
経 営 発 達 支 援 計 画 の 概 要

実施者名

（ 法人番号）

中 津 市 し も げ 商 工 会（ 法人番号2320005008087）

実施期間 平成３ ０年４ 月１ 日～平成３５ 年３ 月３１ 日

目 標

小規模事業者の経営実態を把握し課題解決に向けて事業計画策定と計画実施支援に取
組む。 観光関連業（ 飲食業、 食品製造業、 特産品小売業） の販路開拓や商品開発及び改
良等を支援する。 地域産業の振興を図るために、 関係者と課題を共有し、 連携により持
続可能な産業歩発展を目指す。
（ １ ） 小規模事業者の経営実態を把握するとともに、「 小規模事業者の持続的発展」 の

ために事業計画策定を支援する。
（ ２） 観光関連業（ 飲食業、 特産品小売業、 食品製造業） の「 需要開拓による経営の発

達」 を目的に、 販路開拓を支援し、 売上と利益の確保に貢献する。
（ ３） 産業の連携により、 持続可能な産業振興を図る。

関係団体、 観光関連業（ 飲食業、 食品製造業、 特産品小売業） と連携し、 地域資源
を活かした地域経済の活性化に取り組む。 産業の持続的な発展を目的に、 課題を共有
し協力体制を築く 。

事業内容

Ⅰ． 経営発達支援事業
１ ． 地域の経済動向調査に関すること

地域経済の状況と課題を、 管内経済調査と外部情報収集から分析する。 今後の経
営状況分析及び事業計画策定対象者等への支援ツールとして活用し、 支援情報とし
て蓄積する。 事業計画策定者の掘り起こしのために情報提供する。
（ 目標） 管内調査は20企業を対象に四半期に一度実施し、 結果はホームページを通

じて情報提供する。
２ ． 経営状況の分析に関すること

小規模事業者の持続的発展に向け、 企業の経営分析を通じて、 経営状況を把握す
る。 事業計画策定と計画実施の個社支援に活用する。 当該者に結果報告し、 支援資
料としてデータを蓄積する。
（ 目標） 経営実態調査事業者80社、 その内経営分析件数16件。 金融実態調査事業者

12社、 その内経営分析件数4件。
３ ． 事業計画策定支援に関すること

小規模事業者に事業計画策定の取組みを普及し、 課題解決に向けて事業計画策定
を支援する。 資金調達が生じる場合は、「 小規模事業者経営発達支援融資制度」 を活
用し、 経営の安定化を支援する。

併せて創業者、 事業承継者に対して支援する。
（ 目標） 事業計画策定件数は年間20件。 事業承継計画策定件数は年間１件。 創業者

計画策定件は年間4件。 啓発活動とセミ ナ情報提供回数は年間4回。
４ ． 事業計画策定後の実施支援に関すること

事業計画策定後は定期巡回により進捗確認し、 全員を対象に四半期に一度フォロ
ーアップする。 事業計画の変更、 修正を支援し、 高度な課題解決には専門家派遣事
業を実施する。

併せて創業計画策定者、 事業承継計画策定者に対して支援する。
（ 目標） 事業計画策定フォローアップ回数 180回、 創業計画策定フォローアップ回

数 36回、 事業承継計画策定フォローアップ回数 9回
５ ． 需要動向調査に関すること

観光関連業の販路開拓のために、 仕入側の要望と消費者の志向を把握し、 課題を
把握する。

（ 目標） 求評会の評価票収集36件、 物産展、 展示会での対面調査回答数24件、 自店
での来店客アンケート 回答数200件。

６ ． 新たな需要の開拓に寄与する事業にこと
観光関連業の新たな需要の開拓と売上増加に貢献する。 飲食業の外部委託販売拡

大、 特産品小売業のギフト 商品開発と宣伝活動、 食品製造業の展示方法を支援す
る。 Ｉ Ｔ を活用し認知度の向上と新たな販路開拓を推進する。

（ 目標） 商談件数30件、 ギフト 商品売上総額36万円、 展示会、 物産展売上総額20万
円、 インターネット 販売総額24万円。

Ⅱ． 地域経済の活性化
地域産業の持続的発展のために、 関係団体、 観光関連業と連携し、 課題解決に取り

組む。
（ 目標） 試食会による消費拡大、 取引先拡大について意見交換会、 観光宣伝と周遊観

光の仕組みづく り、 ６ 次産業化の推進。

連 絡 先

中津市しもげ商工会（ 2320005008087）
〒871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂102番地1 

℡ 0979-54-2073 fax 0979-54-3146 
・ ホームページアドレス http: //shi moge. oi ta-shokokai . or. j p/ 
・ 代表メール  i nfo@shi moge. oi ta-shokokai . or. j p 
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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．中津市の現況 

   中津市は県西北端に位置し、平成１７年３月１日に中津市、三光村、  

本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町が合併して人口８６,４８５人の新しい 

中津市となる。 

平成１６年にダイハツ九州が旧中津市（合併前の中津市地域）にて 

操業開始し、それに伴う数多くの自動車関連企業の進出により中津市 

全体としての人口は横ばいで推移している。こうした環境にあって数 

多くの商業施設が出店するなど大型店舗関連における商業環境は活況 

を呈している。  

また、平成２７年３月の東九州道の開通や日田市と結ぶ中津日田道 

路の建設等、道路網の整備により産業の活性化や地域経済の発展が期 

待されている。 

一方、市南部の中津市しもげ地域（商工会地域）は人口の減少による

過疎化や高齢化などによって、地域を支える人材が不足し、住民同士の

つながりが希薄になるなど地域コミュニティ機能も失われつつある。併

せて消費の減少、若年層の雇用確保の困難等、地域商工業者にとっての

経営環境は非常に厳しいものとなっている。 

しかしながら、黒田孝高（官兵衛）が築城した中津城、「学問のすゝめ」

の著者・慶応義塾の創設者である福沢諭吉の「旧居」や青の洞門、羅漢

寺、深耶馬溪に代表される豊富な観光資源に恵まれた地域であり、観光関連業が地域の基幹産業の一

つとなっている。 

 

２．中津市しもげ地域の現況と課題 

（１）現況（中津市しもげ商工会の取組み） 

地域の小規模事業者は、事業主の高齢化、事業承継者不足により、事業活動が低迷している。商工

会の取り組む経営改善普及事業はこれまで以上に成果が求められている。このため、小規模事業者へ

の伴走型支援に軸足を置き、刻々と変わる経営環境に対応しながら着実に利益を確保できるよう中

小・小規模事業者の経営体力強化に力を注いで行く必要がある。 

 このような状況を踏まえ、身近な支援機関として従来の経営改善普及事業をはじめ、経営力の向上

を図るための支援に取組む。 

 小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業で浮き上がった観光振興ついて、課題解決の糸

口を探る。 

また、事業者への巡回指導による伴走型支援とともに、行政並びに関係団体等と連携し、意見を

共有しながら、地域経済の課題解決を図る。 

ア．商業振興 

（ア）新規事業の創出事業 

当中津市しもげ地域内における資金の循環が必要であると考え、平成２６年度に採択を受けた

全国商工会連合会の事業である「地域内資金循環等新事業開発事業※」を実施し、高齢化の進

展に伴う地域ニーズへの対応、利便性の向上並びに管内経済活性化のために共同事業の開発に

ついて調査・検討を継続している。 

（※地域内資金循環等新事業開発事業） 

地域の小規模事業者等が連携し、地域課題や人材等資源を踏まえながら、地域内で資金を循環

する、又は地域外から資金を呼び込む新事業開発を促進するため、複数の事業者等が連携し

て、地域の現状に即した新たな事業を生み出すために研修・勉強会を通じた検討するための取

り組みに対し、全国商工会連合会が支援を行う事業。 

 

（イ）域外への消費流出を防ぎ、近隣から来客を増加させるために、飲食業、特産品小売業の需要

掘り起こしを支援している。一定額以上の買物で、加盟店で使用できる商品券を発行し、事業
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者の売上増加に貢献している。 

 

（ウ）中津市しもげ商工会独自の事業として特別抽選会を実施し、商業振興に取り組んでいる。中

津市しもげ地域で買い物をして頂いた方を対象にはがきで応募することにより、地元特産品が抽

選で当たる仕組みを行い、市街地以外にも消費喚起を促し、中心部の市街地に消費が偏る傾向を

解消できるように努力しているところである。 

 

（エ）その他の取組み 

その他にも周辺部の高齢者を対象とした買物支援事業についても検討を重ねている。 

 

イ．工業振興 

中津市はダイハツなどの進出により工業地帯となってはいるが海に面した中津市街地に工場は

集中している傾向にあるため、中津市しもげ地域における工業振興は比較的弱い一面がある。商

工会では、外部ＱＣ活動への参加などで地域内企業の効率性を高めるなどの研究を続けている。 

また、工業部会が中心となって山国川の豊富な水量を活用した小規模水力発電の取組みなどを

検討している。 

 

ウ．観光振興 

（ア）小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（平成28年） 

観光資源を活用し、滞在型観光と周遊型観光について調査研究した。 

外国人観光客の受入体制の充実を図るために、県内外国人留学生を対象にモニターツアーを実

施した。食事メニューや案内板の改善と地域内を巡る周遊地観光コースの調査に取組んだ。 

共同事業体による新しい宿泊施設の実現化に向けて、複数の事業者による組織化と運営につい

て検討した。 

 

（イ）各地の祭りの実施についても担い手不足から商工会が活動に、深く関与しており、地域の観

光振興の担い手として下支えしている。 

中津市しもげ商工会青年部の山国支部が中心となって「かかし婚」事業を実施している。中津

市の中でも特に過疎高齢化が進む山国地域において未婚者の出会いの場を設けるために２５年度

より実施している。当地域で秋の風物詩となっている「かかしワールド」と同時に実施すること

で山国町民に加え、かかしもお出迎えするという特色ある婚活事業である。 

（主なイベント） 

地区 イベント名 関わり方 

山国 やまくにGenryu夏祭り 実行委員会に青年部が参画 

耶馬渓 耶馬溪新緑まつり 実行委員会に商工会が参画 

本耶馬渓 禅海ふるさと祭り 実行委員会に商工会、青年部、女性部が参画 

三光 三光コスモスまつり 青年部がミニSL運行で参画 

 

（２）課題 

【課題１】管内人口の減少懸念と高齢化の進展 

    中津市が平成１７年に合併（１市3町１村）し、それ以降の下記管内人口の推移は以下の通りで

あるが、商工会がある旧しもげ地域においては、人口減少（平成17年 4月～平成29年 4月の間

では3,907人の減少）や高齢者の割合が約41％と高齢化の進展が著しい。 

    人口の減少とそれに伴う世代層構成の変化から来る地域一体となった相互扶助機能や地域文化

等の維持継承機能などのいわゆる地域コミュニティの低下が懸念されている。 

    特に過疎化が進む中、合併前旧町の中心部であった山国町守実商店街と耶馬溪町柿坂商店街で

は、それぞれ約５０店舗を超えていた商業集積が現在では１０数店舗（極限られた業種を残すの

み）となるなど「買物の場」としての商店街機能が低下して来ており、併せて高齢者特有の問題で

ある自家用車利用の低下や過疎地における公共交通機関の不便さ等に伴う移動手段の困難さか

ら、買物弱者と言われている地域住民に対する買物支援に向けた取り組みが課題となっている。 
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 表１-管内人口の推移(単位 人、資料 中津市人口統計) 

地区名等 
中津市しもげ地域 中津市全

体 三光 本耶馬渓 耶馬溪 山国 合計 

H20年4月末人口 5,602 3,613 5,024 3,152 17,391 86,180 

 うち高齢者数 1,593 1,236 1,901 1,331 6,061 21,227 

高齢化率(％) 28.4 34.2 37.8 42.2 33.8 24.6 

H29年4月末人口 5,229 2,897 3,922 2,394 14,442 84,539 

 うち高齢者数 1,735 1,258 1,791 1,167 5,951 24,514 

高齢化率(％) 33.2 43.4 45.7 48.7 41.2 29.0 

人口増減(H29-H20) △373 △716 △1,102 △758 △2,949 △1,641 

 

人口増減

（％） 
△6.65 △19.81 △21.93 △24.04 △16.95 △1.9 

高齢者数増減 142 22 △110 △164 △110 3,287 

高齢化率増減 4.8 9.2 7.9 6.5 7.4 4.4 

 

【課題２】商工業者数（全産業）の減少による地域経済の減退懸念（経済センサス調査) 

当地域内の商工業者数は、表２の経済センサス調査からも分かるように、商工業者の減少（中津

市全域 285、企業の減：旧しもげ地域78企業の減が続いている。 

商工業者の多くは零細企業であり、地域に依存する割合が高い。過疎化・高齢化による需要の減

少や経営者の高齢化による経営意欲の減退や廃業で事業環境は厳しい状況が続いており、これまで

地域経済を支えてきた商工業者の減少が続くならば地域社会の維持が難しくなってくる。 

これ以上の商工業者の減少を防ぐためにも、既存事業者の維持的発展、新規事業者への支援、新

しい産業の創出が課題となっている。 

 

表２-経済センサス調査・基礎調査による小規模事業者数(中津市しもげ地域) 
センサス 

調査年 
合計 建設業 製造業 

卸売業・

小売業 

飲食・宿

泊業 

サービス

業 
その他 

H21年 610 111 57 223 55 77 87 

H26年 532 87 63 183 60 81 58 

増減 
(増減率) 

△78 

(△12.8%) 

△24 

(△21.6%) 

6 

(10.5%) 

△40 

(△17.9%) 

5 

(9%) 

4 

(5.2%) 

△29 

(△33.3%) 

 

【課題３】交通体系の整備に伴う観光客の減少懸念 

   商工会地域には中津市と日田市を結ぶ総延長４０ｋｍ余りの山国川が流れており、上・中流域は

９０％近くが山林で、独特な地形を作り出した自然景観は景勝地が多く、耶馬溪の名のもとに多く

の観光客が訪れる。 

しかしながら地域での基幹産業といえる観光において、これまで多く

の観光客で賑わいを見せていたが、観光ニーズの多様化、道路網の整備

による広域化が滞在時間を短くし、それに伴い観光客の購買・消費は些

少であり、いわゆる通過型観光地化が進み、観光産業の売上も減少して

おり、地域経済に悪い影響を与えている。 

平成２７年３月の東九州道開通（椎田南から豊前間除く）により大き

く交通体系が変わり、他地域の観光地との競争激化で、今後ますます厳

しい環境が懸念される。 

当地は下記の通り多く観光資源を有していることから道路網の整備は

来客数を増加させる機会でもある。 

地域特産品開発と併せて観光振興に向けた取り組みが不可欠である。 
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【課題４】 観光関連産業の災害からの復活と振興 

平成２９年九州北部豪雨により、直接被害と間接被害（宿泊キャンセル）を受けた小規模事業

者は２２者に及ぶ。平成２４年の九州北部豪雨に続き、観光客が減少し、宿泊業、飲食業、特産

品小売業は経済的な影響を受けた。地域の魅力を情報発信し、観光客を引き込み、地域経済の振

興を図ることが課題である。 

平成29年10月31日現在 
被害内容 建物被害 建物浸水 落雷 土地 機械・設備 その他 間接被害 

事業者数 ２ １０ ２ １ ２ ２ ３ 

 

３．経営発達支援事業の目標 

中津市しもげ地域では、過疎・高齢化・観光産業の衰退等が、地域経済活動に大きな影響を与えて

いる。 

当計画は、大分県新長期総合計画（基本目標：安心、活力、発展プラン２０１５）、並びに中津市

第５次総合計画（暮らし満足No１のまち「中津」）の施策推進に取組む。 

現状、地元での消費拡大が望めない中、地域外からの資金を呼び込むことが重要であり、当商工会

としては中津市、大分県等関係機関と一体となって観光産業を活性化することが急務である。 

 

（１）中長期的な振興のあり方 

中期的には、観光関連業を中心とした交流人口の増加、並びに地域特産品の開発や販路開拓・拡大

を強化する。企業継続意欲の高揚による経営の持続化と創業や事業承継により、小規模事業者の成

長、観光関連業（飲食業、食品製造業、特産品小売業）の振興を図る。 

 さらに、長期的には地域経済の発展、過疎・高齢化が進む中での持続可能な地域づくりに貢献する。 

 

（２）本計画の目標 

ア 小規模事業者の経営実態を把握するとともに、「小規模事業者の持続的発展」のために事業計画

策定支援を実施する。 

  既存企業活動が停滞気味である現状を打開するために、地域経済の動向を調査し、個社の経営

状況を分析する。事業計画策定者を掘り起こし、小規模事業者の課題解決を促し、事業計画策定

による事業の再構築と持続的発展を支援する。 

イ 観光関連業（飲食業、食品製造業、特産品小売業）の「需要開拓による経営の発達」を目的に、

販路開拓を支援し、売上と利益の確保に貢献する。 

買い手の要望と消費者の志向に応え、新たな需要を開拓するために、個社の課題解決に取組む。 

観光客を中心とする交流人口の増加対策として、自然環境・史跡・観光関連施設等の周知活動

を関係者と連携して取り組む。また、周遊型観光の仕組みを検討し、地域内の回遊性を高めるこ

とで、地域一体となって中津市しもげ地域の観光関連業の販売額を拡大させる。 

ウ 産業間の連携により、持続可能な産業振興を図る。 

 関係団体と連携し、地域経済の活性化に取り組む。地域産業の発展のために、地域内の販売強

化について意見交換し、宣伝活動により観光客の増加を図る。１次産業と商工業者が連携し、６
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次産業化を推進する。 

 

（３）本計画の目標達成に向けた方針 

ア 小規模事業者の経営実態を把握するとともに、「小規模事業者の持続的発展」のために事業計画

策定支援の方針について。（本計画の目標 ア） 

地域の小規模事業者の現状と課題を把握する。個社の経営実態を分析し、課題解決や事業展開

を図るために事業計画策定を支援する。 

（ア）地域経済動向調査を実施する。業種別、小規模事業者の景気動向を調査し、結果を公表する。 
（イ）経営状況の分析を実施。業種別データを収集、分析し、事業計画策定のための基礎資料とし

て蓄積する。 
（ウ）経営状況の分析成果を実施者に報告し、課題解決のために事業計画策定を支援する。 
（エ）事業計画策定後は、四半期に一回フォローアップを実施。進捗状況に応じ、計画の変更、修正

は個別に対応する。 
 

イ 観光関連業（飲食業、食品製造業、特産品小売業）の「需要開拓による経営の発達」を目的に、

販路開拓を支援し、売上と利益の確保に貢献するための方針について。（本計画の目標 イ） 

観光関連業の新たな需要開拓を目的に、買い手の要望と消費者の志向を把握し、販路開拓を支援

する。 

（ア）飲食業の販路開拓のために商談会を開催する。商談成立のために、提案力のある商談資料の

作成方法を支援する。 
（イ）特産品小売業の販路開拓のために、ギフト商品販売の宣伝活動に取り組む。売上拡大のために、

ギフト商品開発と改善を支援する。 

（ウ）食品製造業の新たな需要開拓を支援するために、商談会情報を提供し商談会の参加者を掘り

起こす。商談会で成果を上げるために、専門家による商品の訴求力を高める手法と提案力の向上

に取り組む。 
（エ）ＩＴを活用した新たな受注先を開拓するために、訴求力のある宣伝方法を支援し、インター

ネットでの販路開拓に貢献する。 
（オ）観光客を引き寄せるために、スタンプラリーを実施し、特産品小売業と道の駅、農林水産物直

売所等と連携し、周遊型観光の仕組みづくりを検討する。 
 

ウ 産業の連携により、持続可能な産業振興を図るための方針について。（本計画の目標 ウ） 

 関係団体、観光関連業（飲食業、食品製造業、特産品小売業）と連携し、地域資源を活かした

地域経済の活性化に取り組む。持続的な産業発展のために、課題を共有し協力体制を築く。 
（ア）地域経済の活性化 

①関係団体と連携し試食会を開催し、飲食業の食事メニュー、加工食品の消費拡大に貢献する。 
②食品製造業の販路拡大のために、道の駅等と連携し、地域内の販路開拓について、意見交換会

を開催し、商品開発、改良を支援する。 
③中津市の観光推進に取組む関係団体と連携し、県外で本地域への誘引活動に取組む。観光客を

増加させるために、近隣地域において、観光宣伝活動する。 
（イ）農商工連携による産業振興 

中津市と連携し農林漁業と商工業の販売拡大による産業振興を図る。六次産業化事業を周知

し、推奨商品の掘り起こしに貢献する。 
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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】 

中津市しもげ商工会が実施する「中小企業景況調査事業（全国商工会連合会の委託事業）」は、

各業種別に調査項目を設定し、調査対象者を選定し、合計１５社（製造業３社・建設業２社・小

売業３社・サービス業７社）について、売上額・採算・借入難度・受注額・業況等の個社の景況

について調査している。 

全国商工会連合会及び大分県商工会連合会が、業種別・項目別に分析した情報を調査実施者に

提供している。 

全国商工会連合会と大分県商工会連合会の景況情報を調査実施者に提供しているが、詳細な経

営分析や改善案の提案、事業計画の策定までは活用されていない現状にある。 

今後は、中津市しもげ商工会地域において独自に地域の経済動向について調査分析する。その

結果を「全国単位」「大分県単位」と比較した上で、地域内小規模事業者の経営状況分析及び事

業計画策定支援を行い、事業の持続的発展に向けた経営力の向上を図る。 

 

（事業内容） 

（１）業種別地域経済動向調査 

   小規模事業者の経営の実態と課題を把握することを目的に、商工会独自で業種別の地域経済

動向調査を実施し、地域の経済状況と個社の状況について分析する。 

調査実施方法として業種別に対象事業者を選定し(経営指導員１人あたり年間５社)、面接・

ヒアリングにより経済動向を調査、分析し地域産業の現状と課題を把握する。 

項目は、売上高、客数（受注数）、資金繰り、営業利益、経常利益、景況の変化、直面して

いる経営上の課題等について調査する。 

管内の２０社（製造業４、建設業４、小売業４、飲食・宿泊業４、サービス業４）を対象に

四半期に一度実施する。 

   分析成果は、四半期に一度、調査実施者に提供し、個社の事業計画策定と計画実施支援に活

用する。 

データは、支援を充実させるために蓄積し、商工会内部で共有する。【指針③】 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域経済調査実施回数 0 4 4 4 4 4 

地域経済調査個社提供者数 0 20 20 20 20 20 
 

（２）外部資料の分析 

    経営状況分析や事業計画策定の支援を目的に、他調査機関の公表資料から業種別の景気動

向を調査する。売上額、採算、資金繰り、経営上の問題点、業況等を業種別、県全体について

分析し、地域経済の現状を把握する。 

調査手段として中小企業景気動向調査（全国商工会連合会）及び大分県景気動向調査（大

分県）、中津市、（株）日本政策金融公庫等の景況調査資料等を活用する。四半期に一度情報

を収集し分析する。 

分析成果は、四半期に一度地域経済動向調査実施者に提供し、事業計画策定支援と計画実

施支援に活用する。 

データは、支援を充実させるために蓄積し、商工会内部で共有する。【指針③】 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
外部データ調査回数 0 4 4 4 4 4 

情報提供者数 0 20 20 20 20 20 
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（３）ホームページによる情報提供 

 上記の（１）業種別地域経済動向調査と（２）外部資料の分析の成果は、事業計画策定者を

掘り起こすために、ホームページにより、四半期に一度情報提供する。【指針③】 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

     小規模事業者の持続的発展を図るために、個々の経営状況を分析し把握する。課題解決に向け

て経営資源を活用した事業計画の策定と計画実施を支援する。 

     これまでの金融・補助事業等の支援のために必要な経営状況分析を実施してきた実績を活か

して、業種別に分析したデータを蓄積する。個別小規模事業者の経営状況の把握を行うととも

に、技術の向上、新たな事業分野の開拓、潜在顧客に向けたビジネスモデルの再構築など、持続

的な発展のために事業計画策定と計画実施の個社支援に取り組む。 

個社の経営実態を財務、強み、弱みなど経営状況の分析により把握する。分析成果は実施者に

報告し、課題解決のために、事業計画策定と計画実施の個社支援に活用する。 

また、データは個社の経営状況の実態資料として蓄積し、支援手法を共有化し、商工会支援体

制の強化に活用する。 

経営状況分析事業所数の年度目標は、年間２０件（地区担当経営指導員一人当たり５件）を目

標とする。経営状況の分析、課題解決の支援に専門的な知識が必要な場合は、中小企業診断士、

税理士等の専門家と連携による支援を実施する。 

 経営分析は、大分県商工会連合会作成の「経営発達支援計画 経営分析・事業計画策定実施支

援マニュアル※」を活用して実施する。【指針①】 

  ※経営発達支援計画 経営分析・事業計画策定実施支援マニュアル 

  大分県商工会連合会が作成し、商工会が小規模事業者を支援する際に活用する支援マニュ

アル。ヒアリングや財務分析から課題の抽出、体系的な事業計画策定までの手法と様式を提

示したもの。 
  具体的な分析は次の通りである。 
①支援対象事業者に対してヒアリング（経営上の問題点、経営方針、経営資源等） 
②ヒアリング結果や決算書を基に下記等のように、総合的に経営分析を行う 

  ・３期分財務比較表 
  ・財務分析総合評価書（経営指標により安全性、成長性、収益性、生産性などを評価） 
  ・SWOT分析 

外部環境分析 

（経済・景気動向、社会動向、技術動向、業界環境の変化や顧客ニーズなど） 

内部環境分析 

（自社の強み、弱みなど） 

 

（事業内容） 

（１）経営実態調査と経営状況分析 

（経営実態調査） 

事業計画策定に取り組む小規模事業者を掘り起こすために、各地域２０社の小規模事業者

を選定し、合計８０社を対象に、決算申告書類から個社の経営実態を調査分析し把握する。 

売上、製造原価、管理費、経常利益、従業員数の項目について過年度比較分析をする。分

析成果は調査実施者に報告する。 

（経営状況分析） 

経営実態調査者の中から事業計画策定者を選定し、事業計画策定のための経営状況を分析

する。当該者に対して、経営方針、経営資源、自社の強み弱み、需要動向、財務の項目につ

いて分析する。分析手法は、大分県商工会連合会作成の「経営発達支援計画 経営分析・事

業計画策定実施支援マニュアル」を活用する。 

分析成果は、自社の経営状況を把握するために分析実施者に報告し、需要開拓に向けた課

題解決のために、事業計画策定と計画実施支援に活用する。個社の分析データは、支援の充

実を目的に商工会内部で資料として共有する。【指針①】 

（手段と成果） 
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項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営実態調査事業所数 20 80 80 80 80 80 
経営状況分析件数 0 16 16 16 16 16 

 

（２）資金実態調査と経営状況分析 

（資金実態調査） 

  経営の安定化に取り組むために、金融相談、融資あっ旋事業者から、返済状況と経営課題

について資金状況を調査する。各地域３社の小規模事業者を選定し、合計１２社を対象に、

借入金残高、返済余力、返済元金、利率、経営資源、経営上の課題を分析し、個社の資金内

容を把握する。分析成果は調査実施者に報告する。 

（経営状況分析） 

資金実態調査者の中から事業計画策定者を選定し、事業計画策定のために経営状況を分析

する。当該者に対して、経営方針、経営資源、自社の強み弱み、需要動向、財務の項目につ

いて分析する。分析手法は、大分県商工会連合会作成の「経営発達支援計画 経営分析・事

業計画策定実施支援マニュアル」を活用する。 

分析成果は、自社の経営状況を把握するために分析実施者に報告し、需要開拓に向けた課

題解決のために、事業計画策定と計画実施支援に活用する。個社の分析データは支援の充実

を目的に商工会内部で資料として共有する。【指針①】 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

資金実態調査事業所数 6 12 12 12 12 12 
経営状況分析件数 2 4 4 4 4 4 
 

（３）専門家の活用 

経営状況分析に専門的知識または外部の視点が必要であると判断した場合は、専門家と連

携して経営状況分析を行う。専門家の依頼は分析実施者を対象に、１事業者１回を基本とし、

年２０回を計画する。 

専門家と連携した分析は、支援の充実のために、商工会内部で共有し、商工会支援体制の

強化に活用する。【指針①】 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

専門家支援回数 20 20 20 20 20 20 

 

（４）経営状況分析で明らかになった個社の課題解決を支援するために、外部公表データから経営

情報を調査収集する。ＪＲＳ情報から資料を収集し、経営状況分析実施者に情報提供する。ま

た、事業計画策定と計画実施支援に活用する。【指針①】 

「ＪＲＳ」とは 

ＪＲＳ経営情報サービスといい、日常の経営を円滑に進めるための１５,０００件の中小企

業経営に的を絞った経営情報 (業界事情、海外情報、経営管理、人事労務，賃金，特許情報，

税務等) をデータベース化したシステムであり、大分県商工会連合会と連携する商工会が利

用可能。 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
経営情報調査実施回数 0 4 4 4 4 4 

個社への提供者数 0 20 20 20 20 20 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

現状において、積極的に補助事業の周知・紹介と事業計画作成支援を継続している。企業別に

金融相談や経営革新計画策定、小規模事業者持続化補助金申請時に事業計画・資金計画を作成

し、実施期間中はそれに伴う改善に向けた提案・指導を実施してきた。併せて経営改善に向けて

金融機関との連携を図ってきたところである。 

今後は経営状況の分析結果から、課題があると認められる企業については積極的に事業計画
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策定を働きかける。事業計画の期間は、個社の取り組み内容に応じ設定し、５年間の事業計画と

する。観光関連業（飲食業、特産品小売業、食品製造業）を対象に、経営状況分析の成果、地域

経済動向調査や需要動向調査の成果を活用し、当該事業者の需要開拓、新事業展開を目指して、

事業計画策定を支援する。 

なお、事業計画策定による経営を推進するために、事業計画に関連するセミナーの開催情報

を、地域経済動向調査と需要動向調査の分析成果をホームページ等で幅広く周知・紹介し、事業

計画策定に意欲のある小規模事業者の掘り起こしを行うとともに、事業計画策定支援を強化し、

伴走型の指導・助言を行う。 

併せて、地域における創業者数を拡大するため、ホームページで創業支援情報を提供し、大分

県北部振興局、中津市、大分県商工会連合会との連携により創業希望者を対象としたセミナーへ

の受講を促し、円滑な創業計画作成を支援する。 

事業承継支援については、経営指導員による巡回時に個別に事業承継希望者を把握するとと

もに、事業承継計画書の作成を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定 

ア 経営状況分析の結果、課題がある小規模事業者には、需要開拓、新事業展開に向けた課題

解決のために、事業計画策定を提案する。観光関連業（飲食業、特産品小売業、食品製造業）

を対象に、事業の再構築と持続的な発展を目標に、地域経済動向調査、需要動向調査の成果

を活用し、需要開拓、新事業展開に取り組む事業計画策定と計画実施を支援する。【指針②】 

 事業計画策定方法として、大分県商工会連合会作成の「経営発達支援計画経営分析・事業計

画策定実施支援マニュアル」を活用して実施する。 

事業計画策定支援は、大分県商工会連合会所属の中小企業診断士等専門家と連携の上、計

画が個社の利益を確保するものか、持続的な経営の発達に貢献するものであるか内容を審査

する。 

事業計画策定と計画実施の成果により、経営発達支援の手法を構築することで、利益を確

保した経営の持続化を把握し、小規模事業者の持続的発展に貢献する。 

事業計画策定数の目標は、２０件（地区担当経営指導員一人当たり５件）を目標とする。 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営状況分析件数 2 20 20 20 20 20 

事業計画策定件数 0 20 20 20 20 20 

 

イ 小規模事業者に事業計画策定の取組みを普及するために、ホームページにより、事業計画の

推進を啓発し、地域経済動向調査、需要動向調査の分析結果を情報提供する。また、事業計

画策定を目指す小規模事業者を掘り起こすために、事業計画に関連するセミナーの情報を周

知し参加を促す。四半期に１度情報提供する。【指針②】 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査情報提供回数 0 4 4 4 4 4 

事業計画策定関連セ

ミナー参加者数 
0 8 8 8 8 8 

 

ウ 各事業所の現状をヒアリング、分析し解決策を提案する中で、技術支援、経営改善等の専門

的課題があり外部の視点が必要であると判断した場合は、専門家と連携により事業計画策定

支援を行う。専門家の活用は、全事業計画策定者を対象に１事業者１回を基本とする。【指針

②】 

専門家と連携した支援は蓄積し、支援手法を内部で共有化し、商工会支援体制の強化に活用

する。 
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項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

専門家支援回数 0 20 20 20 20 20 

     専門家支援は、必要な場合に実施する。 

 

エ 経営の安定化を図るために、金融情報を提供し、資金を確保した事業計画策定を支援する。

計画の実施に際し、資金調達が生じる場合は、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用

し、経営の安定化を支援する。【指針②】 

 

（２）事業承継支援 

 経営状況分析結果で経営資源に恵まれているが、後継者不足により事業継続が困難な小規

模事業者については、事業引き継ぎ者の掘り起こしと事業承継計画策定を支援する。事業譲

渡を行う場合は、「事業引継ぎ支援センター・事業引継ぎ相談窓口」と連携し、承継先とのマ

ッチングに貢献する。【指針②】 

事業承継に取組む事業者を掘り起こし、廃業を未然に防ぐために事業承継計画策定を支援

する。事業譲渡の場合は、承継先との譲渡成約に貢献するために、「大分県事業引き継ぎ支援

センター」と連携する。 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継計画策定数 0 1 1 1 1 1 

事業譲渡成約件数 0 1 1 1 1 1 

 

（３）創業支援 

  四半期に１度ホームページにて創業支援策の情報提供を行い、創業希望者への周知及び、創

業者の増加を目指す。創業計画策定数目標を毎年４件（地区担当経営指導員一人当たり１件）

とし、当該者に対する伴走型の指導・助言を行う。 

  創業計画の実施期間は、５年間を基本とする。但し、内容に応じて実施期間は個別に対応す

る。 

ア 中津市・大分県・大分県商工会連合会が開催する創業支援セミナーを周知し参加を促す。創

業希望者に対して、経営ノウハウの習得を図り、創業計画策定を支援する。【指針②】 

（手段と成果） 

項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業関連セミナー参

加者数 
0 4 4 4 4 4 

創業計画策定者数 0 4 4 4 4 4 

 

   イ 創業者を掘り起こすことを目的に、中津市と連携し「中津市創業支援事業」の情報を周知し

創業計画策定を促す。国の創業支援補助事業や、大分県、㈱日本政策金融公庫の創業融資情

報を四半期に１度ホームページで情報提供する。【指針②】 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   従前は、金融・補助事業等の支援のために必要な事業計画策定を支援してきた経緯がある。策

定後は、決算書類を元に進捗状況を把握し助言を行っている。 

今後は、事業計画を策定した小規模事業者に対して定期的な巡回を行い、進捗の確認と支援策

情報を提供する。計画の検証と見直しなどの継続的な支援を通じて、業務改善や販路拡大を図る

個別小規模事業者の課題解決に向け伴走型の指導・助言を行う。 

計画実施は、個別小規模事業者の持続的発展を図るために大分県、地域金融機関及び大分県商

工会連合会と連携し、事業者が抱える経営上の課題に対してより濃密な伴走型の指導・助言を行

う。 

    併せて、創業予定者については創業計画書の作成（資金計画含む）に引き続き、金融機関及び
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（株）日本政策金融公庫と連携して個別に相談・対応し、創業資金確保を行い円滑な創業を支援

する。創業後は経過確認の巡回と併せて定期巡回を通して営業、経営管理、労務、税務面で伴走

型支援を実施する。事業承継計画策定後は、承継後の経営を発展のために定期的に進捗を確認す

る。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後の計画実施支援は、事業計画策定者全員を対象に定期巡回により進捗状況を把

握し、継続的に計画の検証と見直しについて指導・助言により伴走型支援を行う。 

フォローアップ回数は四半期に一回を基本とし、各事業者の事業計画進捗状況に応じて、個別

に対応していく。経過が順調な者は頻度を減らし、計画が進んでいない者には頻度を増やす。 

計画の発展と改善のために、地域経済動向調査と需要動向調査の成果を活用し、計画実施の状

況に応じて経営状況を分析し、事業計画の変更・修正等の支援を行う。【指針②】 
目標：フォローアップは四半期に一度とし、計画の進捗に応じて支援計画を見直す。実施期間や

回数の増減が生じる場合は個別に対応し、計画が終了するまで継続する。 

（手段と成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画の実施支援数 0 20 40 60 80 100 

事業計画策定者のフォ

ローアップ回数 
0 80 120 140 160 180 

（根拠）フォローアップは四半期に一度を基本とする。但し、２年目以降の頻度は、経過が順調な

者は頻度を減らし、計画が進んでいない者には頻度を増やし、個別に対応する。フォロー

アップは事業計画終了まで継続する。 
 本数値は全事業計画策定者を対象に、経過が順調であると仮定し、初年度は年４回、２年目

は２回、３年目以降は１回で算出した。（創業計画策定、事業系計画策定後も同様。） 
 

ア 資金調達を伴う事業計画の場合は、金融機関と連携し、経営の安定化に向けて支援する。金

融支援を目的に、日本政策金融公庫別府支店と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」

を活用し、事業資金を確保する。四半期に１回返済状況を確認し、２年度以降は進捗状況に応

じて事業計画を把握する。【指針②】 
 
（２）創業計画策定後の計画実施支援 

 創業計画策定後は、創業計画策定者全員を対象に定期巡回により進捗状況を把握し、継続的に

計画の検証と見直しについて指導・助言により伴走型支援を行う。 
フォローアップ回数は四半期に一回を基本とし、各事業者の事業計画進捗状況に応じて、個別に

対応していく。経過が順調な者は頻度を減らし、計画が進んでいない者には頻度を増やす。 

金融、税務、労働の情報を提供し、経営の安定化を図る。計画の発展と改善のために、地域経済

動向調査と需要動向調査の成果を活用し、計画実施の状況に応じて、事業の変更、修正を支援す

る。 
（手段と成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画の実施支援数 0 4 8 12 16 20 

創業計画策定者のフォ

ローアップ回数 
0 16 24 28 32 36 

根拠は、事業計画策定後のフォローアップに準じる。 
 
（３）事業承継計画策定後の計画実施支援 
 事業承継計画策定後は、事業承継計画策定者全員を対象に定期巡回により進捗状況を把握し、継

続的に計画の検証と見直しについて指導・助言により伴走型支援を行う。 
フォローアップ回数は四半期に一回を基本とし、各事業者の事業計画進捗状況に応じて、個別に

対応していく。経過が順調な者は頻度を減らし、計画が進んでいない者には頻度を増やす。 

事業承継に関するセミナーの情報を提供し、承継後の経営の発展を図る。計画の発展と改善のた
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めに、地域経済動向調査と需要動向調査の成果を活用し、計画実施の状況に応じて、事業の変更、

修正を支援する。 
（手段と成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継計画の実施支

援数 
0 1 2 3 4 5 

事業計画策定者のフォ

ローアップ回数 
0 4 6 7 8 9 

根拠は、事業計画策定後のフォローアップに準じる。 
 

（４）事業計画の進捗状況に応じて課題解決のために専門的な知識が必要な場合は、専門家と連携

し継続的な支援を実施する。計画内容を検証し、今後の事業展開、計画の修正、変更等を助言

する。課題解決に向けて伴走型支援に取り組み、計画策定後の持続的発展を支援する。【指針②】 
目標：専門家による専門支援は、年２０回を計画し、実施期間中に１事業者１回を基本とする。 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

専門家派遣回数 0 25 25 25 25 25 

本数値は、事業計画策定者、創業計画策定、事業承継計画策定者全員を対象に、計画実施中に１

回実施を仮定して算出した。 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（目的） 
 新たな需要を開拓することを目的に、仕入側の要望と消費者の志向を把握し、商品に磨きをかけるた

めに、課題を把握する。成果は、課題解決に取組むための、事業計画策定と計画実施に活用する。 
飲食業、食品製造業の販路開拓と商品開発により、売上や利益を確保する取り組みに貢献することを

目的に、「地域の名物」を使った、個社の商品、メニューについて、買い手から評価を受ける方法で、仕

入側の要望と消費者の志向について需要動向調査する。 
 特産品小売業のギフト商品の開発と販売により、需要開拓と売上拡大に貢献することを目的に、商品

購入動機と購入頻度について、来店客から回答を収集する方法で、消費者の志向について調査する。 
 
（事業内容） 

（１）商工会主催による求評会 
飲食業が委託販売先を開拓し売上増加に取り組む、個社支援のために、仕入側の要望と消費者の志向

を調査する。 
そば、しいたけ、豚肉、茶等の「地域の名物」を使った個社のメニュー、惣菜商品を対象に、求評会

を実施し、仕入担当者、消費者、商品開発の専門家から、デザイン、価格、内容量、味について評価を

受ける。 
評価結果を「商品の改善と成長」について分析し、参加者に提供し、委託販売による新たな販路開拓

に取り組むために、事業計画策定と計画実施支援に活用する。 
目標 年１回実施し、６商品を対象に、１商品につき６人の評価者から評価を受ける。合計３６評価票

を収集、分析する。 
（手法・成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

求評会開催回数 0 1 1 1 1 1 

評価票収集数 0 36 36 36 36 36 
 

（２）物産展、展示会等の参加による対面調査 
食品製造業が新たな需要開拓による売上増加に取り組む、個社支援のために、商品の改善意見と要望

について調査する。 
そば、しいたけ、豚肉、茶等「地域の名物」を使った個社の加工食品、菓子を対象に、全国商工会連

合会、中津市等が開催する物産展、展示会等に参加する。支援職員が仕入担当者、消費者から、パッケ

ージデザイン、内調量、価格について意見を聞き取る。 
聞取り調査結果を「商品の認知」について分析し、参加者に提供し、仕入側の要望と消費者の志向を
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満たして、新たな販路開拓に取り組むために、事業計画策定と計画実施支援に活用する。 
目標 年１回参加し、４商品を対象に、１商品につき６人、合計２４人に聞き取り調査する。 

（手法・成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

物産展、展示会

等の参加回数 0 1 1 1 1 1 

調査回答数 0 24 24 24 24 24 

 
（３）来店者アンケート 

特産品小売業が新商品の販売による需要開拓し、売上増加に取り組む個社支援を目的に、商品の購入

動機と購入頻度について調査する。 
そば、しいたけ、豚肉、茶等を使った土産品、加工食品、菓子、調味料、佃煮、酒類を対象に、個社

において来店者アンケートを実施する。来店客を対象に、購入頻度、用途、味、内容量、デザイン、情

報の入手先について回答を収集する。 
調査結果を「商品の宣伝」について分析し、該当者に提供し、新商品の宣伝活動により新たな販路開

拓に取り組むために、事業計画策定と計画実施支援に活用する。 
目標 年１回実施し、個社４社を調査し、１社５０人、合計２００人から回答を収集する。 

（手法・成果） 
項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

アンケート実施回数 0 1 1 1 1 1 

回答数 0 200 200 200 200 200 

 
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】 

 （目的） 

需要動向調査により、買い手の要望と消費者の志向を把握した結果、個社が販路開拓により課題解決

に取組むための、新たな需要の開拓と取引先の拡大による売上増加を支援する。 

他の支援機関と連携し、商談機会の創出、販売促進、情報発信に取組む。 

（１）飲食業の新たな販路開拓を支援するために、委託販売の拡大を目指して商談会を開催する。 

（２）特産品小売業者の需要開拓を支援するために、ギフト商品カタログを作成し、宣伝活動に取り組

む。 

（３）食品製造業者の新たな需要開拓を支援するために、大分県、中津市、全国商工会連合会等の開催

する展示会、商談会、物産会等の参加を促し、商品の認知度向上に向けて支援する。 

（４）食品製造業の広域的な販路開拓のために、インターネットを活用した販売促進を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）商談会開催 
飲食業の新たな販路開拓を支援するために、外部委託販売の拡大を目的に、取引先を増やすために、

仕入担当者を招き商談会を開催する。 
そば、しいたけ、豚肉等「地域の名産」を使ったメニュー、惣菜商品を対象に、業者間取引の拡大を

目的に、スーパー、直売所、道の駅の仕入担当者に対して、商品の情報提供に取り組み、商談機会の創

出により販路開拓に貢献する。 

商談会の開催は商工会が中心となり、日本政策金融公庫別府支店、地元金融機関と連携し仕入担当者

を招聘する。 

参加事業者に対して、商談成立のために、商品提案資料の作成手法を支援する。商談後は、買い手の

要望に応じ、商品に磨きをかけるために、開発や改良の支援に取り組む。 

目標 年1回開催、参加事業者６社、招く仕入担当者５名、１事業者の商談件数５件、商談成立合計３

件。 

効果 商品改善、委託販売先の開拓。 

（手法・成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

商談件数 0 30 30 30 30 30 

商談成立件数 0 3 3 3 3 3 

本数値は、全参加事業者に対して、１事業者商談件数５件とし、その内商談が１件成立したと仮定した。 
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（２）ギフト商品販売の宣伝活動 

特産品小売業者の需要開拓をするために、ギフト商品の販売による売上増加を目的に、観光客に対し

て、ギフト商品の販売をカタログにより宣伝活動する。 

そば、しいたけ、豚肉、茶等を使った土産品、加工食品、菓子、調味料、佃煮、酒類を対象に、ギフ

ト商品の販売拡大のために、観光客に対して、ギフト商品販売の宣伝活動に取り組む。ギフト商品カタ

ログを作成し、観光施設と道の駅等に配布し、観光客に情報提供し宣伝活動に取り組む。 

カタログ取扱商品を選定し、掲載事業者に対し、ギフト商品の開発、パッケージデザインの改善のた

めに、専門家と連携し、課題解決のために技術支援する。ギフト商品の売上拡大のために、新たな販売

方法の仕組みを提案し、需要開拓に貢献する。 

目標 ギフト商品開発数５品、１商品の売上額６万円、売上合計３０万円。 

効果 売上増加、品揃えの充実、外販拡大。 

（手法・成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ギフト商品開発数 0 5 5 5 5 5 
売上合計額（万円） 0 30 30 30 30 30 

 

（３）展示会、物産展参加支援 

 食品製造業の新たな需要開拓のために、そば、豚肉、しいたけ、茶等「地域の名物」を使った個社の

加工食品、菓子を対象に、地域外での需要開拓を目的に、開催地の仕入担当者、消費者に対して、商品

の認知度向上に取り組む。 

中津市、中津耶馬溪観光協会、全国商工会連合会の開催する展示会、物産展への参加促進を図るため

に、訴求を高める展示方法を支援し、需要開拓により売上増加に貢献する。 

目標 展示会、物産展の参加回数１回、参加者４社、全参加者の売上２０万円 

効果 売上増加、買い手の志向に応えて、商品に磨きをかける。 

（手法・成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

参加回数 0 1 1 1 1 1 

売上合計額（万円） 0 20 20 20 20 20 
 

（４）インターネットによる販売促進 

食品製造業の新たな販路開拓のために、そば、豚肉、しいたけ、茶等「地域の名物」を使った個社の

加工食品、菓子を対象に、仕入担当者や特産品愛好者に対して、訴求のある情報を発信し、広域な販路

開拓に貢献する。 
インターネット販売により売上増加を図るために、登録者に対して、訴求のあるデザインと商品コン

セプトが伝わる宣伝手法を支援する。 
インターネットを活用し買い手に商品情報を提供し、業者間取引を拡大するために、登録者に対して、

インターネット商品情報サイトの登録を支援する。 

目標 年４社の商品登録、全登録者の売上合計２４万。 

効果 「物産おおいた」で業者間取引の拡大、「ニッポンセレクト」、他ECサイト、自社サイトによる売

上増加に貢献する。 

連携先：大分県、全国商工会連合会 

（手法・成果） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

登録者数 0 4 4 4 4 4 

売上合計額（万円） 0 24 24 24 24 24 

※「物産おおいた」とは、大分県運営の特産品紹介サイトで、大分県産品の消費促進を目的とした一般消

費者向けの基本情報と流通関係者向けの詳細情報を掲載。 
※「ニッポンセレクト」とは、地域の優れた産品を紹介・販売し、中小企業・小規模事業者の商品展開力・

販売力の向上等を図ることを目的とした全国商工会連合会公式のサイト。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済の活性化事業  

中津市しもげ商工会では、地域内に不足する事業を立ち上げ、地域住民サービスの向上を行
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うと共に、本事業から発生する資金を地域内に循環させ、その循環資金により地域経済の活性

化をに取組んできた。平成２６年度に「地域内資金循環等新事業開発事業」※1により、地域

活性化に向けて新事業（葬祭場経営とワサビ栽培・加工販売）の開発検討と調査研究を実施し

課題を集めた。その後、交通体系の進展により観光客の誘致を図り観光振興に取組むために

「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（平成２８年）」※2の採択（事業名：高速

交通体系の進展に対応する観光振興と特産品開発、総事業費387万円）を受けた。 

この事業により、新たに核となる宿泊施設の建設による、地域活性化について検討を商工業

者や関係団体、行政が一体となって取り組んだ。 

 平成２７年３月１日の東九州自動車道開通により本地域への交通手段が便利になり、当地域内

を縦断する国道２１２号線は、東九州自動車道中津ICと大分自動車道日田ICに接続した。日田

ＩＣと中津ＩＣをつなぐ「中津日田高規格道路開通」も平成３６年に開通予定である。福岡・熊

本方面に加え、北九州・山口県方面が新たな観光圏域となった。 

平成２９年に中津市と玖珠町が「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく」のストー

リーで日本遺産の認定を受けた。今後は観光資源を活用した観光振興が活発になり、観光客の増

加が期待される。 

地域経済の活性化を目的に、自然景観・史跡等の豊富な観光資源を活かし、行政や関係者と連

携し、地域経済の活性化を目指し、課題解決に取り組む。 

観光関連業（飲食業、食品製造業、特産品小売業）の持続的発展のために、他支援機関、団体

と地域経済の課題を共有し、産業振興推進のために連携を強化する。 

県外で観光宣伝活動し、本地域への観光客を引き寄せるために、スタンプラリーを実施する。

観光客の受入体制の充実を図るために、関係者と課題を共有し、観光地の周遊を検討する。 

飲食店の売上増加のために、食事と特産品の消費拡大について、仕入側、消費者を対象に試食

会を開催する。 

食品製造業の取引先拡大のために、商品開発と改良について意見交換会を開催する。さらなる

観光ビジネスの構築並びに特産品の開発・ブランド化を図り、交流人口増加並びに売上げの増加

を図る。 

地域産業の持続的な発展のために市と連携し、６次産業事業者の掘り起しにより、農林漁業

者と商工業の振興に貢献する。 

      

※1地域内資金循環等新事業開発事業 

全国商工会連合会の事業で、地域社会を維持発展させるため、従来行っていた地域問題に対す

る活動を見直し、「外から資金を呼び込む力」と「地域内で資金を循環させる力」と、それを動か

す「人材」を育成することで、地域に新しいビジネスや事業、事業者を創造・創出する仕組を作

ることを目的とした、事業者等による新事業開発や事業展開のための研修・勉強会。 

    ※2小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（平成２８年度） 

地域の小規模事業者が、地域の資源を活用して、全国規模のマーケットを視野に入れた新事

業展開を支援するため、商工会・都道府県商工会連合会・商工会議所が小規模事業者等と協力

して行う特産品開発や観光開発及び地元自治体等と一体となって取り組む、地域の課題解決に

資する事業。 

 

（事業内容） 

（１）消費拡大の取組み 

飲食業と連携し、地域の料理と特産品の消費拡大を目的に、地元食材を活用した料理メニュ

ー、特産品の試食会を開催する。仕入担当者、消費者を対象に、味、こだわり等を訴求し、特産

品の認知度向上により飲食業の売上増加に貢献する。 

（活動目標） 

  地域の料理と特産品の消費拡大のために、参加事業者６社により、試食会を年１回開催する。 

 

（２）取引先拡大のための課題共有 

地域内に４ヶ所運営されている道の駅・農林水産物等直売所の買い手と連携を強化し、食品

製造業の特産品を地域内で取引先拡大を図り売上増加に貢献する。特産品の販売強化について     

買い手と製造者による意見交換会を開催する。パッケージや価格、内容量について意見交換し、  
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買い手の要望に応えた商品開発や改良により需要開拓を図る。 
  （活動目標） 

   特産品の販売強化のために、売り手と製造者による意見交換会を年１回実施する。 
 
（３）周遊型観光の仕組みづくり 

地域内でのにぎわい創出による特産品小売業の売上増加を目的に、スタンプラリーを実施す

る。観光関連業及び中津市、一般社団法人 コアやまくに、株式会社道の駅なかつ（道の駅なか

つ）、ナバヤ食品工業有限会社（道の駅やまくに）、有限会社 はばたき（道の駅耶馬トピア）、

中津市耶馬溪農林水産物等直売所利用組合（耶馬溪農林水産物等直売所）と連携し、観光客を対

象に、立ち寄り場所、性別、どこから来たのか（出発地）についてスタンプラリーにより、観光

客動態調査をする。 

特産品を抽選でプレゼントし、観光イベント時に観光地や店舗への誘客を促進する。調査分

析成果を連携者と共有し、課題解決のために、周遊型観光の仕組みづくりを検討する。 

  （活動目標） 

  観光振興を図るために、イベントと観光地、体験施設を連動させた周遊スタンプラリーを年１

回実施する。参加者２００名について分析し、連携者と課題を共有する。 

  

（４）関係団体と連携した観光宣伝 

中津市、中津耶馬溪観光協会、大分県北部振興局及び経済団体との連携を強化し、景観地へ

の誘客活動に取組む。県外での観光宣伝を通じて、地域の魅力を発信することで地域外からの

観光客を増加させ、観光関連業（飲食業、食品製造業、特産品小売業）の振興を図る。 

（活動目標） 

 観光客の増加を目指し、関係団体と連携し、北九州地域において年１回宣伝活動を実施する。 

 

（５）農林漁業との連携による産業振興 

中津市が取り組む「６次産業化」を推進し、農林漁業と商工業の生産と販売の拡大による産業

振興を図る。中津市と連携し、６次産業化施策について説明会を開催し、「なかつ６次産業推奨

品」を周知し、認証の取組みに貢献する。 

（活動目標） 

 農林漁業と商工業の振興を図るために、農林漁業者と小規模事業者を対象に、年１回なかつ

六次産業化事業の説明会を開催し「なかつ６次産業推奨品」の認証に貢献する。 

     

 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  

（事業内容） 

（１）支援方法の習得 

（株）日本政策金融公庫、商工会管内の支援機関（大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、大

分みらい信用金庫）と経済動向、金融動向について情報交換する。支援能力の向上のために、金

融機関と連携した支援手法を習得する。 

支援を強化し、需要開拓、新事業展開による事業者の持続的発展に取組む。 
（目標） 

項 目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

情報交換会開催回数 0 1 1 1 1 1 

 

（２）他認定商工会との情報交換 

他の商工会と経営発達支援計画の取組みについて、「広域指導課長等会議」において情報交換

する。計画の改善、課題解決、支援手法等に活用する。 

大分県商工会連合会により年２回開催される「広域指導課長等会議」（広域指導課長及び上席

経営指導員）等に参加し、他経営発達支援計画認定商工会の取組を把握し、支援の向上に活用

する。 

ア 経営発達支援計画における経済動向調査の具体的方法と活用について 
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イ 経営発達支援計画における事業計画策定における課題と解決策について 

    ウ 地域の賑わい創出とブランド化について 

エ 情報の共有とＯＪＴの実例報告 

オ 県内各商工会の現状と課題、商工会の経営指導への取組状況について 

カ 経営指導ノウハウの習熟について 

      以上については、内容を取りまとめて商工会の経営指導員からなる経営支援会議において、

報告と本会においての事例の活用について協議し、管内小規模事業者への支援策として実践

して行く。 

（目標） 

 項目 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

他商工会との情報交換回数 0 2 2 2 2 2 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営指導員のＯＪＴ研修として、従来からの金融支援や補助事業の支援、専門家派遣などの

経験が活用できており、支援プロセスの蓄積も図られてきている。 

今後は、組織全体として支援能力の向上を目的に、外部の支援機関による支援方法を習得す

る。個々の支援情報を組織内で共有する体制の構築に取り組む。 

 

（事業内容） 
（１）支援情報を共有し、組織全体で活用 

 個社の経営状況の分析結果をデータベース化することにより、支援情報を組織全体で活用す

る。   

また、地域経済動向調査、需要動向調査の成果を蓄積し、事業計画策定後の支援、新たな需要

開拓に寄与する支援事例として、商工会内部で情報共有により全職員の支援スキルを高める。 

 

（２）ＯＪＴによる資質向上 

 経営指導員等による経営支援会議において、小規模事業者の経営課題解決に向けた情報交換を

行い、支援能力の向上を図る。 
ア 巡回・窓口指導において、２次対応以降は原則として経営指導員と他の職員が二人で一組と

なって伴走型支援を行う。また、経営支援会議において支援の進捗状況を把握し、支援能力向

上を図る。 
イ 専門家派遣を行う際には、支援手法を習得するために担当経営指導員や他の職員を同席さ

せ、組織の支援能力向上を図る。 

 

（３）外部機関研修による資質向上 

経営指導員等の職員に求められる能力を高めていくため、職員自らの意欲と問題意識を持っ

て研修に参加することが重要である。このため、職員の支援応力の向上を目的に外部機関の研修

を受講させる。職員個々の課題を効率的、計画的に解決できるよう、次のとおり取り組むことと

する。 

ア 管理職（事務局長及び課長）が、職員一人ひとりの「強み」と「弱み」を把握し、それらを

踏まえて、それぞれ職員の期待される能力や目標を明確にし、毎事業年度開始前に職員ごとの

研修計画を作成する。 

イ 大分県商工会連合会が開催する内部牽制・統制（ＯＪＴ）を図るための「職務別能力向上研

修」と高度化・複雑化する会員ニーズに対応していくための「専門性向上研修」に参加させる。

具体的な研修内容は次のとおり。 

（ア）職務別能力向上研修 

管理職研修、主幹･主査級(ＯＪＴﾘｰﾀﾞｰ)研修、実務基礎(新任職員)研修、全体研修など。 

（イ）専門性向上研修 

小規模事業者の持続的発展に必要な伴走型支援を強化するため、「経営計画策定研修」

や「販路開拓支援研修」及び指導レベルの向上を目指し、支援手法の習得と情報交換に取
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組む。 

経営計画策定研修、販路開拓支援研修、経営法務・取引研修、税務・会計研修、労務研

修、情報化研修、地域振興研修、経営革新・創業研修、事例発表大会など。 

（ウ）課題対応研修 

職員の支援能力の向上を目的に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する小規模

事業者支援研修等に参加し、支援の課題解決に対応する。習得した情報は内部で共有し、

商工会組織の支援能力向上を図る。 

 

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 

経営発達支援事業の取組みを実効あるものとして展開していくため、ＰＤＣＡサイクルを回

し、検証及び改善を図るとともに伴走型支援体制を構築する。外部有識者から事業成果の評価を

得て、計画の改善と見直しを年１回実施する。結果は、常に閲覧可能な状態で公表する。 

 

（１）目標設定及びＩＴ活用による進捗管理等 

ア 理事会及び活性化委員会による目標設定及び進捗管理 

※正副会長、各部会長、青年部長、女性部長等９名による「活性化委員会」の設置 

イ 経営支援会議よる目標設定及び進捗管理 

（ア）経営指導員等で構成する経営支援会議の設置 

    （イ）経営分析、事業計画策定、地域経済動向調査と分析、需要動向調査と分析の報告と進捗

状況を共有し、計画を推進する。 

    （ウ）ＩＴ(県連業務支援システム)を活用した四半期ごとの進捗管理 

（２）外部評価委員会の設置 

      毎年度終了後、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。 

ア 本事業の評価にあたっては、大分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、外部評価委員には、次表の委員を予定している。 

 

    経営発達支援事業外部評価委員会名簿（案） 

(１)学識経験者 

大分大学 教授、准教授１人 

上記以外の大学 教授、准教授１人 

公認会計士、税理士、中小企業診断士１人 

(２)地方公共団体の職員 
大分県商工労働企画課１人 

大分県経営金融支援室１人 

(３)関係団体の役職員 
㈱日本政策金融公庫大分、別府支店長１人 

(公財)大分県産業創造機構１人 

(４)大分県商工会連合会の役職員 大分県商工会連合会専務理事 

 

イ 評価にあたっては、事業年度終了後に成果指標、活動指標、支援体制、収支の状況、支援

事業者からのアンケート結果を基に作成した自己評価書を作成する。 

ウ 作成した自己評価書を経営支援会議、理事会等で検討、評価、改善策を検討して、報告書

として、大分県商工会連合会が設置する外部評価委員会に提出する。 

エ 外部評価委員会は、本会が提出した経営発達支援事業自己評価報告書をもとに、定められ

た目標の達成状況の確認、結果について妥当性を審議、評価して、改善すべき事項がある場

合は、本会に対して助言等を行う。 

オ 本会は、外部評価委員会からの事業の成果・評価・見直しの結果を受けて、経営支援会議

で支援方法の再検討を行ったのち次年度以降の見直し案の理事会へ報告し、承認を受ける。 

カ 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。 

キ 事業の成果・評価・見直しの結果については中津市しもげ商工会のホームページ

（http://shimoge.oita-shokokai.or.jp）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。その他、本会通常総会資料、商工会報にも記載し報告する。 
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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３０年４月１日） 

 

（１）組織体制 

・商工会の実施体制図のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※認定商工会から伴走型支援アプローチ 

商工業者６３８人（うち小規模事業者５３２人）、及び創業希望者等 

 

会 長 

事務局長 

 
経営支援会議 

 
経営指導員  ５人 
経営支援員等 ６人 

 
活性化委員会 

 
委員 ９人 

理事会 

青
年
部
・
女
性
部 

部 
 

会 

監査会 

評価・助言 

・改善勧

実績報告 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

中津市しもげ商工会 

外部評価 

委員会 

学識経験者等で 
構成し、大分県 
商工会連合会に 

設置 
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(２) 実施体制(経営支援会議の組織及び職員配置図)          (平成２９年４月１日現在) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 組織概要                        

(平成２９年４月現在) 

 

会員数 役員数 
事務局職員数 

事務局長 経営指導員 経営支援員 事業普及員 合計 

人数 ４８４ ３０ １ ５ ５ １ １２ 

 

 

（４）連絡先 

事務所名 郵便番号 住  所 電話番号 

中津市しもげ商工会(本所) 871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂102番地1 0979-54-2073 

同 山国支所 871-0712 大分県中津市山国町守実167番地7 0979-62-2683 

同 本耶馬渓支所 871-0202 
大分県中津市本耶馬渓町曽木1800番地 

中津市本耶馬渓支所２階 
0979-52-2500 

同 三光支所 879-0111 大分県中津市三光佐知593番地 0979-43-2174 

 

 ・ホームページアドレス  http://shimoge.oita-shokokai.or.jp/ 

 
 ・代表メール       info@shimoge.oita-shokokai.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導員 １人 

(広域指導課長) 

本 所 

 

経営指導員 １人 

経営支援員 ２人 

事業普及員 １人 

山国支所 

 

経営指導員 １人 

経営支援員 １人 

 

三光支所 

 

経営指導員 １人 

経営支援員 １人 

 

本耶馬渓支所 

 

経営指導員 １人 

経営支援員 １人 
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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) 

 ３０年度 

( 30年4月 

以降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ 

 
小規模企業対策事業費 １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ 

 
経営状況等分析事業 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

経営計画策定支援事業 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

市場調査等情報収集・提供事業 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

販路開拓等支援事業 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 

支援体制の整備事業 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

 

 

調 達 方 法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 
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（別表４） 

商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

 

 

 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


