
経営発達支援計画の概要 
実施者名 九州アルプス商工会（法人番号 ９３２０００５００６６４６） 
実施期間 平成３１年４月 ～ 平成３６年３月 
目  標 目標１ 小規模小売業・サービス業事業者の持続的発展 

目標２ 創業支援及び事業承継支援 
目標３ 交流人口の増加並びに観光関連事業者の経営力強化 
目標４ 九州アルプス地域特産品のブランド力・知名度の向上 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業 
１．地域の経済動向調査【指針③】 

  ・巡回訪問時のヒアリング調査による実態把握。 
  ・他団体との連携による経済動向の情報収集と、小規模事業者への 

情報提供 
２．経営状況の分析【指針①】 

  ・小規模事業者の巡回訪問による実態把握 
  ・ヒアリングシートの作成とＳＷＯＴ分析 
  ・他の支援機関との協調による財務諸表を基にした経営分析 

３．事業計画の策定支援【指針②】 
  ・事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起し 
  ・経営計画策定セミナーや個別指導による策定支援 
  ・竹田市、その他支援機関との連携による創業者の支援 
  ・事業承継に向けた個別相談会等の開催による経営者への支援 
４．事業計画策定後の実施支援【指針②】 

  ・国、県等が実施する支援策の広報周知と事業者の取組支援 
  ・事業実施事業所への個別フォローアップの支援 
５．需要動向調査の実施【指針③】 

  ・製造小売業者の販売商品の動向調査の実施 
  ・既存商品のブラッシュアップと販路開拓のための動向調査の実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業の実施【指針④】 
  ・小規模事業者の販路開拓のための展示会や商談会への参画支援 
  ・展示会等に出展した商品のブラッシュアップ、販路開拓を支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 １．少子高齢化に対応した地域循環型購買事業の展開支援 
 ２．観光資源のブランド化による地域振興 

連絡先 九州アルプス商工会 久住本所 
〒878-0201 大分県竹田市久住町大字久住 6161-1 
 TEL 0974-76-0151 
 info@kyushu-alps.oita-shokokai.or.jp 
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- 1 - 
 

（別表１） 

 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１ 竹田市の現況 

 

当地域は、大分県の南西部に位置し、阿蘇くじゅう国立公園や祖母傾国定公園等に指

定された自然豊かな山々や、一日に数万トンの湧水量を誇る湧水群、さらには湯治場と

して栄えた長湯温泉をはじめとする温泉資源など多彩な自然環境に恵まれた地域であ

る。 

平成 17年 4月 1日、旧竹田市と荻町、久住町、直入町の１市３町が合併して新しい竹

田市が誕生した。 

岡藩の城下町である旧竹田市は商業地域であり、本市の商業や行政の中心地として位

置づけられ、岡城跡、武家屋敷、瀧廉太郎記念館などの史跡や文化財を有する観光地と

しても多くの観光客を集客してきた。 

竹田市は、平成 25年度に「竹田市都市計画マスタープラン」（20年後を目標に 5～10

年ごとに見直す）の「地域づくりの基本方針」を策定し、当商工会エリアに該当するも

のとして、 

① 安心して暮らすことができる生活環境の形成（荻地域）、 

② 観光と畜産を基盤とした循環型産業育成（久住地域）、 

③ 地域資源を活用した観光拠点・ネットワークの形成（直入地域）、 

などが示された。 

 

 本会管内の荻（おぎ）地域は、本市の南西部に位置し、地域の人口は 3,000人余り

で、農業を主要産業として発展してきた地域で

ある。特産品として、標高 400～600 メートル

で昼夜の温度差が大きい高冷地の特徴を生か

してトマト、ピーマンといった施設野菜の栽培

が盛んである。トマトは、90戸 30ヘクタール

で栽培され、「赤採れトマト」というブランド

名で出荷され、消費者の人気が高い。毎年 11月

3日は「トマト天国㏌荻」と称し、トマトをテ

ーマとしたイベントを開催し、６千人を超える

観光客が訪れ賑わっている。また、県内最大の

流域面積を持つ大野川の源流地域にある、「白

水ダム」や「白水の滝」といった、水に関わる

地域資源や大小様々な渓谷など、景観に魅力を

持つ地域資源を有している。 
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 久住（くじゅう）地域は、本市の北西部に位置し、高原地帯の恵まれた自然環境を生

かした環境調和型（※ 自然との調和を目指し、設計や照明に工夫を凝らしたホテル建

設等）のリゾート開発など、観光資源としての利用が進んでいる。九州本土最高峰の中

岳（標高 1,791ｍ）などにより形成される「くじゅう連山」があり久住高原の雄大な景

観は、訪れる観光客や登山客を魅了してきた。また、夏場の避暑地としてスポーツ合宿

が盛んな地域であり、特にラクビーは、シーズンになると久住地域の人口と同じ約 4,000

人のラガーマンが訪れ、東福岡、東海大仰星（大阪府）、御所（奈良県）といった全国高

校大会（花園）に出場する強豪校も練習にやってくる。 

 

 直入（なおいり）地域は、本市の北東部に位置し、地域の人口は約 2,400人であり、

全国有数の炭酸泉が湧出（1988 年に花王が「日本一の炭酸泉」と命名し「バブ」の開発

にも関係したことで有名）、飲泉もできる「長湯温泉」を地域の中心部に有し、農業と温

泉に関連するサービス産業を地域の基幹産業として発展してきた。長湯温泉は、第３代

岡藩主 中川久清公（1615～1681）などに愛され、藩主・藩士の湯治に認められていた古

い温泉地。その泉質は「飲んで効き 長湯して利く 長湯のお湯は 心臓胃腸に血の薬

」と称えられている。古くから与謝野晶子ら文人墨客に好まれ、ゆかりの歌碑も多く点

在している。先進的なドイツの保養温泉地とも交流が深く、古き良き湯治場としての魅

力を現在に受け継いでいる。 
 
２ 九州アルプス地域の現況と課題 
 
〔課題１〕当地域のサービス業・小売業の衰退 

 
① 高齢化の進展による買い物難民の増加 
 
本会は、久住・荻・直入の３地区により組織されており、旧竹田市を取り囲むよ 

うに形成されている。荻地区は、久住・直入地区と隣接しておらず久住本所から飛 
地となっている。 
本会の人口の推移を見ると、65歳未満の人口増減率は、３地区の平均で 12.9％ 

減少と非常に高い数値となっている。 
一方 65歳以上の人口増減率は 0.6％減少となっており、地区の高齢化率は、平成 

27年 1月末現在で 40.4％【全国の高齢化率は 25.1％（25年 10月 1日現在 内閣 
府発表）】となり、過疎・高齢化は急速に進展している。 
5人中 2人は 65歳以上ということになり、公共交通機関の少ない当地域では、交 

通手段を持たない高齢者が増加している状況である。 
久住地区では、平成 21年に商工会が大分県・竹田市の補助金を受けて、宅配事 

業を実施し、平成 24年からは民間事業所に委託して実施しているが、採算が取れ 
ていない状況がある。 

   また、荻地区では、豆腐店が移動販売を行い、最寄り品等を一緒に販売してい 
るが、一人で運営していることから、販売日が限られている状況である。 
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表１－地域の人口推移（単位：人）              （資料：竹田市） 

地区名 項 目 
平成２２年 

３月末現在 

平成２７年 

１月末現在 

人口増減 

（H27-H22） 

人口増減率 

（％） 

荻地区 

65歳未満 2,037 1,829 △208 △11.4 

65歳以上 1,209 1,219 10 0.8 

人口小計 3,246 3,048 △198 △6.5 

久住地区 

65歳未満 2,825 2,490 △335 △13.5 

65歳以上 1,642 1,641 △1 △0.1 

人口小計 4,467 4,131 △336 △8.1 

直入地区 

65歳未満 1,576 1,384 △192 △13.9 

65歳以上 1,041 1,009 △32 △3.2 

人口小計 2,617 2,393 △224 △9.4 

合 計 

65歳未満 6,438 5,703 △735 △12.9 

65歳以上 3,892 3,869 △23 △0.6 

人口合計 10,330 9,572 △758 △7.9 

高齢化率（％） 37.7 40.4 2.7  

  

【全国の高齢化率 25.1％（平成 25年 10月 1日現在：内閣府発表）】 

国立社会保障・人口問題研究所の将来予測によれば、20 年後の平成 42年には概 

ね 64％（平成 22 年を 100％とした場合）まで人口が減少すると予測されている。 

高齢化が進む中、市民の暮らしやすさを維持するためには、既存の社会資本のス 

トックを維持・活用しつつ、新たな時代に即した生活利便性の確保が求められてい 

る。 

 
※ 社会資本のストック：道路や港、水道、公園のように生活や経済活動に必要な公共施設などを社 

会資本という。 
 

② 近隣の大型店への購買力の流出 

 

当地域は、それぞれの商店街の中心を主要幹線道路が通っていた。しかし、３地 

域共に中心部の幅員狭小区間を解消するとともに、周辺地域のアクセスを向上し、 

円滑な交通の確保を目的としてバイパス工事が行われ、街中を通る車の量が激減、 

商店街は賑わいを失っていった。 

また、近年道路事情が改善されたことで、近隣の大型店への所要時間が短縮され 

  、気軽にクルマで出かけられるようになり、当地域の購買力の流出が顕著になって 

いる。このことは経済センサスのデータからも分かるように、平成 21年度は 137 

件あった卸・小売業が、平成 26年度には 106件と 31店舗・増減率 22.6％も減少し 

ている状況である。 
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表２－地域の商工業者データ（単位：事業所）      （資料：経済センサス） 

    業種 

 

項目 

サービス 
飲食・ 

宿泊業 
建設業 

卸・ 

小売業 
製造業 その他 合 計 

平成 21 年度 
(小規模事業者) 

86 74 50 137 22 95 464 

(68) (49) (50) (113) (21) (84) (385) 

平成 26 年度 
(小規模事業者) 

82 66 36 106 27 63 380 

(71) (54) (33) (91) (26) (57) (332) 

前回対比 
(小規模事業者) 

△4 △8 △14 △31 5 △32 △84 

(3) (5) (△17) (△22) (5) (△27) (△53) 

増減率 
(小規模事業者) 

△5.9％ △10.8％ △28.0％ △22.6％ 22.7％ △33.7％ △18.1％ 

4.4％ 10.2％ △34.0％ △19.5％ 23.8％ △32.1％ △13.8％ 

 

〔課題２〕観光客数の減少が観光関連業種（飲食店・宿泊業など）の売上減少に繋がり 

閉塞感をもたらしている。 

 

 当地域には、熊本県と大分県にまたがる「阿蘇くじゅう国立公園」、全国有数の炭酸泉

を源泉とする「長湯温泉」、「湧水」、そして標高 450から 600ｍの高原地帯で収穫される

「高原野菜」等、この地域特有の観光資源が多数ある。 

竹田市の観光動態データを比較してみると、平成 23 年には約 210 万人の観光客が訪

れていたが、平成 23年 3月の東北大震災、平成 24年 7月の九州北部豪雨災害とその後

の風評被害により観光客の足が遠のき、その後も来訪者が伸びずに、主な観光施設への

入込客数の独自調査でも対比約 40 パーセント減という施設もあり、平成 25 年では約

150万人まで落ち込んでいる。 

・主な観光施設 

  荻 地区：白水ダム、陽目渓谷、白水の滝、高鼻公園 

久住地区：くじゅう連山、くじゅう花公園、ガンジー牧場 

  直入地区：ガニ湯、ＳＰＡ直入、ウェイクケーブルパーク 

 

・農産物等直売施設、湧水、飲泉所 

  荻 地区：とまとちゃん 

  直入地区：道の駅ながゆ温泉、水の駅おづる、長湯飲泉所、小津留湧水、籾山湧 

       水、桑畑湧水 

 

・主な温泉施設 

  荻 地区：荻の里温泉 

  久住地区：赤川温泉、白丹温泉、七里田温泉 

  直入地区：長湯温泉、御前湯 
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表３－地域の観光動態データ（単位：人）         （資料：竹田市） 

      年度 

地区 
平成 23年度 平成 25年度 増減（△減） 

増減率（△減

） 

（％） 

荻地区 138,371 126,319 △12,052  △8.7  

久住地区 1,241,502 854,458 △387,044 △31.8 

直入地区 724,065 549,577 △174,488 △24.1 

合 計 2,103,938 1,530,354 △573,584 △27.3 

  

※「白水ダム」とは、昭和 13年に建設された重力式ダムである。流れる水が白い衣のように美し

く落ちており、国の重要文化財に指定されている。 

※「陽目渓谷」「白水の滝」とは、落差 38mの雄大な「白水の滝」がある陽目渓谷。「大分県百景」

の一つ、春は新緑、夏はキャンプ、秋には紅葉が楽しめる。 

※「高鼻公園」とは、竹田市街地をはじめ祖母山、久住山まで見渡せる直入郡竹田市荻町の馬背野

峠。高鼻公園として住民の憩いの場となっている。 

 ※「くじゅう連山」とは、大分県玖珠郡九重町 から 竹田市 北部にかけて広がる 火山 群の総称で

ある。一帯は 阿蘇くじゅう国立公園 に指定されている。 

※「くじゅう花公園」とは、阿蘇くじゅう国立公園内、標高 850mの久住高原に位置する花の公園

。 

※「カニ湯」とは、川岸に湧出している無料の混浴露天風呂。蟹の姿に似せた岩風呂。 

※「ＳＰＡ直入」とは、カワサキモータースジャパンが所有するサーキット。 

※「とまとちゃん」とは、荻町の野菜や花、手作りまんじゅうなどを販売している直売所。 

※「道の駅ながゆ温泉」とは、大分県道 30号庄内久住線 沿いにある湯の原商店街、御前湯、農産 

物直売所を一帯とした地域。 

※「水の駅おづる」とは、レストランと農産物等直売所。小津留湧水に隣接。 

※「長湯飲泉所」とは、温泉施設に設置されていることが多く、内臓系に効能が高い。 

※「小津留湧水」とは、大変良質な湧水で、毎分 4～5tを湧出している。 

※「籾山湧水」とは、田畑に囲まれたのどかな場所に湧く。  

※「桑畑湧水」とは、長湯温泉の入口の交差点にある水場。 

※「赤川温泉」とは、久住山中に自然に湧出する源泉を引いてきており、硫黄分を多く含み白濁し

ており、青味のかかった美しい乳白色を呈している。硫黄泉としての評価が高く、湯の華や濃縮

した濃縮温泉水が販売されている。 

※「白丹温泉」とは、天然温泉掛け流しの立ち寄り湯。ナトリウム・炭酸水素塩硫酸塩泉の湯は、

ほのかな硫黄臭で、ツルツルとやわらかな肌触りが特徴。 

※「七里田温泉」とは、温泉としての歴史は古く、弥生時代や古墳時代から温泉が集落を発生させ

たことにより、近傍に多くの遺跡が残っていると考えられる。 

※「長湯温泉」とは、源泉 51、毎分 4,479 リットルの温泉が湧出している。すべての温泉に炭酸

ガス（二酸化炭素）が含まれている。 

 ※「御前湯」とは、宝永 3年（1706 年）8月、この地を治めていた岡藩主・中川候の入湯宿泊の便 

をはかるために、温泉を取り込んだ御茶屋が建設された。これが初めての藩による湯屋・御茶 

屋の建設であったといわれている。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E9%87%8D%E7%94%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E3%81%8F%E3%81%98%E3%82%85%E3%81%86%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C%E9%81%9330%E5%8F%B7%E5%BA%84%E5%86%85%E4%B9%85%E4%BD%8F%E7%B7%9A
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〔課題３〕地域農産物の品質をアピールし購入につなげるというマーケティングが機能

せず、高原特有の農産物を観光客に提供できていない。 

 

竹田市の農業就業率は 32.7％で、農業従事者が多く、農業者の所得向上が地域経済の

活性化の重要なポイントとなる。当地域には、標高 400〜600メートルの高原地帯で収穫

される高原野菜等、地域特有の農産物が多くあるが、販路の拡大に付加価値を求めるこ

とより生産に注力してきたため、農業所得も上がっていない現状がある。年間 150万人

以上訪れる観光客や、こだわりの消費者に特産野菜を提供できるビジネスチャンスを逃

している。 

また、久住、荻地区には、「道の駅」のような 24時間無料駐車出来て、トイレ休憩出

来る施設がないため、農産物の直売を行うにしても、旧竹田市や直入地区等に搬入する

こととなり、観光客には当地域の特産品としての認識が薄い。 

 

表４－平成 22年度農業就業人口 （資料：総務省統計局「国勢調査」）               

         地域 

項目 
大分県 竹田市 

農業就業人口（人） 33,765 4,058 

就業人口（人） 550,451 12,420 

農業就業比率（％） 6.1 32.7 

 

３．商工会の取組と課題 

 

 これまで当会は金融指導、税務指導及び記帳指導を中心とした経営改善普及事業に取

り組み、小規模事業者を支援してきた。 

 しかし、記帳をとおした所得税に関する相談や労働保険、社会保険の手続きに関する

相談など古典的な支援を受動的に行ってきた結果、事業承継、取引先の減少など経営に

直結する多様な課題が浮き彫りになっている状況である。 

 これからは、当地域で持続的発展が期待できる経営計画に基づく、経営活動の推進、

新たな販路が開拓できる支援、創業や事業承継などの支援に力を注ぐことが重要である

。 

 

４．中長期的な振興の在り方 

 

当会は地域に密着した経済団体として、以上の課題及び地域づくりの基本方針との連

動性を踏まえ、地域を支える小規模事業者を持続的に発展させるため小規模事業者の利

点である「意思決定の速さ」、「市場・競合企業等の変化への対応の迅速さ」を生かし、 

消費者の満足度向上、地域資源を活かした地域ブランドの創出など、売上げの拡大、利

益の確保につながる効果的な支援に取り組むため、今後１０年先を見越した振興のあり

方を以下のとおりとする。 
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「具体的な支援策」 

① 地区の高齢化率は、平成 27年 1月末現在で 40.4％となり、過疎・高齢化は急速 

に進展している。商工業者数も減少を続けており、後継者が居ないことによる事業 

廃止が最も大きな原因としてあげられる。円滑な事業承継や創業者育成を促進し、 

小規模事業者の新陳代謝を活発化させることで、地域住民が安心して生活できる様 

に、小規模事業者の経営基盤を強化し、利便性の向上に取り組み、消費者の満足度 

向上を図る。そして経営計画を推進し、売上げ・利益の増加に取り組み、衰退して 

いる荻・久住・直入の３つの地域の商業の活性化を目指す。 

 

② 国内有数の高原散策コースである久住高原や豊富な炭酸泉などの地域資源を活 

かした支援に取り組み、地域ブランドを創出する。その取り組みの成果として観光 

 関連産業の活性化を目指す。 

 

５．経営発達支援事業の目標 

 

（１）小規模小売業・サービス事業者の持続的発展 

  小売業・サービス業は、少子高齢化や人口減少、近隣大型店への購買力流出等に 

 よる購買力の減少から厳しい経営環境を強いられている。こうした状況を克服する 

ために経営情報や消費者ニーズを収集し、経営分析・経営計画策定等の支援策を講 

じ、計画実行後のフォローアップまでの伴走型支援を行い、経営力を強化する。 

 そして時宜にかなった小規模事業者の特性を生かした必要な支援策を講じ、持続 

的発展に取り組む。 

 

（２）創業支援及び事業承継支援 

  竹田市が競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受け、当会は認定 

連携創業支援事業者として市と連携を図るため、地域の現状や特性に合った連携

体を構築し、創業支援を充実させる。そして創業支援策（講習会・計画策定・資金

調達等）を講じ、起業・創業に導き、地域経済の活力促進に取り組む。 

   事業承継に関しては、国内の経営者の６５歳以上が占める割合は、４割を超え 

ており、後継者の確保が困難な状況で、昨今、社会問題として大きく取り上げら 

れている。 

当地域も同様な状況であり、商工会脱退も後継者不足による事業廃止が最も大 

きな原因としてあげられ、会員数減少に歯止めがかからない状況にある。 

このため、本県に設置されている事業承継センター等の機関との連携を強化し 

、経営者にとって身近な存在である当会が経営者に対して、事業の承継に向けた 

早期の準備を促し、最適な方法を一緒に探していくという支援に取り組む。 

 

（３）交流人口の増加並びに観光関連事業者の経営力強化 

  当会では、平成２７年度から全国商工会連合会の「小規模事業者地域力活用新事 

業全国展開支援事業」に取り組んでいる。これまで、この事業では、温泉入浴や飲 
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泉による効能の検証データから長湯温泉の効能や温泉施設・宿泊施設のＰＲを行っ 

てきた。しかし、観光客数や観光消費額の回復に至っておらず、これまで実施した 

事業を検証した結果、受入体制の環境整備や観光プロモーションの手法などの課題 

があげられ、これらの課題を解決できていないため、事業成果に結びついていない 

と考えられる。 

  この事業を継続的に発展させるためにも、地元観光関連事業者の経営基盤の強化 

が必要不可欠である。 

  経営基盤の強化を図るためにも、前述の課題克服に向けた取り組みを展開する必 

要がある。そのためには、長湯温泉旅館組合を中心とし、竹田市、観光関連事業者 

及びツーリズム協会等と連携強化を図り、観光プロモーションの手法を見直し、魅 

力あるプロモーションを展開して、当地域の関心を高め、観光客の取り込みを促進 

する。 

  さらに宿泊施設等の店舗管理機能の向上などの支援策を講じ、個店の魅力度ＵＰ 

を図り、集客力・売上等の向上に取り組む。また、当会青年部を中心に関係機関等 

と連携し、イベント等を開催するなど賑わいの創出に取り組む。 

 

（４）九州アルプス地域特産品のブランド力・知名度の向上 

  特産品開発については、当会にて、平成 29年度から「九州アルプス地域の豊かな

自然景観や温泉地として魅力にあふれ、名水の里としても有名であることに着目し

、祖母・傾、阿蘇、久住山系の豊かな自然に染み込んだ伏流水（炭酸水）」の商品化

に取り組んでいる。 

「九州アルプス地域ブランド」として全国に情報発信をおこない、当地域以外か

らの観光客の取り込み及び観光消費需要の拡大に向けて支援する。 

特産品の売上高を伸ばすことで、地域内購買力を拡大させる。これにより地域の

商業機能の持続的発展を図り、地域内消費による循環型の地域経済の活性化に取り

組む。 

 

６．目標達成に向けた方針 

 

（１）小規模小売業・サービス事業者の持続的発展 

  小売業・サービス業は、経営分析をおこない、分析結果から成功要因や取るべき方 

策等の健全な経営体質への転換に向けての提案や新商品の開発、新しいサービスの創 

出に向けた取り組みを行う。 

小規模事業者ならではの地域消費者と密着した商いを経営の基本に置き、今後高齢 

 者の増加が予想されることによるサービスの提供を視野に入れながら、地域住民の生 

活基盤となることを目指す。 

更には久住高原や長湯温泉を訪れる観光客を商店街に積極的に誘致し、新たな消費 

を生み出し、当地域の購買力の増加を目指す。 

 

（２）創業支援及び事業承継支援 
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創業・事業承継支援については、荻・久住・直入地域共に街中の幅員狭小区間を 

解消するためのバイパス工事により、街中の通行車両が激減し、賑わいを失った商 

店街の復興のためにも、重要な取り組みである。 

創業では、竹田市と連携しながら、地域内での起業家の掘起しを行い、創業に向け 

た支援と開業後の安定した経営を促進し、地域商業の活性化を目指す。 

  近年の当地域での小規模事業者の減少傾向の第一の要因は、後継者が居ないことに 

よる事業廃止である。このような現状から事業主の考え方や会社の経営内容等を把握 

したうえで、事業承継がスムーズに行えるように取り組む。 

 

（３）交流人口の増加並びに観光関連事業者の経営力強化 

  当地域観光産業の復活に向けては、当事者である観光関連事業者による地域観光資 

源の再認識が不可欠である。そのため観光事業については、久住高原の自然の景観、 

炭酸泉の長湯温泉等それぞれの観光資源を利用した観光事業の確立が求められる。 

これらの観光開発事業に取り組みながら新たな需要の取り込みにより、交流人口の 

増加、並びに観光関連事業の経営力強化を目指す。 

 

（４）九州アルプス地域特産品のブランド力・知名度の向上 

  埋もれている特産品の再発掘や既存商品のブラッシュアップを行い、商品力を高め 

るとともに、新商品の開発にも取り組み、行政等を巻き込んで広くＰＲ活動を行い、

ブランド力・知名度の向上を目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月～平成３６年３月） 

 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

    毎月開催する経営支援会議において経営指導員が各調査報告書（全国商工会連

合会が毎月実施する「小規模企業景気動向調査」など）を基礎資料として分析・

協議をしているが、これまでは小規模事業者への情報発信や支援の参考データと

して活用ができていなかった。 

   このため、これまで実施していた調査に加え、行政及び関係機関の統計調査等 

を活用し、地域の経済動向の調査・分析を行う。調査・分析から抽出された課題 

を、経営指導員をメンバーとする経営支援会議で明確にし、効果的な支援に取り 

組むこととする。 

 

（２）事業内容 

 ① 独自調査・分析による地域経済動向の把握 

小規模事業者が持続的発展するための事業計画策定の前提条件として、小規模 

  事業者が置かれた経営環境について把握する事が必要である。管内の景気動向等 

について、より詳細な実態を把握するため全国商工会連合会が実施する「小規模 

企業景気動向調査」に当会独自の調査項目を追加して、年４回の調査・分析を実 

施し、地域の経済動向を把握する。 

【調査対象】管内小規模事業者１５社（製造業 3 社、建設業 3 社、小売業 4社、 

サービス業 5 社） 

【調査項目】売上高・客単価・利用客数・資金繰り・仕入単価・経常利益・従業員 

数・事業所の意見 等 

 【調査手法】当会の経営指導員による訪問面接調査。 

  【分析手法】産業全体及び業種ごとに業況ＤＩによる分析を行う。 

 

        ※ ＤＩとは、ディフュージョン・インデックス（景気動向指数）の 

略で、各調査項目についての「増加（上昇・好転）」したとする企業 

割合から「減少（低下・悪化）」したとする企業割合を引いた値と示 

すものである。 

 

 ② 国等が提供するビッグデータの活用 

大分県商工会連合会・大分銀行経済研究所・大分県産業創造機構などと連携し 

て県内外の情報収集をはかるとともに、ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）、日 
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経テレコンなど地域を絞り込んだ情報が得られる情報を収集し、小規模事業者の 

持続的な発展に、効果的な支援が出来るように地域のデータ分析を行う。 

地域経済は、地域外を主な市場とする「域外市場産業（製造業、農業、観光）」 

と地域内を主な市場とする「域内市場産業（日用品小売業、対個人サービス業）」 

に分けて考えることができる。域外から資金を流入させる域外市場産業は、地域 

経済の心臓部とも言え、域外から資金を稼いでくる産業の集積を促進し、競争力 

を強化することが重要である。当会の目標の一つとして、「交流人口の増加並びに 

観光関連事業者の経営力強化」に取組み、地域資源を活用した観光産業の確立を 

目指すことから、ＲＥＳＡＳ等を活用し、観光データの分析を行い、年１回、公 

表する。 

【ＲＥＳＡＳの分析手法】 

・「観光マップ・国内・目的地分析」 

  ➡経路検索サービスの利用情報を基に、検索回数の多い観光施設等を分析 

・「観光マップ・国内・Ｆrom-to分析（分析）」 

➡宿泊者がどこから来ているのか等を分析 

   ・「観光マップ・外国人・外国人消費の構造」 

     ➡外国人の消費行動等を分析 

   上記の情報等を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

（３）成果の活用 

大分県商工会連合会等と連携を取りながら県内外の情報収集を図るとともに、経 

営指導員をメンバーとした経営支援会議（必要な場合は広域担当指導員や専門家の 

指導・助言を仰ぐ）において分析・検討を行う。調査結果を商工会ホームページへ 

の掲載や巡回時などに地域小規模事業者に情報提供を行っていく。 

また、小規模事業者の経営計画を策定する際に活用すると共に、経営革新申請支 

援や事業所を対象とした補助金申請支援、金融相談等必要に応じて小規模事業者に 

提供していく。 

特に小売業やサービス業を中心に、当地域の業種毎の売上の推移と個々事業所と 

の比較や消費者ニーズと事業所商品・サービスとの比較をする等の方法で活用・提 

供していく。 

 各種発表される情報は、その度に（毎月取得するデータは毎月更新する）商工会 

のホームページや商工会報にも掲載し、小規模事業者に提供していく。 

また、経営指導員が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

（活動目標） 

項 目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①地域経済動向調査公表回数 未実施 4 4 4 4 4 

②観光データ分析公表回数 未実施 1 1 1 1 1 
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（成果目標） 

項 目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

各種情報のＨＰ掲載回数 未実施 5 5 5 5 5 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
（１）現状と課題 

現状では経営状況の分析に関しては、金融支援や補助事業申請時に必要に迫ら

れて行っている分析に留まっており、経営課題の抽出や課題解決へつながってい

なかった。 
今後は事業所のヒアリングを行い、経営分析の重要性を小規模事業者に啓発し

ていく必要がある。金融支援や補助事業申請の小規模事業者だけでなく、当地域の

小規模事業者に対して財務分析と商品、技術力、販売先、優位性、悪化原因、事業

の問題点を客観的に把握できるよう、包括的な経営分析を行い、小規模事業者が抱

える課題を抽出する。また、商品開発や技術促進等についての専門的な課題に対し

ては、大分県商工会連合会と連携し、ミラサポ等を活用しながら、専門家の支援を

仰ぎ解決していく。 
 

（２）事業内容 

① 対象事業者の選定 
小規模事業者が持続的発展するための「事業計画作成支援」事業を実施するた 

め、竹田市と連携を図り、市報・ケーブルテレビ及び当商工会報及び当商工会ホ 
ームページに掲載する他、経営指導員が巡回して事業の周知をはかる。 
『企業の持続的発展には、各事業所の課題把握と地域の消費動向や市場動向な 

ど地域の実情を踏まえた事業計画を策定し、新たな需要開拓に取り組むことが必 
要である』こと、『商工会は行政や商工連等と連携して小規模事業者に寄り添った 
事業をおこなう』旨等を詳しく説明して事業の周知をおこなう。 
小規模事業者は自社の経営状況の分析・把握ができていないことが多いため、 

支援対象企業の選定は地域経済活性化の趣旨から、地域全域の多数の事業者を支 
援することを前提とする。実施する企業は事業の周知・広報活動により支援依頼 
のあった企業や過去３年間に金融相談案件のあった企業を中心に現地訪問とヒ 
アリングシートを作成したうえで、経営分析を行う小規模事業者を経営支援会議 
にて選定する。 

              
② 経営分析の内容 

  経営分析の実施に当たっては下記の方法にて行う。 

 
   ア．現地訪問とヒアリング 

小規模事業者の事業所を巡回訪問して経営実態の確認、施設及び設備の稼働 
状況、取扱商品・サービスの確認を行う。また経営者のヒアリングを実施する 
。 



- 13 - 
 

 
イ．分析方法 
Ａ．ＳＷＯＴ分析 

外部経営環境（市場動向、業界動向、経済状況、地域性等）、内部経営環境 
（保有技術、ノウハウ、経営者、従業員、自社のブランドなど自社の強みと 
弱み）の分析、自社が保有する技術や従業員など経営資源、経営上の問題点 
や課題などの確認を行う。なおヒアリングを実施する場合は、下記ヒアリン 
グシートを用いる。 
                

 

        
 

 
Ｂ．財務分析                    

決算書の提供を受け財務分析を行い、収益性や安全性、資金繰り状況など 
     を分析する。必要に応じて中小企業診断士、日本政策金融公庫、地元金融機 
     関、その他支援機関等と連携して分析を行う。なお経営分析には、下記経営 
     分析表等を用いる。 
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（３）成果の活用        
                       経営改善への提案書 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者の財務 
分析、現状分析、経営 
上の課題の発掘、事業 
所の優位性、悪化要因、 
現状の問題点や課題 
等、経営状況の分析結 
果については、右記様 
式「経営改善への提案 
書」を作成し、事業者 
に説明するとともに、 
今後の経営支援に向け 
ての事業計画策定の準 
備資料として活用す 
る。 
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（４）目標 

（活動目標）      
項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ヒアリング実施事業所数 0 48 48 48 48 48 

 

 （成果目標） 

  経営分析件数は、月 1件×12か月×3名（地区担当指導員数）とする。 

項  目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 0 36 36 36 36 36 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

 小規模事業者は事業計画の重要性について意識が低く、事業計画の策定を行っ 

ている事業者は比較的少ない。上記「１．地域の経済動向」「２．経営状況の分析 

」により浮き彫りとなった需要動向や小規模事業者の結果や課題を踏まえ、個々 

の小規模事業者が持続的発展するための事業計画策定支援に取り組むこととす 

る。 

 

 （２）支援に対する考え方 

    小規模事業者に対して、課題解決・経営の持続的発展を図るうえで経営計画策 

定の重要性を説き、調査・分析により得た「結果・課題」・「持続的発展に必要な 

取組」を確実に実行できるよう経営支援会議において協議し、計画策定に向けて 

支援する。 

計画策定においては、大分県商工会連合会と連携して広域担当指導員や専門家 

の指導・助言を基に、目標を明確にした経営計画の策定を行う。 

小規模事業者が持続的発展するための事業計画策定の対象事業者の選定は、事 

業計画策定セミナーの受講者や、窓口相談・巡回相談時に前向きに取り組む姿勢 

及び意思改革の可能性のある小規模事業者、創業予定者、事業承継事業者から選 

定する。 

    選定時には、「継続企業として発展存続していくためには、過去の状況をしっ 

かりと把握し、今後の経済社会の動向を見通したうえで事業計画を立て、実行し 

、そして数値目標とその実績を検証し、原因を明らかにしながら次の事業計画に 

活かしていく」という基本理念の理解を得る努力をする。 

 

（３）事業内容 

  ① 事業計画策定セミナーの開催 

小規模事業者は事業計画の重要性について意識が低く、事業計画の策定を行 

っている事業者は比較的少ない。このセミナーでは経営状況分析を行った小規 
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模事業者を対象として実施し、「意気込み」や「勘」と「経験」と「度胸」で永 

続的な事業計画が出来ないことを理解してもらうことを前提とする。そして、 

自社の事業内容の把握方法、地域の経済動向を参考にしたうえで事業の方向性 

を決める事業計画策定の方法等に関する「事業計画策定セミナー」を開催する 

。 

   
（活動目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー・説明会開催回数 0 1 1 1 1 1 

セミナー・説明会受講者数 0 36 36 36 36 36 

  
 ② 創業支援 

    地域における創業者数を拡大するため、竹田市、大分県商工会連合会と連携 

   して創業者を支援するための勉強会を開催する。竹田市との連携を図り、創業 

に必要となる支援策を検討する。 

また、当会の強みである、 

会計・・・経営状況の把握や資金繰り、税務申告の原始帳簿作成の支援 

金融・・・創業のための資金調達や運転資金の計画的工面の支援 

労務・・・労働保険や社会保険の制度内容の解説や事務手続きの支援 

税務・・・税務申告の解説や申請手続きの支援 

    等経営全般にわたっての、伴走型の支援を実施する。 

  創業希望者の募集は、新聞折込み、商工会報、市報、ＣＡＴＶ及び商工会の 

 ホームページ掲載等により創業支援に関する事業内容を広報し、創業への希望 

とサポートによる安心感を与えられるよう啓発を図り、創業希望者を募る。 

また、創業は国の創業支援補助事業や大分県、日本政策金融公庫の融資制度 

等があることも同時に情報提供する。 

    創業を目指す人のために、基本カリキュラム（マーケティングの基礎知識、会 

計の基礎知識等）を重点とした起業家勉強会を年１回開催する。 

また、創業者は計画通りに事業が進むことは極めて稀で、創業前に想定しな 

かったような事態に直面することも多くある。それに伴い、何らかの事業の建 

て直しが必要となる。また、うまく成功軌道に乗れた場合でも、急成長を上手 

にマネージすることが大きな課題となる。多くの創業者は経験不足で、このよ 

うなリスクに上手く対処できないことが多くみられることから、創業後のフォ 

ロー支援を提案していく。 

・当初は取引や決済方法、或いは雇用手続きや雇人給与に関すること。経理・ 

記帳の方法等基本的な経営方法や販売促進について支援をおこなう。 

・２年目は経営基盤の確立を目標とする。また取扱い商品の改良や追加支援を 

行なう。 

・３年目は販路拡大を目標とする。販路拡大のための商談会・展示会に出展 
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するための支援を行なう。 

創業支援者数の目標は年３件を目指す。 

 

（活動目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

起業家勉強会開催回数 1 1 1 1 1 1 

 

（成果目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

創業支援者数 2 3 3 3 3 3 

 

   ③ 事業承継支援 

     竹田市では平成２７年度の高齢化率（６５歳以上）が４０％を超えており、

当会地域内の小規模事業者数３３２名から推測される６５歳以上の個人事業

主・代表者約１３０事業所を対象に、大分県、大分県商工会連合会と連携しな

がら事業承継に関する個別相談会を開催し、専門家によるアドバイスを受けな

がら事業承継の支援を実施する。 

また、相談者の円滑な事業承継に向けて現経営者の事業用資産といった目に 

見える資産だけでなく、経営理念、ノウハウ、顧客とのネットワークといった 

目に見えにくい経営資源（知的資産）も後継者に伝授できるよう支援を行う。 

事業承継者数は年間１件を目標とする。 

 

（活動目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業承継個別相談会開催回数 2 2 2 2 2 2 

 

（成果目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業承継支援者数 1 1 1 1 1 1 

 

（４）目標 

事業計画策定事業所数は、初年度地区担当指導員一人当たり創業支援者と事業承 
継者を含み 2 件とし、2 年目 3 件、3 年目以降 4 件とし、5 年間で 51 件を目標とす 
る。 
 

（成果目標） 
項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者数 0 6 9 12 12 12 



- 18 - 
 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】   

 

経営指導員等は小規模事業者の事業計画策定には注力して支援を行っているが、

その後の事業遂行に当たってのフォローアップは十分に行えていないのが現状であ 

る。 

今後は事業計画策定（事業計画策定事業者、創業・事業承継支援事業者）を実施 

した小規模事業者に対して３カ月毎に巡回訪問を実施し、進捗状況の確認を行うと 

ともに、事業計画達成に向けての指導・助言を行う。計画が 順調な事業者は頻度を 

落とし、計画通りに進んでいない事業者ついては頻度を上げ事業計画の実現に向け

、伴走型支援に取り組む。進捗管理方法として、ＰＤＣＡサイクル（「計画策定」「計 
画実行」「チェック・フォローアップ」「計画見直し・修正」支援）による伴走型支援 
により、安定した事業活動へと導いていく。 

経営支援会議で進捗状況の確認を行ったうえで、国、県、市、大分県商工会連合 

会の行う支援策や新設された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（第２マル経）等を活用し、支援を行う。 

 

（事業内容） 

 （１）事業計画策定後のフォローアップ 

事業計画策定後は、３カ月に１度の定期的な巡回訪問を行い、目標に対する進 

捗状況の確認を行う。計画された新事業が①計画通り遂行しているか、②売上や 

利益率等の目標数値が達成できているか等についてチェックする。 

 チェックにあたっては、ヒアリングをしながら進捗状況の見える化が可能なシ 

ートとし、「事業計画の進捗状況」、「新たに発生した課題」、「売上と利益の動向」 

など事業計画との対比も含めて、小規模事業者にも具体的な問題点等の把握が可 

能な様式とする。 

これにより、小規模事業者は、課題や今後の事業展開を理解し、計画的履行が 

可能になると考える。 

   

（２）高度・専門的な支援 

 

    事業計画の実行支援において、商品のパッケージデザインの改良や店舗レイア 

ウトの改装、集客に向けた IT活用等の高度・専門的な見地からの指導助言等の支 

援が必要な場合、専門家派遣事業の活用や、大分県商工会連合会嘱託の中小企業 

診断士等の専門家の支援を仰ぎ、着実な問題解決を図ることにより、計画目標の 

達成を支援する。 

 

 （３）小規模事業者支援施策の活用 

    事業計画を実施する上で生じる商品・サービスの改善、雇用創出等における運 

転資金の調達や、新しい設備導入の必要性が生じた場合等の設備資金の調達に際 

し、小規模事業者経営発達支援融資制度（第２マル経）等を活用する。 
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また、こうした小規模事業者の取組みを支援するための国・県等の施策等につ 

いて恒常的に情報収集と事業所への提供を行い、迅速な活用の推進を図る。 

 

（４）創業・事業承継後のフォロー 

事業計画どおりに事業が進むことは極めて稀で、創業前に想定しなかったよう 

な事態に直面することも多くある。それに伴い、何らかの事業の建て直しが必要 

となる。多くの創業者は経験不足で、このようなリスクに上手く対処できないこ 

とが多くみられる。そこで、各地区の経営指導員３名が創業後１年間を目安に３ 

カ月に１度の定期的な巡回訪問を行い、目標に対する進捗状況の確認を行う。 

計画が順調な事業者は頻度を落とし、計画通りに進んでいない事業者ついては 

頻度を上げ事業計画の実現に向け、伴走型支援に取り組む。 

 

（５）目標 

事業計画策定事業者、創業・事業承継者のフォローアップ訪問支援体制 

 

   初年度は、      ２年度目以降は 

３カ月毎に訪問    事業者の進捗状況に応じて訪問回数を加減する   

             

（活動目標） 
項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者フォローア

ップ初年度巡回訪問延べ回数 
0 24 36 48 48 48 

創業・事業承継者フォローアップ

初年度巡回訪問延べ回数 
0 48 48 48 48 48 

 
 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状及び課題 

 当会では、定期的な需要動向調査は実施していない。小規模事業者は、消費者 

のニーズに関する情報を独自に収集して、整理・分析・活用する余裕も無く、デ 

ータに対する関心も薄い。事業所が保有する商品・サービスが消費者に受け入れ 

られるものなのかという考えよりも、経営者の都合が優先される傾向がある。 

今後、小規模事業者の更なる収益の確保と持続的な経営を行うための的確な支 

援を行うためには、消費者ニーズや市場動向等の情報や環境の変化を事業者に自 

覚して頂き、調査結果を支援にいかに活用するかが課題である。 

竹田市内では、約２０店舗が独自のソフトクリームを開発し製造販売している 

。その中で、今回牛乳の高脂肪分でアイスクリームを作った後の低脂肪に、希少 

なレンネット菌で発酵させた日本では珍しい乳製品「アイスランドヨーグルト」 

の商品開発のための消費者需要動向調査と、２年前に商品開発を行い販売を開始 

している「ばあばの鶏めしせんべい」のブラッシュアップと商品卸先を開拓する 
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ための支援を行う。 

     

（２）事業内容 

  ① 製造小売業などの直接消費者への販売を中心に行っている小規模事業者が 

   行う既存商品の改善・改良や新商品の開発支援を行うめ、製造商品の店頭販売 

を行い、商品に対する消費者アンケートを実施し、調査結果を新商品の開発に 

活用出来るよう支援する。 

 今回調査を実施する商品は、アイスクリームの製造過程で発生する低脂肪分 

のヨーグルトの活用を考えて、新商品として開発している「アイスランドヨー 

グルト」の試食及び消費者アンケートを実施する。 

調査結果は、集計・分析した上で事業者にフィードバックすることで、新商 

品開発に活用する。 

 

   ア．アンケートの設計 

  国内では希少な「アイスランドヨーグルト」に対する消費者のニーズを把 

握するためのアンケート調査表を作成する。 

     調査項目については、「性別」「年代」「住所」「来店理由」「価格設定」「商 

品パッケージ」「商品容量」「商品形態」「商品への意見」等について事業所と 

項目を検討の上、調査表を作成する。 

 

   イ．アンケート調査の実施 

     低脂肪で、高カルシウム、プロテインも通常のヨーグルトと比べて２～３ 

倍含まれていることから骨密度の低い方や疲労回復を気にされている中高 

年の方を対象にする。調査期間は、紅葉を目当てに訪れる観光客の多い１０ 

月とし、店頭にて試食及びアンケート調査を実施する。 

調査については、来場者に調査票の記入をお願いする。 

 

ウ．分析結果の活用 

消費者アンケート調査データの分析は、大分県商工会連合会と連携して広 

域担当指導員や専門化の指導・助言を基に、経営支援会議において分析する。 

商品の情報収集と分析は、効果的に利用できる技術やサービス、製品とい 

ったものを予測判断するうえで重要であり、最大の効果を得られる。 

得られた分析結果は、経営指導員が当該事業所に直接説明する形でフィー 

ドバックし、商品の更なる改良等に活用する。 

 

 ② 製造業など主に企業間取引が中心の小規模事業者が行う既存商品の改善・改良 

や新商品の開発支援するため、大分県が開催する「大分県産品求評会」や、全国 

商工会連合会が主催する「ニッポン全国物産展」の物産展や商品展示会等におい 

て、来場するバイヤーに、当該商品についてのアンケート調査を支援する。 

得られた評価や意見を集計・分析することで、今後の商品開発に活かしていく。   
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 今回の調査を実施する商品は、地域特産品として鶏めしをそのままサクサク食 

感のせんべいに仕上げた「ばあばの鶏めしせんべい」である。 

 商品に対してのバイヤーの意見を集約し、商品のブラッシュアップに活用す 

る。 

 バイヤーの意見をまとめ、事業所にフィードバックすることで商品の改良と販 

路開拓に活用する。 

 

ア．アンケートの設計 

    出展事業所が取扱う商品やサービスに対するバイヤーの意見を吸い上げる 

ために、専門家のアドバイスも取り込みながらアンケート内容を設計する。 

    調査項目については、「商品価格」「商品パッケージ」「商品容量」「商品形態」 

「ロット」「納入期間」等について項目を検討の上、調査を実施する。 

 

  イ．アンケート調査の実施支援 

    例年出展事業所は約１００社、１日間で１００社を超えるバイヤーを招待し 

て大分県が開催する「大分県産品求評会」や、出展事業者は約３５０社、３日 

間で１５万人の来場者を見込む全国商工会連合会が主催する「ニッポン全国物 

産展」等において、来場するバイヤーに対し、会場にて当該商品についての上 

記の調査項目についてのアンケート調査の実施を支援する。 

 

   ウ．分析結果の活用 

バイヤーに対するアンケート調査データの分析は、大分県商工会連合会と連 

携して広域担当指導員や専門化の指導・助言を基に、経営支援会議において分 

析を行い、出展事業者ごとの報告書を作成する。 

小売価格や販売戦略の専門家であるバイヤーの意見を事業に取り入れ、既存 

商品の販路開拓や試作した新商品の開発に結び付けることが可能となる。 

その結果や課題を基に、必要に応じて専門化派遣を用い、販売戦略、経営戦 

略、新サービス提案に繋げ、新たな需要開拓に繋げる。 

 

（３）目標 

   ①と②の商品についての目処が付き次第、他社の商品を支援していく。 

 

（活動目標） 

項   目 現 状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

①アンケート調査件数（ヨーグルト） 0 50 50 50 50 50 

②アンケート調査件数（せんべい） 0 50 50 50 50 50 
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（成果目標） 

項 目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①調査対象事業者数 0 1 1 1 1 1 

②調査対象事業者数 0 1 1 1 1 1 

 
 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）現状及び課題 

    当会では、展示会や商談会の案内を配布し、参加企業を募り、出店の前準備と

して商品や企業のパンフレット作成支援等を行っていたが、展示会の開催状況の

把握や、出店した商品・サービスに対する情報の収集・分析を行い、問題点等の

解決への支援を行っていなかった。 

 

（２）事業内容 

    商談会へ出展を希望する小規模事業者への自社商品・サービスの販路開拓支 

援、および商談会におけるバイヤーとの交渉・ＰＲに関する支援を行う。 

県商工会連合会や全国商工会連合会が販路開拓を支援する目的で開催する物産

展や展示会等の情報の提供を行う。事業計画策定・実施支援者や経営状況分析を終 

了した事業者など、販路開拓に関する支援ニーズが把握できている小規模事業者

へ重点的に情報の提供を行うことで支援効率を上げる。 

商談会や物産展はそれぞれ対象とするマーケットが異なるので、小規模事業者 

の販路開拓の方向性に適した情報を提供することで、効果的な支援とすることを

重視する。 

出展会場でのバイヤーへのＰＲがスムーズにいくように、小規模事業者に効果 

的なチラシの作成の仕方、商品の陳列の仕方、パッケージデザイン、バイヤーと 

の商談の進め方などの専門家相談を提案し、準備段階から様々な視点から販路拡 

大支援を行い、商談会には経営指導員も原則随行し、密度の濃い支援を行う。 

また、商談会後はその後の状況を巡回によりヒアリングし、伴走型のトータルコ

ーディネートを行う。 

 

【展示会・商談会】 

 

ア．大分県産品求評・商談会（対象業種：食品製造・加工業） 

この商談会は、大分県が主催する大分県産品の販路拡大とレベルアップを 

図るため、県内外の百貨店や量販店の食品バイヤーを招いて開催される。来 

場するバイヤーがどういったターゲットを対象とした商品を探しているの 

かを判断し、適切なバイヤーとの商談時間を確保できるよう商談の進め方な 

どを支援する。 

出展者が評価を希望する商品について、バイヤーが評価を行う商品求評会 

とフリー商談会を行われる。そこで、事前に出店業者に対して商品に対する 
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調査項目を提案し、バイヤーの意見を収集する。 

この商談会は、例年出店事業者は約 100社、1日間で約 150名のバイヤー 

     が参加する。 

 

イ．ニッポン全国物産展（対象業者：食品・非食品製造・加工業） 

この物産展は、全国商工会連合会が主催する地域の特色を活かした産品を 

自社で製造・開発または販売している中小・小規模事業者を対象とした全国

４７都道府県の魅力ある食品、名産品、工芸品が集まる一大物産展である。 

出展会場でのバイヤーへのＰＲがスムーズにいくように、出店業者に効果 

的なチラシの作成の仕方、商品の陳列の仕方、パッケージデザイン等につい

て専門家指導を提案し、販路開拓に繋げるよう支援する。 

この物産展は、出店事業者は約 350社、3日間で 15万人の来場者を見込 

む。 

 

    ウ．その他 

 大分県商工会連合会、大分県産業創造機構、大分県物産協会等と連携して、 

食品製造業者、店舗機器のメーカーを対象とした商談会・展示会等の開催に 

関する情報提供を行い、新たな取引先の獲得や、効果的な情報発信をするこ 

とで小規模事業者の売上の増加、利益の確保に繋げる。 

 

（３）目標 

 （活動目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商談会への出店企業数 0 5 5 5 5 5 

物産展への出店企業数 0 5 5 5 5 5 

 

（成果目標） 

項   目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商談会での商談件数 0 40 40 40 40 40 

物産展での売上高（万円） 0 100 100 100 100 100 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

 １．少子高齢化に対応した地域循環型購買事業の展開支援 

 

 当地域は、バスを中心とする公共交通機関の撤退・減便が相次いでおり、交通空 

白地域が増大している。 

今後、高齢化・過疎化の進展により自家用車が利用できない買い物弱者の増加が   

 



- 24 - 
 

 

予想されており、自力での移動が困難な買い物弱者に向けた支援が必要である。 

そこで、平成１８年２月、人口の 40%を占める高齢者を含めた市民それぞれが、 

健康づくり、地域福祉・介護、環境・エネルギーの各分野において自らが生きがい

として働く場を創出し、地域が連携して支えあう仕組みを構築することで、次世代

へ繋ぐ竹田ならではの地域内発型の雇用創出、起業、創業支援を図ることを目的と

して、竹田市並びに竹田商工会議所・九州アルプス商工会の３団体により竹田市経

済活性化促進協議会が組織され活動を行ってきた。 

その活動の一つとして、平成２５年度から竹田市内の各地区（荻地区、直入地区 

  、久住地区を含む）を対象に調査実施している高齢者生活課題実態調査のデータを 

基に、今後高齢化する地域住民サービスを検討するための勉強会等の開催と、小売 

業を主体とした任意団体の設立に向けての支援を行う。 

 

※ 「高齢者生活課題実態調査」とは、７５歳以上を対象に、高齢者の家族構成、 

暮らし状況、移動時の交通手段、買い物はだれがするか、希望する生活支援サー 

ビス、サービスに対する利用料金等の項目にて実施したヒアリング調査。 

  

（目標） 

高齢化社会に対応した地域循環型購買事業の展開を目的とした活動を行うため 

に、事業を研究する小売業を中心とした勉強会を年 2回開催し、結果として一企業 

でも多くの『移動販売・宅配事業』に取り組む小規模事業者を輩出し、ビジネスと 

して成り立つプラン作成の支援をする。 

 

２．観光資源のブランド化による地域振興 

 

平成 20年 4月に商工会が合併し、久住、直入、荻の 3地区それぞれの地区でのイ 

ベントはあるものの、一過性のイベントもあり、持続的なＰＲ効果が期待出来ない

。 

   竹田市、竹田市観光ツーリズム協会、ＪＡ大分久住支店、当商工会が連携して、 

当地域の埋もれている特産品の再発掘や既存商品のブラッシュアップを行い、商品 

力を高め、広くＰＲ活動を行い、ブランド力・知名度を向上させる。 

 事業として以下の２つを行う。 

 

 （１）「日本一の炭酸泉長湯温泉」の「スゴさ」をＰＲする方法の検討を行う。 

 

入浴や飲泉、炭酸泉の良さを調査・研究して、どうアピールしていくのが良い 

   かを模索し、パンフ、情報誌等メディアを使った宣伝や、イベントに併せての観 

光宣伝を行う。 

    長湯温泉は全国的にも珍しい飲泉ができる温泉である。 
Ｈ27年度、全国商工会連合会の小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事 

業調査研究事業の採択を受け、大分県豊肥振興局、竹田市商工観光課、竹田市直 
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入支所、竹田市観光ツーリズム協会、大分県商工会連合会、長湯温泉旅館組合を 

中心とした長湯温泉入浴モニタープロジェクト委員会を組織し、昨年８月１日よ 

り、飲泉による効果を医科学的に調査・研究を実施。長湯温泉に入浴することで 
予防医学の観点から、いかに有効性が認められるか、また、美肌効果をいかに高 
められるか等を検証していく。老化や生活習慣病の原因といわれる「活性酸素」 
が湯治によりどう削減するか、予防効果の指標である「潜在的抗酸化能」をいか 
に高められるか、採血、唾液等の検査により検証、実証する。 
この検証データを基に、平成２８年度から２年間かけて温泉療養をさらに効果 

的に行うための「健康湯治食」の研究を行い、飲泉・入浴の医科学的な検証デー 
タを活用して、長湯温泉の「スゴさ」を周知することにより、これまでの１泊観 
光型から長期滞在型へシフトすることができ、宿泊客数の増大・観光消費の増大 
へ向けてのＰＲ支援を行う。  

 

 （２）当会では、平成25年度より、大分県豊肥振興局、竹田市商工観光課、竹田市 

久住支所、竹田市観光ツーリズム協会を中心としたアスリートの集う街づくり 

委員会を組織し、竹田市管内にある高原や温泉等恵まれた自然環境という地域 

の強みを活かし、アスリートのスポーツ合宿誘致に積極的に取り組む態勢づく 

り等を、研究・検討してきた。 

スポーツ施設や宿泊施設の詳細を紹介したＰＲ冊子の作成、宿泊施設等を対 

   象にした「アスリートのための栄養学」の講習会を複数回実施するなど、アス 

リートの受け入れ態勢のレベルアップを図っている。 

今後は、「飲食店・宿泊業」を中心に、アスリートの受け入れ態勢の益々の向 

   上に向け、競技種目に応じた料理素材の選別やカロリー計算・調理方法等の講 

   習会を重ね、レベルアップした宿泊施設をＰＲするための支援を行う。 

 

（３）目標 

   日本一の炭酸温泉、九州一雄大な自然環境である「久住高原」を活用したイベン 

トやアスリートの聖地となっている優位性、高冷地特有のメリットを活かした地域

特産品等のＰＲを行っていく。 

 実施のために、九州アルプス商工会がリーダーとなり、上記（１）〜（３）の事 

業を実施するための、企画立案・活性化策を提言し、地域内のイベント等を点から 

面と有機的に連動させていくため、関連小規模事業者を対象に、観光振興会議（地 

域再興手法の研究講習会と意見交換会）を開催する。この会議において、観光客誘 

因の手段として「顧客満足度」の向上を目指し、結果として小規模事業者の売上向

上に結び付けるための手法を植え付けることを目標とする。 

   

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
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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 

 

 （１）三者会議の年２回開催 

大分県豊肥振興局、竹田市商工観光課、九州アルプス商工会の三者による会議 

を定期的に開催し、相互の情報交換と連携を図ることにより、地域の情勢を的確 

に把握した効果的な支援に繋げる。 

 

（２）広域指導課長等会議への参加 

大分県商工会連合会の広域指導課長等会議は、年 2回（6月と 2月）開催され 

  ており、従来は県内商工会の情報交換の場であったが、今後は以下の点を中心に 

議論を重ねる。 

    

① 経営発達計画における経済動向調査の小規模事業者を支援するための活用 

方法について 

   ② 経営発達計画における事業計画策定上の問題とその解決策について 

   ③ 地域経済の活性化に資する取組事例報告の活用方法について 

   ④ 情報の共有とＯＪＴの実例報告 

    以上については、要旨をまとめ、商工会の経営指導員からなる経営支援会議に 

おいて報告し、本会においての事例の利活用について協議するとともに、協議結 

果を当商工会職員共有のサーバーにて管理し、職員全員でデータの共有を図り、 

小規模事業者の支援に活用する。 

 

（３）金融懇談会の開催 

年２回開催する地元金融機関（大分県信用組合）との「金融懇談会」において 

、当地域の金融支援等について情報交換のみに止まらず、地域の業況、業種別の 

業況、既存事業の支援策、創業支援に関する情報交換を実施することにより、支 

援機関としての情報共有とお互いの支援力の向上を図る。 

 

２．経営指導員等の資質の向上に関すること 

 

 小規模事業者へのより効果的な支援を行うためには、経営指導員をはじめ補佐的 

役割を担う経営支援員等の資質向上を図ることが重要であることから、以下の取組 

みを実施する。 

 

（１）経営支援会議等による支援能力の向上 

   毎月１回開催する経営指導員の経営支援会議において、担当する事業所の経営 

内容（事業内容、得意先、商品等の優位性、現状の問題点、改善に向けた基本方

針、経営改善への具体策）等についての分析結果の発表を行い、事業所の現状と 

課題を職員間で共有し、事業所への改善提案を全員で検討することで、支援スキ 

ルの向上を目指す。 
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（２）ＯＪＴによる支援能力の向上 

    若手経営指導員については、ベテラン経営指導員と同行し、ベテラン指導員か 

   ら指導方法や情報資料の収集ノウハウ等のアドバイスを得る。また、大分県商工 

会連合会広域担当指導員及び専門家派遣時には、これに随行して支援スキルの習 

得に努め、支援能力の向上を目指す。 

 

（３）支援力向上のための研修会への参加 

大分県商工会連合会が主催する職員向け経営支援資質向上研修の中で、各自の 

不足している能力向上を図るために、各職員自らが研修項目を選考し、資質向上 

に努める。また、中小企業大学校の主催する研修に参加し、支援能力の向上を図 

る。 

  

（４）資格取得の推進 

    小規模事業者支援に必要な資格取得を推進するため、大分県商工会連合会が実 

施している補助制度を活用した勉強会への参加や、既取得者による勉強方法等の 

研修を行う。 

 

 （５）小規模事業者支援のためのノウハウ・情報等の共有 

    上記（１）～（４）にて収集した支援のためのノウハウ・情報等は、当商工会 

職員共有のサーバーに蓄積し、職員全員が小規模事業者支援に活用できる仕組み 

を構築する。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 （１）目標設定及び進捗管理 

① 経営指導員等で構成する経営支援会議にて年間の目標設定と年間事業計画 

 の策定。 

   ② 理事会への目標報告と承認 

   ③ 各職員の具体的な行動計画を県連業務支援システムに入力し、各職員の目 

    標・実績を全職員で共有する。 

   ④ 四半期ごとに事業の進捗状況を経営支援会議にて確認する。未達成の項目 

    については、年度途中で必要に応じて修正を加え、事業年度終了後に活動目 

標、成果目標の確認と、次年度に向けての目標設定と事業計画を策定する。 

  

（２）評価委員会の設置 

   ① 本事業の評価にあたっては、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。 

② 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 
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出する。 

③ 毎年開催される外部評価委員会は、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。 

④ 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。  

⑤ 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。 

 

⑥ 事業の成果・評価・見直しの結果については九州アルプス商工会のホーム 

 ページにて計画期間中公表する（http://kyushu-alps.oita-shokokai.or.jp 

）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。 

 

 
経営発達支援事業外部評価委員会名簿 

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２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 

 

 

http://kyushu-alps.oita-shokokai.or.jp/
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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３月現在） 

（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３８０人(うち小規模事業者３３２人)、及び創業希望者等 
 

会 長 

事務局 

 
 

組織対策 
推進委員会 

 

理事会 

部 
 

会 

監査会 

 
 

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) 

九州アルプス商工会 

経営支援会議 

自己評価報告

事業評価報告



- 30 - 
 

 

・ 実施体制(経営支援会議の組織及び職員配置図)        (平成３０年３月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 組織概要                        

(平成３０年３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 記帳指導員 合計 

人数 ３４２ ２４ １ ４ ３ １ ９ 

 

 

（４）連絡先 

事務所名 
郵便番

号 
住  所 電話番号 

九州アルプス商工会(本所) 
878-

0201 
大分県竹田市久住町大字久住 6161-1 0974-76-0151 

同  荻支所 
879-

6115 
大分県竹田市荻町馬場 372-8 0974-68-2209 

同  直入支所 
878-

0402 
大分県竹田市直入町大字長湯 8043-18 0974-75-2020 

 

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

 

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

 

 

 

事務局長  １人 

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 

記帳指導員 １人 

荻支所 
 

経営指導員 １人 

直入支所 
 

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) 

 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

 

 

 

 

 

 

小規模企業対策事業費 １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 
 経営状況等分析事業 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

経営計画策定支援事業 １００ １００ １００ １００ １００ 

市場調査等情報収集・提供事業 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 

販路開拓等支援事業 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

支援体制の整備事業 １００ １００ １００ １００ １００ 

小 計 １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 
 

 

調 達 方 法 

自己負担（会費等）、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 

 
１．地域の経済動向・需要動向調査【指針３】 

 ・各種統計データの提供（大分県、竹田市、大分県商工会連合会） 
・当地区内の需要動向調査の実施・データ提供（竹田市） 

 
２．小規模事業者の経営資源や財務内容の経営分析の実施【指針１】 
 ・専門家による経営分析・課題発掘（大分県、大分県商工会連合会） 
 
３．経営分析の結果を反映した事業計画の策定・伴走型の支援【指針２】 
 ・課題解決のための専門家の派遣（大分県商工会連合会） 
 ・資金計画（日本政策金融公庫、大分県信用組合） 
   
４．創業・事業継承支援【指針２】 
 ・創業希望者の発掘・勉強会の開催（竹田市、大分県商工会連合会） 
 ・創業支援補助事業（大分県、竹田市、日本政策金融公庫、） 
 
５．小規模事業者販路開拓支援【指針４】 
 ・展示会・商談会等の情報提供（大分県、竹田市、竹田市ツーリズム協会、大分県商 

工会連合会） 
 ・事業所ホームページ開設の支援（大分県商工会連合会） 
 ・地域農産物の情報提供、事業支援（ＪＡおおいた） 
 

連携者及びその役割 

 
連携先１ 連携者名 大分県商工会連合会 会長 森竹 治一 

担当部署 経営支援課、指導課 
郵便番号 870-0026 
住  所 大分市金池町 3 丁目 1 番 64 号 大分県中小企業会館 
連 絡 先 電話０９７－５３４－９５０７ 

  役  割 各種統計データの提供、専門家派遣、補助事業等の事務局・相談窓口 
          外部評価委員会の設置による外部評価システムの構築 
 
連携先２ 連携先名 大分県 豊肥振興局 局長 望月 晃 

担当部署 地域振興部 地域振興班 
郵便番号 878-0013 
住  所 竹田市大字竹田字山手 1501-2 
連 絡 先 電話０９７４－６３－１２９１ 

     役  割 各種統計データの提供、補助事業・制度融資等の支援 
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連携先３ 連携者名 竹田市 市長 首藤 勝次 

担当部署 商工観光課 
郵便番号 878-0011 
住  所 竹田市大字会々2250 番地 1 
連 絡 先 電話０９７４－６３－４８０７ 

     役  割 各種統計データの収集・提供、創業支援・補助事業等の支援 
 
連携先４ 連携者名 竹田市観光ツーリズム協会 会長 井上 隆 

郵便番号 878-0011 
住  所 竹田市大字会々2250 番地 1 
連 絡 先 電話０９７４－６３－０５８５ 

     役  割 各種統計データの収集・提供、補助事業等の支援 
 
連携先５ 連携者名 日本政策金融公庫 大分支店 支店長 緒方 広幸 
     担当部署 国民生活事業 
     郵便番号 870-0034 
     住  所 大分市都町 2 丁目 1 番 12 号 
     連 絡 先 電話０９７－５３５－４８３３ 
     役  割 各種融資の実施 
 
連携先６ 連携者名 大分県信用組合 理事長 吉野 一彦 
     担当部署 久住支店 
     郵便番号 878-0201 

住  所 竹田市久住町大字久住 6142-2 
     連 絡 先 電話０９７４－７６－１１４３ 
     役  割 各種融資の実施 
 
連携先７ 連携者名 ＪＡおおいた 代表理事理事長 力德 昌史 
     担当部署 久住支店 
     郵便番号 878-0201 

住  所 竹田市久住町大字久住 6161-1 
     連 絡 先 電話０９７４－７６－１１２１ 
     役  割 地域農産物の情報提供、事業支援 
 
 
 
連携先８ 連携者名 竹田市社会福祉協議会 会長 野田 良輔 
     郵便番号 878-0011 

住  所 竹田市大字会々 1650 市総合社会福祉センター内 
連 絡 先 電話０９７４－６３－１５４４ 
役  割 高齢者の情報提供、事業支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業引継ぎ相談窓口 

九州アルプス商工会 

地域力活用市場獲得等支援事業地方事務局 

大分県経営改善センター 

創業補助金大分県事務所 

経営安定相談室 

広域指導センター 

広域指導課長等会議 

大分県中小企業再生支援協議会 
 

大分県商工会連合会（連携先１） 

連 

携 

※認定商工会 
による伴走 
型支援アプ 
ローチ 

地域の経済・需要動向調査 

巡回指導・窓口指導 

各種セミナー等の開催 

経営資源・財務の経営分析 

事業計画策定・伴走型の支援 

創業・事業継承支援 

ホームページ開設支援 

展示会・商談会参加支援 

地域循環型購買事業の支援 

事業所のフォローアップ 

地域活性化イベント開催支援 

金融機関 

日本政策金融公庫（連携先 5） 

大分県信用組合（連携先 6） 

 各種融資制度の実施 

ＪＡおおいた（連携先 7） 

 地域農産物の情報提供、事業支援 

小規模事業者（経営計画作成希望者及び策定者）、創業、再生・事業承継希望者等 
 

竹田市社会福祉協議会（連携先 8） 

高齢者の情報提供、事業支援 

外部評価委員会の審議・評価・助言 

 

 
 

大分県（連携先 2） 

 補助事業、制度融資、各種統計デー  
 タの提供、展示会情報等 

竹田市（連携先 3） 

竹田市観光ツーリズム協会（連携先 4） 

各種統計データの提供、補助事業、 
 展示会情報等 
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