識が薄いことも課題である。 
 

（事業内容） 
小規模事業者の持続的発展に向け、販売する商品、提供する役務内容、ノウハウ、財務内

容、その他の経営状況の分析が必要な事業者を発掘するため、経営指導員の巡回、窓口相

談、各種セミナー等を通じて実施する。また、専門的な課題については、よろず支援拠点、

ミラサポなどの専門家派遣や中小企業診断士を活用し、宮崎県商工会議所連合会や日本政

策金融公庫等と連携して、小規模事業者のさまざまな課題に対してサポートする。 
 

    ①支援対象事業者を定期的に巡回し、経営の実状に着目しヒアリング（売上、経費、純利

益、資金繰り、課題等）を実施し、経営課題解決に必要な経営状況の分析を行う。また、

経営ヒアリングシートに基づき課題を抽出し、事業者の課題解決のための支援を行い、

売上アップを図る。尚、巡回・窓口指導での情報を職員で共有するためデータを蓄積し、

各事業者の経営状況の分析に活かす。 
 
    ②経営に関する課題解決セミナーを開催し、経営分析が必要な事業者を発掘し支援を行う。

必要に応じて連携する支援機関や専門家を講師として招聘し、課題解決に努める。 
 
    ③記帳指導先をはじめ巡回指導や金融等により小規模事業者を選定し、支援ニーズを把握

する事で当該事業者の経営状況の分析を行う。経営状況の分析では収益性、生産性、安

全性、成長性の観点を含め、中小企業診断士等と連携し経営状況の分析支援を行う。 
 

（分析項目） 
   ①財務（収益性・安全性）分析 
   ②資金繰り分析 
   ③キャッシュフロー分析 
   ④SWOT（強み･弱み･機会･脅威）分析 
   ⑤3C（市場・競合・自社）分析 

 
  （目  標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

巡回訪問件数 587 600 650 700 750 800 

窓口相談件数 551 560 570 580 590 600 

課題解決セミナー開催数 2 2 2 2 3 3 

経営状況分析の件数 24 36 36 42 42 45 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
  （現状と課題） 

経営状況分析の課題同様、金融機関等からの改善計画及び持続化補助金等の補助金申請等

のみに留まっていた。業者の経営分析に対する認識が薄いことや巡回・窓口指導での事業

計画策定に対する必要性の周知も不足していた。しかし、持続化補助金申請時のセミナー

や個別指導を通して、この事業計画策定に対して事業者の認識が深まりつつある。 
 

（事業内容） 
①既存事業者の策定 
【指針①】で経営状況の分析を行った事業者を対象に、巡回指導時に事業計画の必要性や

作成手法を説明し、事業者の経営状況を踏まえ、強み・弱み・機会・脅威を引き出し事業

者が目指すべき方向に沿った事業計画の策定は経営指導員が行う。特に専門的な知見が必

要と判断した場合には、中小企業診断士等の専門家を活用しながら事業計画策定に向けて

伴走型の支援を行う。事業計画は、新商品開発・販路拡大、経営力向上計画、事業承継計

画など事業者のニーズに合わせ策定支援を行う。また、年 2 回開催する経営解決セミナー

（例えば、売上・利益 UP の手法 等）及びセミナーと同時に開催する個別相談会で事業者

の直面する課題を抽出し事業計画に活かしていく。 
 
②創業者の策定 
創業を計画している者を対象に、特定創業支援事業の認定を行っている串間市と連携し、

年 1 回創業セミナーを開催する。また、セミナーでは日本政策金融公庫宮崎支店などと連

携して、マーケティング等の基本知識・税務金融に関する知識・開業計画書の作成など実

施する事で創業計画の策定支援に努める。 
尚、創業セミナー等の案内は、新聞折込チラシ、HP・SNS、巡回・窓口指導等で周知を行

い、創業計画策定（事業策定計画）を目指す小規模事業者を掘り起し、経営の向上を目指

す。支援に当たっては指導員の他、金融機関、保証協会、宮崎県中小企業等経営基盤強化

支援事業による専門家を交え計画実現可能性を高める。 
 

（目  標） 

支 援 内 容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営解決セミナー及び 
個別相談会開催回数(受講者数) 

2 
(10) 

2 
(13) 

2 
(15) 

2 
(17) 

2 
(20) 

2 
(20) 

事業計画策定事業者数 7 15 18 20 25 30 

創業セミナー開催回数 
(受講者数) 

1 
(10) 

1 
(12) 

1 
(15) 

1 
(15) 

1 
(15) 

1 
(15) 

創業計画策定者数 3 4 5 5 5 5 

 
 
 

４．事業計画策定後の支援に関すること【指針②】 
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  （現状と課題） 
     小規模事業者にとって事業計画策定後は、それを金融及び補助金等の申請時に活用する

のみに留まっており、事業計画に沿っての計画・目標との確認がされていない。また、

支援体制も充分とは言えず、事業計画の遂行状況の確認が不足している。 
 

（事業内容） 
   事業計画策定後の支援は、定期的(3 ヶ月に 1 回)に巡回して計画書を基に進捗状況を把握

し、計画を進めるうえでの課題や取組むべき課題を明確にし、目標の修正を行うことで

計画の実効性を高める。計画と実績が乖離している場合には、その原因を事業者と一緒

になって究明するとともに、指導員間で情報の共有を図ることで多面的な支援体制を構

築し支援にあたる。原因とされるものが専門的な分野に繋がるものについては、専門家

等を派遣して改善を行う。 
   また、創業間もない小規模事業者の支援についても、定期的(3 ヶ月に 1 回)に巡回し、適

宜ヒアリングにより課題を抽出し既存事業者同様の支援を行う。 
 

①経営指導員が定期的(3 ヶ月に 1 回)に巡回を実施し、事業計画策定後の進捗状況を把握

する。計画と実績が乖離している場合には、未達項目の実施促進、計画の変更等の助

言指導を行うほか指導員で対応出来ない（例えば、店舗改装における材料選定アドバ

イスや視認性アップ方法など）専門的で高度な知識経験が必要な内容については専門

家の助言を求める。 
   ②小規模事業者で創業及び 3 年以内に開業した者については、事業計画のスケジュール

に沿って実施して行くなかで、目標達成のためにヒアリングにより抽出した項目毎の

課題に応じた支援（売上増加策・顧客満足度アップ・資金繰りの安定策等）を行い、

創業者の事業存続を図る。商品開発や販路開拓、高度な経営課題については、中小企

業経営基盤強化支援事業等の専門家派遣を利用するなどして支援する。 
   ③小規模事業者が事業計画遂行上、スキルアップするために商工会議所は勿論、会議所

連合会、国・県・市・各種団体が実施する支援策等の案内を会報、ホームページ、フ

ェイスブック等により周知し、小規模事業者のフォローアップに務め、円滑な事業計

画の実施を支援する。 
④事業計画を実現するため、具体的な行動計画に則して実施して行く上で必要な設備資

金及び運転資金が生じた場合には、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援

融資制度」等の斡旋を実施する。 
 

（目  標） 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ延べ回数 
(事業計画策定件数×頻度) 

28 60 72 80 100 120 

創業予定者の 
フォローアップ延べ回数 
（創業計画策定件数×頻度） 

12 16 20 20 20 20 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
  （現状と課題） 

以前、串間市地域内の消費者に対して小規模事業者の取り扱う商品やサービスに対する調

査を実施し、地域で生活する方々の消費動向を分析・活用していたが、現在は実施してい

ない。また、串間市内からの買回り品等の購買力流出の調査も実施していない。 
小規模事業者は情報を収集する機会が少なく、一方商工会議所では多くの情報があるもの

の、個々の事業者に応じて情報を収集・整理・分析・提供する手法が確立されておらず、

一律的、断片的な支援に留まり、経営指導員それぞれの支援方法に任せていた。 
今後、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、売上増・利益確保に繋

げていくことが課題である。 
 
  （事業内容） 

新たな販路開拓を目指している小規模事業者を中心に、新商品開発や新たな需要開拓に直

結するような情報提供が出来るよう、個社支援に繋がる需要動向調査を実施する。 
平成 4 年より毎月開催されている「よかむん市」への来場者に、新商品開発等を行った商

品に対するニーズを把握する。また、市内観光地での観光客に対しても同様の調査を実施

する。加えて、市外からの来訪者に対しては、市内飲食店に対するメニュー等の改善要望

について調査を行う事で個店の売上向上、収益の確保につながる商品開発や品揃えの強化

に調査結果を活用していく。 
 

① 朝市等での来場者を対象とするアンケート調査 
 ・支援対象：新商品開発を目指す地域特産品を取り扱っている農水産物加工業（ジャム 2 社・

味噌加工品 1 社）が対象。 
 ・調査目的：農水産物加工業の新商品開発、販路開拓、新分野進出などを実施する際に消費

者のニーズ状況を把握することで需要の動向を捉え、既存商品のブラッシュア

ップや新商品開発に活かす。また、農商工連携も見据え調査する。 
 ・調査方法：(1)「よかむん市」（朝市）や道の駅にてジャム・味噌加工品の試作品を振舞、経

営指導員が観光物産協会と連携して年 1 回 50 人・H33 以降 100 人に新商品等

の味・価格・パッケージ・内容量等を来場者にアンケート調査を実施する。  ※

道の駅くしま(仮称)が、Ｈ32 年度末に開業予定 
(2) 経営指導員等が年 1 回 50 人に串間市内観光地（都井岬、イルカランド等）

へ出向き、観光客に串間のジャム・味噌加工品について、味・価格・パッケー

ジ・内容量等をヒアリング方式で調査する。その際、串間の農水産物で好きな

物及び串間を訪れた際に食べたい物・購入したい物についても調査する。 
 ・支援方法：経営指導員が情報収集の媒体として専門書籍や新聞（日経新聞、日経 MJ、宮崎

日日新聞）、インターネット、全国商工会議所ネットワーク等により取得した市

場動向の情報を収集・整理した結果とアンケートで得られたデータを対象事業

者に経営指導員が巡回し提供するとともに、連携機関の支援を得ながら新商品

開発及び既存商品のブラッシュアップに繋げる。 
 ・活用方法： 事業計画の売上計画等の算出根拠に役立てる。 
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② 市外からの来訪者を対象とした飲食店への要望調査 
 ・支援対象：新たな需要開拓を目指す飲食店（居酒屋 5 店）が対象。 
 ・調査目的：風力発電所建設等で市内に宿泊されている来訪者を対象に市内居酒屋の利用頻

度や利用したことのある居酒屋のメニュー等について要望や意見を収集し、顧

客ニーズ状況の動向を捉え事業者にフィードバックする。 
 ・調査方法：宿泊事業者から情報を得、ホテル・旅館の長期滞在者を中心に経営指導員が宿

泊先等に調査票を持参し、年 2 回計 80 名に調査する。 
例・利用したことのある飲食店はどこ？ 

・最も利用する飲食店とその利用目的は？ 
・利用した飲食店に改善して欲しいことは？（価格・味・量・味付け 他） 
・串間で食べたい魚料理は？  など 

 ・支援方法：経営指導員が集計・整理・分析し、支援対象となる事業者に集めたデータを巡

回し提供する。また、事業者のホームページ等を充実させることで新たな顧客

獲得を目指す。 
 ・活用方法：事業者の新たなメニュー開発やサービスの変更や改善等に役立てる。 
 
 
（目  標） 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
朝市等での来場者を対象とす

るアンケート調査実施回数 
  （合計サンプル数） 

0 
2 

（100） 
2 

（100） 
2 

（100） 
2 

（150） 
2 

（150） 

アンケート調査結果提供数 
（フィードバック事業者数） 

0 3 3 3 3 3 

飲食店への要望調査実施回数 
（合計サンプル数） 

0 
2 

（80） 
2 

（80） 
2 

（80） 
2 

（80） 
2 

（80） 
飲食店への要望調査結果提供数  
（フィードバック事業者数） 

0 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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】 
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（現状と課題） 

    地域における小規模事業者にとって、人口の減少等は消費が伸び悩んでいる外的な要因で

もあり、売上の確保は大きな課題である。売上を確保するためにも、小規模事業者が販売

する商品の情報を消費者、バイヤーに対して果敢に PR して販路開拓に繋げて行くことが

課題となっている。 
 

（目  的） 
  商談会及び展示会等へ出展することは、その最大の近道となり得るため商品の良さや販売

ターゲット等を着実に見据えた戦略的な視点が肝要となる。そうした戦略的視点や要素を

重点的に支援することにより、商品としての価値が洗練され、消費者やバイヤーなどの評

価にも繋がり、より良い商品の開発及び販路開拓に繋がることが期待できるため、本計画

では個店指導やセミナーを開催するとともに、宮崎県、串間市、宮崎県産業振興機構（み

やざきフードビジネス相談ステーション）、地元農産加工研究会や各金融機関などと連携

し、新商品開発や販路開拓を進め、小規模事業者の需要開拓を支援する。 
 

（事業内容） 
    ①販路開拓 

地域内の農林水産物及び加工食品（焼酎、水産加工品、味噌・醤油、ジャム、団子類等）

の販路開拓を図るために、公益財団法人宮崎県産業振興機構、宮崎県、串間市、宮崎県

商工会議所連合会、各金融機関等とも連携を図りながら商談会、展示会等への出展支援

を積極的に行う。また、「ジェトロ宮崎貿易情報センター（宮崎ジェトロ）」とも連携を

図りながら、海外展開（シンガポール、香港等）に伴う現地の実情等について販路開拓

を支援する（営業拠点設置・現地法人や工場の立ち上げなどの実務プロセスを含む）。ま

た、宮崎駅舎内に立地しているアンテナショップ宮崎「チャレンジくしま」に出展し、

県内外の来場者に対して商品の強みを活かした販路開拓と認知度の向上を図る。 
 

②個別指導（スキルアップ） 
①での商談会及び展示会等において、バイヤー企業や消費者と直接交渉、販売をするこ

とで既存商品の持つ課題の抽出ができる。ヒアリングで抽出された評価に従い「味、価

格、パッケージ・デザイン、内容量等」及び販売方法について宮崎県中小企業等経営基

盤強化支援事業により専門家を活用した個別指導を行う。また、HP・SNS 等を駆使し

た販売スキルの作成についても支援を行う。 
 

③集団指導（セミナー） 
商談会等でバイヤーとの商談契約を高めるために、販路開拓の基本とマーケットの変化

等について、みやざきフードビジネス相談ステーションからマーケティングアドバイザ

ーを講師として招聘しセミナー及び個別相談会を開催する。 
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    ④新商品開発 
地域内の農林水産物及び加工食品の販路開拓と認知度のアップを目的に、串間市観光物

産協会及び串間農産加工研究会と連携して「地場産品の詰合せによる『味便り』」を県外

に向けて年 2 回発送（夏・冬の便）する。発送する際にアンケート（新商品の提案、消

費期限、品質、常温、冷凍物等の商品構成）を同封し、味便りファンの増加を目指す。

そのアンケートの結果は、分析・検証してブラッシュアップする事により商品価値を高

めて販路拡大を目指す。また、新商品の提案があったものについては実現可能か小規模

事業者と一緒になって協議し、新商品作りを支援する。 
 
 

（目  標） 
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

商談会・展示会 
参加支援事業者数 

3 7 10 13 15 15 

アンテナショップへの 
出展事業者数 

（アイテム数） 

7 
（20） 

10 
（30） 

10 
（30） 

15 
（45） 

15 
（45） 

15 
（45） 

個別指導（HP・SNS 等） 
による支援企業数 

2 5 10 15 15 15 

商談契約アップ 
のためのセミナー 

0 1 1 1 1 1 

新商品開発支援事業者数 0 3 3 3 3 3 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
  １．地域経済の活性化事業 

串間市の活性化を目的に、南那珂森林組合、串間市漁業協同組合、串間市東漁業協同組

合、JA はまゆう串間支所、JA 大束協同組合、串間市建設業協会等の団体で組織した「串

間地域振興会」（事務局：商工会議所）は、串間市の人口減少に鑑み過疎化や高齢化対策、

観光地（都井岬）の再興のための振興策、東九州自動車道（日南~串間~志布志間）の早

期事業化に向けた提言等を柱に事業を展開している。また、串間市観光地の拠点である都

井岬に立地している旧都井岬観光ホテルの土地に関して県外資本所有の物件を串間市が

買い取ったことを受けて、地元都井岬振興会と連携して宿泊施設の整備などの再開発へ向

けて市に対して提言を行う。宿泊施設を整備することで、今まで宿泊施設が少なかったこ

とによる観光客減少の歯止めとなり、雇用の場の確保、地産地消等による活性化が図られ

るとともに外貨獲得にも繋がる。 
また、観光振興において「食」は切り離せない重要な要素を担っており食がもたらす観

光への効果は大きなものがある。食材宝庫ともいえる当市において、これらを活用して作

られたご当地グルメ「串間活〆ぶりプリ丼ぶり」が平成 25 年 3 月に誕生した。これは、

地域内の外海で養殖された「鰤」を中心に提供するもので、認定を受けた 3 店舗で現在

販売しており、この 4 年間で 5 万食を超えている。今後は 5 年間で 10 万食を目指す。反

響は非常に大きく市内はもとより市外からの観光客も多い。 
食を求めての入込客はあるが、串間市が策定した「中心市街地まちづくり基本計画」では、

中心市街地の機能が衰退していることから、再開発のための広域交通ネットワークの結節

点としての機能を最大限に活用した中心市街地の形成、通貨型観光客を中心市街地や市内

観光地へ回遊させるための拠点づくりなどによる中心市街地の活性化に向け行政と一緒

になってまちづくりを行う。 
 
（事業内容） 
（1）地域経済の活性化に伴う協議 

串間市、商店街と連携しながら「商工団体等連絡会議」との懇談会を開催し、今後の地域経

済の活性化に向け経済動向調査等の結果を踏まえ取り組みを検討する。 
また、都井岬振興会との連携により都井岬再開発のための（各種施設の整備等）提言活動を

行政に対して積極的に行う。 
 
（2）地域振興事業 

    くしま活性化委員会、各商店街と連携して開催している「串間市民秋まつり」、「都井岬火祭

り」、「福島港花火大会」、「仲町夜市」、「雛人形撮影会」、「仲町愛宕まつり」等の各種イベ

ント事業の支援を行い地域内の交流人口の増加に努める。 
「九州窯元行列 in 串間」は、別名“畳の上の陶器市”として名を馳せている。会場は、中

心市街地に立地し国の重要文化財に指定されている「旧吉松家住宅」を中心に開催される。

若手陶芸家が手掛けた陶器を求めて、県内外から多くの陶器ファンで賑う。 
    また、市、観光協会と連携して実施している、くしまご当地グルメ「串間活〆ぶりプリ丼

ぶり」の普及拡大には、各イベント会場で「のぼり」や「パンフレット」による周知活動

を実施する。 
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（3）共通商品券発行事業 

  当所の発行する共通商品券は、資金決済に関する法律に基づき財務局に登録しており、通

年型の商品券であるため、永続に流通することから行政を含め消費者の利用も多く消費の

市外流出防止に繋がっている。また、スタンプ会と連携し、販促によるイベントを開催す

るなど普及拡大に向けて支援して行く。 
この商品券の発行に際しては、バーコードによる管理を行っており、加盟店ごとの取扱高

で買物品目が確認できる。この追跡調査の分析を会議所会報に掲載し周知を図ることで、

今後の商品券への取組みなど個店の販売スキルとして活用してもらう。 
（平成 28 年度の商品券利用に対する市の活用状況は、住宅リフォーム補助金 650 万円、

長寿祝い金 260 万円、スポーツキャンプ等の宿泊補助 100 万円、子育て応援事業 600 万円、

その他市職員互助会等 200 万円である。） 
 
（目  標） 
      

項   目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

商工団体等連絡会議 1 1 1 1 1 1 

「九州窯元行列 in 串間」の 
来場者数（人） 

3,500 4,000 4,500 5,000 5,000 5,000 

ご当地グルメ販売延べ（食） 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 100,000 
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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 

串間商工会議所では、宮崎県内 9 商工会議所と連携し、それぞれの地域が抱える課題を

解決することを目的に各商工会議所が実施している事業内容や支援状況、小規模事業者の

景気動向等、地域における需要の掘り起しや販路拡大策、効果的な経営支援方法について

情報交換を行う。また、日本政策金融公庫や税務関係団体、地域金融機関と定期的に意見

交換し、連携支援体制の確立を行い経営支援に役立つ様々な情報を収集し、支援ノウハウ

の向上に努める。 
 
 （1）県内商工会議所相談所長会議等での情報交換 

宮崎県内 9 商工会議所中小企業相談所長会議において、各商工会議所が実施している事

業や経営支援状況、小規模事業者の景気動向等、地域における支援の現状、地域活性化策、

効果的な経営支援方法について情報交換し、支援ノウハウを習得して行く。 
 
 

 （2）株式会社日本政策金融公庫国民生活事業との研修会 
   小規模事業者への融資制度について研修。マルケイ資金制度、小規模事業者経営発達支援

融資制度利用の調査時についての留意点、制度利用者等の先進事例等を学ぶことで小規模

事業者への円滑な融資に繋げる支援ノウハウを習得していく。 
 
 

（3）税務関係団体との懇談会 
日南税務署、南九州税理士会、JA、日南・串間管内の会議所、商工会指導員による小規

模事業者の記帳のあり方、税務申告上での留意点等について研修及び情報交換を継続的に

実施し、支援ノウハウを習得していく。 
 
 

  （4）地域金融機関との懇談会 
     地域内の小規模事業者に対する、融資状況、景況等を地域内金融機関の支店長を交え情報

交換を行うことで支援ノウハウを習得していく。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

     経営発達支援事業を円滑に遂行するために、経営指導員や経営情報支援員が効果的・効

率的に支援を行うことが出来るよう研修体制の充実・強化を図り資質向上を図ることで

小規模事業者に対する支援能力の向上に努める。 
 

（1）国や関係機関が実施する研修会への参加 
     日本商工会議所が主催する研修への参加に加え、中小企業基盤整備機構や中小企業大学

校で実施される中小企業支援担当者研修会に経営指導員等が年 1 回以上参加すること

で、小規模事業者の事業計画策定支援能力の向上を図ることとする。 
 

（2）経営指導員研修会への参加 
宮崎県商工会議所連合会が主催する経営指導員等を対象とした一般研修及び課題別研修

に参加する。研修内容は経営指導の経験年数に応じ課題別に初級（販路開拓等）、中級（事

業再生等）、上級（事業継承等）のコースがあり、小規模事業者に対する支援能力の向上

を図ることとする。 
 

（3）OJT による伴走型の支援能力の向上 
   若手経営指導員については、ベテラン経営指導員及び専門家等に帯同し、現場での小規模

事業者の支援を通じて指導・助言内容、その他情報収集の方法を学ぶなど、OJT による伴

走型の支援能力の向上を図る。経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の

経営状況の分析結果等については、内部ネットワークを利用し、全職員で情報を共有する。 
 
 

３．事業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、本計画に記載の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

証を行う。 
 

（1）専門家等の外部有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 
 
（2）正副会頭会において、評価・見直しの方針を決定する。 
 
（3）事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。 
 
（4）事業の成果・評価・見直しの結果を閲覧できるよう、商工会議所の事務所に設置する。ま

た、HP（http://www.miyazaki-cci.or.jp/kushima/）で計画期間中公表する。 
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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 

（平成 29 年 4 月現在） 
（１）組織体制 
  串間商工会議所 
   事務局統括 

専務理事 
   中小企業相談所 
     経営指導員    ３名 
     経営･情報支援員 ３名 
   総務課 
     庶務係      ２名 
 
（２）連絡先 
   串間商工会議所 中小企業相談所 
   〒888-0001  宮崎県串間市大字西方 5657 番地 
   TEL 0987-72-0254  FAX 0987-72-0100 
   HP  http://www.miyazaki-cci.or.jp/kushima/ 
   E-mail kucci@miyazaki-cci.or.jp 

 
 
（別表３） 
経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 
平成 

32 年度 
平成 

33 年度 
平成 

34 年度 

必要な資金の額 99,850 100,350 100,850 100,850 100,850 

 小規模事業経営支援事業費 
商工振興費 
元気な商店街づくり支援事業 
共通商品券発行事業 

32,500 

3,900 

450 

63,000 

33,000 

3,900 

450 

63,000 

33,500 

3,900 

450 

63,000 

33,500 

3,900 

450 

63,000 

33,500 

3,900 

450 

63,000 

 
 

調達方法 

県、市等による補助金、会費、事業受託費、商品券販売 
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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 

事業名  串間市地場産業振興対策事業 
内 容  需要開拓事業 

「よかむん市（朝市）」・「物産展の開催及び参加」・「くしまよかむん味便り」事業 
     「地場産品の詰合せ」の発送（夏の便、冬の便各 4 種類 延べ 85 品目 800 個を発送） 
     販路開拓事業 
       商談会・展示会等への参加 

連携者及びその役割 
◎串間市商工観光スポーツランド推進課 課長 高橋一哉 
 住  所   串間市大字西方 5550 
         TEL 0987-72-1111  FAX 0987-72-6727 
役  割     事業費の助成 

◎一般社団法人串間市観光物産協会  会長 中村貢治 
串間市大字西方 5740-1 

TEL 0987-72-0479  FAX 0987-72-1134 
会 員 数  127 件（内、小規模事業者 82 件） 
役  割   事業の統括及び企画の承認 
 

連携体制図 

 

 
 
 
 

目標：地場企業の育成と販路拡大による地域活性化 

 
【串間市観光物産協会】 
・朝市実行委員会の運営 
・味便りの企画、運営 

 
 
 

【串間商工会議所】 
・物産展等の企画、運営 
・商談会、展示会等の企画運営 

【串間市商工観光スポーツ 
ランド推進課】 

・助成金交付、助言、指導 

【会員事業所】 
・各種事業への参画 
・新商品の開発 
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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 

事業名  共通商品券発行事業 
内 容   商品券発行事業委員会の開催 
     プレミアム商品券の発行 
     取扱店舗の募集 

連携者及びその役割 
◎串間市商工観光スポーツランド推進課 課長 高橋一哉 
   住所  串間市大字西方 5550 
   TEL 0987-72-1111  FAX 0987-72-6727 
役  割    事業費（プレミアムの原資）の助成 

        各課における商品券利活用の推進 
◎委員会委員長    マツモト薬品  松本英敏 

串間市大字奈留 6628-3  TEL0987-74-1053 
委員会副委員長    弁当だいぐち  代口 修 

串間市大字西方 5733-1  TEL0987-72-1470 
実行委員   ７名  
取扱店舗数  １２１店舗 
売捌き店   １２ヶ所 
役  割    企画への参画 

連携体制図 

 

 
 
 
 
 

目標：消費の市外流出防止と地域の活性化 

 
 

商品券発行事業委員会 
 
 

【串間商工会議所】 
・実行委員会の企画、運営 
・プレミアム商品券の発行 
・取扱店舗の募集及び管理 
・財務事務所への実績報告 

【串間市商工観光スポーツ 
ランド推進課】 

・助成金交付、助言、指導 
・リフォーム補助金、長寿祝

金の商品券利用の確保 

【取扱店舗】 
・企画への参画 
・個店イベントの実施 

【わくわくスタンプ会】 
・プレミアム商品券の協力 
（スタンプ 2 倍セール） 
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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 

事業名  中小企業経営基盤強化支援事業 
内  容  「経営支援チーム助言事業」 
       小規模事業者の経営課題について専門家等を招聘し、経営支援チームにより助言を

行う。 
「専門家派遣事業」 

専門的分野を必要とする、小規模事業者に対して課題解決のため専門家を派遣する。 

連携者及びその役割 

（一社）宮崎県商工会議所連合会 会頭 米良充典 
  住  所  〒880-0811 

宮崎市錦町 1-10KITEN ビル 7 階 
        TEL 0985-22-2161  FAX 0985-24-2000 

役  割  専門家の調整及び派遣  

連携体制図 

 

 
  

【小規模事業者】 

【串間商工会議所】 
・経営支援チーム会議の開催 
・専門家派遣の派遣 
・事業者の課題解決への取組 
・事業化補助金の申請  

【宮崎県商工会議所連合会】 
・専門家への謝金、旅費を 
 助成 
・事業化支援補助金の交付 

目標：小規模事業者の課題解決・経営発達 
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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.経営状況分析 

2.課題解決セミナー 

3.創業・新分野進出セミナー 

4.事業計画策定セミナー 

5.需要動向調査 

6.商談会・展示会 

 各種機関と連携を図り、スムーズな支援を実施する 

連携者及びその役割 
（1）宮崎県 知事 河野俊嗣 

   役 割；各種事業及び展示会・商談会等の連携 

   連絡先；〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東 2-10-1 

       TEL 0985-26-7111 

 

（2）串間市 商工観光スポーツランド推進課 課長 高橋一哉 

   役 割；創業支援等各種事業の連携 

   連絡先；〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 5550 

       TEL 0987-72-1111  FAX 0987-72-6727 

 

（3）経営支援団体・専門家派遣 

   役 割；専門的な課題の解決を図ること 

   連絡先；①一般社団法人宮崎県商工会議所連合会 会頭 米良充典 

〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 7階 

        TEL 0985-22-2161  FAX 0985-24-2000 

       ②公益財団法人宮崎県産業振興機構 理事長 緒方哲 

〒880-0303 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 

        TEL 0985-74-3850  FAX 0985-74-3950 

       ③宮崎県よろず支援拠点（宮崎県産業振興機構）チーフコーディネーター 長友太 

〒880-0303 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 

        TEL 0985-74-0786 

       ④一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会 理事長 長友太 

〒880-0939 宮崎県宮崎市花山手西 2-33-9 

        TEL 080-2744-2686  FAX 0985-50-4119 

       ⑤独立行政法人中小企業基盤機構九州 理事長 高田坦史 

〒812-0038 福岡県博多区祇園町 4-2 

        TEL 092-263-1500 
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（4）宮崎県事業引継ぎ支援センター 専門相談員 阿南友也・岡村巌 

   役 割；事業承継、マッチング 

   連絡先；〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1番 10号 KITENビル 7階 

       TEL 0985-22-2161  FAX 0985-24-2000 

 

（5）みやざきフードビジネス相談ステーション（宮崎県産業振興機構） 理事長 緒方哲 

   役 割；新商品開発、マッチングに関すること 

   連絡先； 〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 3階 

        TEL 0985-89-4452 

 

（6）日本貿易振興機構 ジェトロ宮崎貿易情報センター 所長 宮内安成 

   役 割；海外展開に関すること 

   連絡先； 〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 3階 

        TEL 0985-61-4260 FAX 0985-25-3001 

 

（7）各金融機関 

   役 割；創業融資等に関すること 

   連絡先；①株式会社日本政策金融公庫宮崎支店国民生活事業 支店長 松井斎 

〒880-0811 宮崎県宮崎市橘通東 3-6-30 

        TEL 0985-23-3274  FAX 0985-23-6075 

②株式会社宮崎銀行串間支店 支店長 川畑秀一 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 5774-6 

        TEL 0987-72-0430  FAX 0987-71-1034 

③株式会社宮崎太陽銀行串間支店 支店長 出水健一 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 6585-1 

        TEL 0987-72-0210  FAX 0987-72-4374 

④南郷信用金庫 串間支店 支店長 木許賀仁 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 6556 

        TEL 0987-72-0401  FAX 0987-72-1301 

⑤宮崎県南部信用組合 串間支店 支店長 山下晃一 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 5624 

        TEL 0987-72-0334  FAX 0987-72-1080 

⑥宮崎県信用保証協会 会長 梅原誠史 

〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町 2-23 

        TEL 0985-24-8251  FAX 0985-32-2187 

 

（8）地域団体 

   役 割；新商品開発に関すること 

   連絡先；①一般社団法人串間市観光物産協会 会長 中村貢治 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 5740-1 

        TEL 0987-72-0479  FAX 0987-72-1134 
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②串間農産加工研究会 代表 水頭典子 

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方 4195-1 

        TEL 0987-72-5939  FAX 0987-72-5939 

 

連携体制図 
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