
  
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 杵築市商工会（法人番号 ２３２０００５００５２４１） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目 標 

中長期的な振興のあり方は以下の通りです。 

当地域においては、新たな取組みを実践して小規模事業者の活力を取り戻さ

なければ、小規模事業者は年々減少しており、10 年後は 800 社を割り込むこと

が予想されます。今後は、新たな創業者の掘起し及び空店舗対策が課題として

ありますが、小規模事業者が自ら置かれている現状と課題を把握し、経営体質

の改善を図り販路拡大を目指して小規模事業者ならではの小回りの利く、きめ

細かなサービスができる小規模事業者を目指します。 

これを踏まえ、経営発達支援計画の目標を次のとおりとします。 

1.小規模事業者の経営体質の改善による経営基盤強化 2.創業促進  

3.空き家（店舗・アパート）対策   4.ブランド・特産品（土産品等）開発

事業内容 

Ⅰ経営発達支援事業の推進 

1.地域経済動向調査【指針③】 

 経済動向を調査・分析することで、小規模事業者の実態を把握し課題を抽出。

中長期的な振興のあり方を踏まえたうえで目標を設定します。 

2.経営分析【指針①】 

経営状況の分析を行い、事業計画の策定等に活用するとともに自社の「強み」

や経営状況を理解してもらいます。 

3.事業計画策定支援【指針②】 

各種動向調査、経営分析により見えてきた課題を解決し、確実に実行できる

成果のあがる事業計画書策定を支援します。 

 ①事業計画策定・②経営革新計画策定 

  中・長期的な経営を見据えた、事業計画・経営革新計画策定を支援します。

 ③創業・事業承継支援 

  杵築市と連携を取りながら空き店舗対策にもつながるよう、創業支援と事

業承継を支援します。 

4.事業計画策定後の実施支援【指針②】 

   事業計画通に基づいて事業を着実に実施されているかどうかを定期的に確

認し、資金調達など、課題に応じた支援を行います。 

5.需要動向調査【指針③】 

  小規模事業者が取り扱う商品・サービス等の消費者ニーズを調査・分析し、

小規模事業者に役に立つ情報を提供します。 

6.新たな需要の開拓（販路開拓）支援【指針④】 

 人口減少による市場の縮小を補うため、通信販売や商談会等の出展を推進し

て新規取引先を開拓する支援を行います。 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

1.地域活性化事業 

 ・市内でハモが流通するシステムの構築 ・「杵築のハモ」の宣伝・PR 

連絡先 

杵築市商工会本所 

住 所：杵築市大字南杵築３０８番地１ 

電話番号:0978-62-2539  FAX 番号：0978-62-2568 

メールアドレス（代表）：info@kituki.oita-shokokai.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

(1)杵築市の現状 
【市の位置と人口の状況】 

 杵築市は、大分県の北東部、国東半島の南部に位

置し、東西約 29 キロメートル、南北約 23 キロメー

トル、総面積 280.03 平方キロメートルで、別府湾に

面する海岸地域から山間部に至るまで、地形は多様

です。また、観光地として全国的に有名な別府から

車で 40 分、湯布院から 50 分、大分空港からも 25 分

と近く、大分空港道路や宇佐別府道路、大分自動車

道の 3 本の高規格道路の連結点として交通の要衝と

なっていて、ＪＲ日豊線もあり利便性に恵まれてい

ます。 

 平成 17 年 10 月 1 日、旧杵築市、旧山香町、旧大

田村の 1市 1町 1村が新設合併して杵築市となりました。人口は合併時に 33,567 人でした

が、平成 26 年には 30,312 人となり 9.7%減少しています。特に、山間部の旧山香町、旧大

田村は、高齢化、過疎化が進んでおり減少率が高くなっています。 

 

【市の産業】 

主な産業は、農林水産業とテクノポリス構想で誘致したIT産業や先端技術産業の製造業、

観光業です。 

市の中心部は、江戸時代の風情が色濃く残る城下

町で、杵築城を中心とした南北の高台にある勇壮な

武家屋敷がその谷間にある商人の町を挟んだ凹凸の

ある「サンドイッチ型城下町」の形状は日本唯一と

言われています。しかし、この城下町一帯は、空き

店舗や空き地が近年目立ち、このまま空洞化が進め

ば城下町としての風情を損ないかねない状況になっ

ています。 

観光客数は、年間約 100 万人で横ばいの状況です

が（注 1）、全国初の「きものが似合う歴史的町並み」

にも認定され外国人には着物自体が珍しく大変人気

があり外国人観光客は増加傾向にあります。 

農業は、ミカン・イチゴ・ウメの生産量は県下で

一、二番、漁業も盛んで、ハモの漁獲高は九州でも

トップクラス(注 2）と言われています。 

 

 

（サンドイッチ型城下町：酢屋
す や

の坂） 
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（注 1） 

杵築市観光動態調査 

年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 

観光客数(人) 872,029 1,037,347 1,088,564 1,088,652 1,028,385 1,056,707 1,024,186

 

（注 2）：全国のハモの漁獲量の集計が平成 18 年で終了したため正確な数字が分かりません

が、九州で 2番目か 3番目と推測されることからトップクラスと言う表現にして

います。杵築市の漁獲高は平成 24 年度年間約 100t と推計されています。 

 

 

(2)当地域の小規模事業者の現状と課題 
業種別に見た当地域の小規模事業者の現状と課題は以下の通りです。 

 

【建設業】 

大分県下他地域と同様に、公共工事の減少、民間設備投資（住宅含む）の減少、競争の

激化、従業員の高齢化、人材不足などの要因により、売上高が伸びず年々経営環境は厳し

くなっています。 

課題は、インフラ整備も整い、今後公共工事や民間設備投資の増加も望めない状況の中、

経営を持続するためには、異業種への新たな事業展開や後継者・従業員の育成・技術力の

向上等を促進する必要があります。 

 

【製造業】 

平成 20 年のリーマンショック後、大分キヤノン、キヤノンマテリアル、東芝の業務縮小、

撤退で市全体の製造品出荷額は、平成 20 年度の 1,194 億 8,500 万円から、平成 21 年度は

約 56%減の 527 億 1,800 万円に大幅な減産となりその後横ばい状態が続いています。小規模

製造業の約 1 割がこの地域の下請け製造業者で、売上が半減した所もあり厳しい経営環境

下にあります。 

それ以外の製造業者も、建物・機械設備の老朽化、従業員の高齢化、人材不足、価格競

争の激化などの要因により、売上高も伸びず年々経営環境は厳しくなっています。 

当面の課題は、販路開拓であり、長期的には技術力向上、新製品の開発、後継者の育成

等に取組む必要があります。 

 

【小売業】 

商店街などの小売店集積地はなく、小規模店舗が市内中心部及び市全域に点在していま

す。大型店はホームワイド他 3店舗があり、平成 27 年 7 月には新たにドラッグストアーが

新規開業し、価格競争、品揃え、購買人口の減少、店主の高齢化、後継者不足等により、

小規模店舗は年々減少しているのが現状です。 

課題は、小規模事業者の強みである顔の見える経営を活かして、個々の消費者ニーズに

あった品揃え、サービスを提供する「地域密着型の経営」に取組む必要があります。 
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【飲食業】 

市内中心部及び市内全域に点在していますが、主に市内中心部では開廃業が毎年数件ず

つあります。消費者ニーズの変化による外食の減少、競争の激化、観光客の利用が少ない

など経営環境は厳しい状況にあります。 

課題は、消費者のニーズにあった新メニューや地域を代表するメニュー開発を行い個性

的な魅力ある店づくりをして、地元客、観光客を呼びこむ必要があります。 

 

【サービス業】 

観光業については、上記「市の産業」で記載したとおり年間約 100 万人の観光客が訪れ

ています。しかし、代表する土産品や特産品がなく、宿泊施設やお金を使う観光施設等も

少なく、また、観光地として有名な別府・湯布院及び大分空港に近いため、滞在時間が短

く、観光客一人当たり消費額が約 1,500 円と少ないのが現状です。 

課題は、市が平成 27 年度より取組んでいる杵築ブランド推進協議会（注 3）と連携して、

観光消費に結びつく土産品や特産品開発に継続して取り組む必要があります。また、農家

民泊を含めた着地型、体験型の観光開発を行い、観光客の消費額・滞在時間を増加させる

必要があります。 

 

（注 3）：杵築ブランド推進協議会 

 平成 27 年 12 月杵築市がブランド品開発を目指し設立した協議会。 

 メンバーは、「市・大分県・商工会・漁協・農協・茶生産組合・観光協会・地域おこし協

力隊」 

 

【その他】 

不動産業は、上記製造業の影響で派遣社員等の激減により空き部屋の目立つアパートが

市内に点在しており、大変厳しい経営が続いています。今の状況が続けば近い将来、老朽

化したアパートが放置され地域の大きな問題になりかねない状況にあります。 

課題は、アパートの入居率、稼働率をいかにして上げるかを、行政を巻込んで杵築市と

連携を密にし、調査・研究を行い、対策を考える必要があります。 

 

【小規模事業者数】 

平成 27 年 4 月 1 日現在 921 社で、合併当時（平成 17 年）と比べると 221 社（19.3%）減

少しています。 

参考として、当地域の商工業者数（業種別内訳）は、下記のとおりです。 

 
（商工業者の推移：経済センサス資料） 
業 種 商工業者数 建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 

Ｈ21年度 1,482 138 102 412 138 330 362
Ｈ24年度 1,270 119 90 377 119 303 262
対比（数） △212 △19 △12 △35 △19 △27 △100
対比（率） △14.3％ △13.7％ △11.7％ △8.5％ △13.7％ △8.2％ △27.6％
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(3)小規模事業者支援の取組みにおける課題 
本会は、平成 19 年 4 月 1 日、上記の旧 3市町村の商工会が合併し杵築市商工会となり現

在に至っています。本所・2支所体制をとり、本所と支所の連携を密にしながら事務の効率

化を図っています。経営指導員 5 名の体制で、小規模事業者の経営改善普及事業（経営・

金融・記帳・税務・労働など）を中心に支援を行っています。地域振興事業においては、

各種イベントの開催・共催など行政、地域団体と連携しながら、交流人口の増加や地域の

賑わい創出のために、地域経済の活性化に資する事業を実施してきました。特に、平成 23

年度より国の小規模事業者新事業全国展開支援事業に 2 年間取組み、ハモを新たな特産品

にする為、全国展開支援事業終了後も県、市から補助金を頂いて継続してハモ祭り等各種

イベントの取組みを行っています。徐々に成果をあげはじめていますが、まだまだ十分な

取組みとは言えません。地元住民を巻込んで、近隣市町村との連携も取りながら今後更な

る取組みが望まれます。  

これまでの取り組みにおける課題は以下の通りです。 

 

【課題】 

 ① 小規模事業者の経営状況に関する分析が財務・金融面に特化していたため、経営状

況の把握、経済・需要動向を踏まえた事業計画策定から策定後の支援へと続く、伴走

型支援への取り組みが不十分です。 

 

 ② 創業案件については、行政をはじめとした他団体と連携していないため、商工会単

独での窓口相談など、受動的な支援しかできていません。また、支援策は金融支援が

中心でその後の支援が不十分です。 

 

 ③ これまでは、空き店舗・空きアパートの情報を持っていないため、新規出店支援・

商店街の空き店舗対策が不十分です。 

 

 ④ 小規模事業者が個々に持つ商品の魅力や強みといった経営資源の掘り起こしや商品

づくりの支援が不十分です。また、外国人観光客数は増加傾向にあるが、消費額は増

加していません。 

 

 ⑤ ハモを新たな特産品とするための継続したＰＲ活動及び商品開発等が不十分です。

 

 

(4)中長期的な振興のあり方と経営発達支援事業の目標 
【中長期的な振興のあり方】 

これら現状と課題を踏まえ、平成 27 年度に市が策定した「杵築市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」に定めている商工業振興及び観光振興である「地域ブランドの開発・活力あ

る商業機能の充実・創業支援事業の推進・観光事業の推進」を念頭に入れ、中長期的（10

年後）な振興のあり方を以下の通りとします。 

 

当地域においては、新たな取組みを実践して小規模事業者の活力を取り戻さなければ、
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小規模事業者は年々減少しており、10 年後は 800 社を割り込むことが予想されます。今

後は、新たな創業者の掘起し及び空店舗対策が課題としてありますが、小規模事業者が

自ら置かれている現状と課題を把握し、経営体質の改善を図り販路拡大を目指して小規

模事業者ならではの小回りの利く、きめ細かなサービスができる小規模事業者を目指し

ます。 

 

【経営発達支援計画の目標】 

上記中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援計画の具体的な目標を次の通りと

します。 

 

 ① 小規模事業者の経営体質の改善による経営基盤強化 

小規模事業者が、持続的発展を行うため、巡回・窓口指導を通して、経営体質の改善

を促します。事業者の実態の把握を行い、また事業者へは提案するだけでなく、「きづき」

を与えることに努めます。事業計画策定の重要性を認識してもらい、事業計画を作成し

経営基盤の強化を図ります。なお、専門的な課題については、各種機関や専門家と連携

し、指導、助言を行っていきます。 

 

② 創業促進 

創業支援にあたっては、金融支援に留まらず、専門家と連携し、販売促進・労務など

事業全体の計画から運営までの面的な指導を伴走型支援で行っていきます。 

また、行政と連携して、創業者の発掘に取り組みます。 

 

③ 空き家（店舗・アパート）対策 

空き店舗・空きアパートの状況をデータ化および共有化し、創業者および既存事業者

が事業計画作成を行う際の情報提供のツールとします。杵築市との連携により、ＵＩＪ

ターンへの情報提供をすることにより、空き家対策及び人口対策に繋がります。 

 

④ ブランド・特産品（土産品等）開発 

行政及び各団体と連携し、杵築市を代表するブランド・特産品（土産品等）の開発及

び販路の開拓を行い、観光客の一人あたりの消費額増を目指します。また、2年前から続

いている「ハモの町杵築」を目指したＰＲの継続をします。 

 

 

(5)小規模事業者支援の今後の方針 
これまでは経営、金融、労働、税務や記帳指導を中心とした役割（経営改善普及事業の

取組み）がありましたが、今後はより具体的な伴走型指導を行い、本事業計画に基づく経

営基盤の強化・創業支援・新たな需要の開拓に重点を置きます。 

小規模事業者の事業の持続化のため、課題解決を図り、中長期的な小規模事業者の売上

げや利益を確保できるような取り組みを行います。 

 小規模事業者にとって一番身近な支援機関として、経営指導に必要な能力向上に加え、

小規模事業者の事業の持続化のための支援ノウハウ習得を行います。 
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＜杵築市の商工業振興及び観光振興の方針＞ 

杵築市は平成 27 年 10 月「杵築市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27 年度 

～平成 31 年度）を作成し、商工業振興及び観光振興の基本方針を次のように示して

います。 

 

【商工業振興方針】 

・消費者に信頼され、愛される「杵築ブランド」づくり 

杵築市の特性やストーリー性を活かしたブランド価値の高い農林水産物や加工品 

を生産し、消費者に信頼され、愛される「杵築ブランド」を作ります。 

 

・魅力的で活力ある商業機能の充実 

空き店舗等の再生や空き地を活用し、地域に賑わいを取り戻すための支援を行い 

ます。 

地域の商業施設の出店状況に配慮しながら、市外からの顧客を取り込めるショッ 

ピングモールの誘致に取組みます。 

 

・まるごと創業支援事業の推進 

事業ノウハウや資金提供などの面から本市で起業・創業を考えている人をサポー 

トし、「新しい事業にチャレンジできるまち」として広く周知します。 

 

【観光振興方針】 

・市全域にわたる観光事業の推進 

城下町地区へ来訪する観光客が、城下町以外も観光してもらえるように取組みま 

す。 

城下町地区に加えて、その他の杵築、山香、大田エリアでの観光資源のブラッシ 

ュアップを図り、滞在中の過ごし方の選択肢を増やします。 

近隣自治体との連携により、地域の特色を活かした観光ルートの確立に努めます。
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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 28 年 4 月 1日～平成 33 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】 
【目標】 

地域の経済状況について、国、県、各種団体、金融機関等から情報を収集、整理、分析

します。分析結果から小規模事業者の置かれている経済状況を把握し、必要な業種・事業

所に、必要な情報を提供するなど、小規模事業者の持続的発展のためのツールとして活用

します。また、「不動産業」の今後の方針を模索し事業計画を策定する為に杵築市と連携を

取りながらアパート等の空き家状況調査をするなど、小規模事業者の持続的発展を目標と

します。 

 

【現状と課題】 

現状では、地域の経済動向を把握するために受託事業「中小企業景況調査」を実施して

いますが、取得するデータについては、聞き取り事業所にそのまま結果を報告するだけの

状況です。県内の公的・民間機関から取得する景気動向等の情報についても、各職員が必

要な時に、情報提供するにとどまっており、職員間での情報共有と情報の分析・事業者へ

のフィードバックが課題です。 

また杵築市にとって、アパートの空室は非常に大きな問題でありますが、市内のアパー

ト等の空き家の状況については、具体的な空き家情報を持たないために、新規開業予定者

への情報提供ができていないなどの課題があります。 

 

【事業内容】 

① 地域の経済動向調査 

地域内の業種ごとの景況感を調査するために、今期の状況（売上額、資金繰り、業況、

従業員数等）、来期の予測、自社業況（生産・売上高、経常利益、製・商品価格等）な

どの項目を調査する「中小企業景況調査」（製造業 2社、建設業 2社、小売業 6社、サー

ビス業 5社）を四半期に 1度実施します。 

県内の各種業種の景気の動向については、「大分県商工会連合会・㈱大銀経済経営研究

所・大分県産業創造機構」が発表する経済統計データ（項目：今期と来期についてⅰ業

況判断、ⅱ売上高と収益、ⅲ資金繰りと金融機関からの借入、ⅳ設備投資）を収集・分

析し、業種ごとに四半期に 1度商工会ＨＰにて公表します。 

得られた情報については、四半期に 1回経営支援会議において、業種ごとの景況分析

を実施し、職員で情報を共有します。活用については、四半期ごと（年 4回）に商工会

ＨＰ並びに商工会報「きずな」により公表し、事業所へのフィードバックを図ります。

さらには、個店対応として、事業計画策定の基礎資料として活用します。 
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（数値目標） 

項 目 Ｈ26 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度

ＨＰ公表回数 0 4 4 4 4 4 

会報公表回数 0 4 4 4 4 4 

 

② 空き家（店舗）状況調査 

Ｕターン、Ｉターン並びに杵築市での創業者向けに、空き家（店舗）情報を提供する

ことを目的に、杵築市と商工会並びに不動産取引業者が空き家（店舗）情報を共有する

ための会議を四半期に 1度開催します。会議において共有する情報としては、杵築市の

保有する「空き家バンク(注 4)」の情報の他、経営指導員が巡回において得た事業所の空

き家情報の共有化を図ります。 

得られた情報の活用については、四半期に 1度商工会ＨＰで情報提供するほか、新規

創業の際の物件情報として提供を図ります。 

（数値目標） 

項 目 Ｈ26 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度
行政・不動産業者と

の情報交換会議数 
0 4 4 4 4 4 

ＨＰ情報提供回数 0 4 4 4 4 4 

 

（注 4）空き家バンク：杵築市では UJI ターン等により、杵築市内で田舎暮らしを希望する

方に、空き家の有効活用を通して、集落機能の維持や活性化を図るため、「空き家バンク」

事業を実施し、空き家情報の提供を行っています。 

 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 
【目標】 

内部環境分析として、ＳＷＯＴ分析や財務分析、外部環境分析として、人口動態・経済

動向・顧客動向・顧客ニーズ・新規参入等の項目を能動的に分析し、経営の持続的発展及

び改善に向けた事業計画策定につなげていきます。また、杵築市が平成 27 年 11 月から開

設している通販サイト（注 5）に出店を希望する事業者の経営分析にも取り組んでいきます。

 

【現状と課題】 

これまでの経営分析については、「金融相談」、「各種補助金の申請相談」を中心に財務分

析を実施してきました。これは、「融資」、「補助金申請」といった相談のもと行った受動的

な経営分析であり、能動的に働きかけを行った上での経営分析は実施していないのが現状

です。そのため、経営指導員等が事前に経営資源等を把握し、事業者に提示すること、ま

た、事業者本人に課題や経営資源に気づいてもらうという経営指導が弱かったのが課題で

す。 
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【事業内容】 

① 内部環境分析 

(1) 経営資源並びに事業所の強み・弱みを認識するためのＳＷＯＴ分析 

事業者に強み・弱みを自ら認識してもらうこと、埋もれた経営資源を掘り起こすこ

   とを目的にＳＷＯＴ分析を実施します。 

周知の方法については、市報、商工会報、商工会ＨＰでＳＷＯＴ分析事業者を募る

ほか、巡回指導や窓口指導で分析事業所を掘起し、直接ＳＷＯＴ分析を実施していき

ます。 

分析項目については、ＳＷＯＴ分析を通じて、事業者の強みと弱み、機会と脅威、

経営資源の掘起しを中心に行います。 

分析により見えてきた事業所の課題は、レーダーチャートなどを利用して分かり易

くまとめ、「経営分析評価書」として事業者に説明を行い、自ら強み・弱みを認識し

ていただきます。 

 

(2) 融資実行の効果測定並びに円滑な資金繰りのための経営（財務）分析 

融資効果の確認、資金繰りの把握、改善を目的に融資直近の決算終了後に経営(財 

務)分析を実施し、円滑な事業活動の継続を支援します。 

実施の方法については、前年の融資実行事業所を対象にして、直近決算終了後、巡

回指導を通してヒアリングを実施します。 

具体的な実施内容については、経営支援会議（1回/月）において融資時の決算書と

直近決算書の比較（売上高、借入残高、返済財源等）を行い、借入の効果、資金繰り

の状況を確認します。分析の結果については、財務状況を取りまとめた「財務分析評

価書」を事業者に説明するとともに、財務内容が著しく悪化している事業所に対して

は、専門家を活用して早めの資金繰り改善を図ります。 

 

② 外部環境分析 

  外部環境分析として、人口動態・経済動向・顧客動向・顧客ニーズ・新規参入等の項

目をもとに、小規模事業者にとって「機会」となる要因と「脅威」となる要因について

分析します。自社に影響を与える要因はどこにあるのかを探る分析です。分析により見

えてきた要因については、「外部環境分析評価書」として事業者に説明し、新事業への展

開・新商品開発など、今後の事業展開に活かしていきます。 

 

③ 分析結果 

  上記分析結果をもとに、経営支援会議（1回/月）で検討を行い、小規模事業者に自社

の「強み」や経営状況を理解してもらい、「強み」を活かして需要を見据えた事業計画策

定や事業計画策定後の実施などの支援に役立てます。また、経営資源を活用した新商品

開発や販路拡大等の専門的意見が必要な場合は、専門家（杵築通販道場 注 5を含む）と

連携して、より詳細な分析を実施していきます。 

 

(注 5）：（通販サイト）（杵築通販道場） 

杵築市の中小・中堅企業・生産者に対し、通信販売事業の教育・人材育成を行い、

地域活性化と所得の向上（月給 1万円 UP）を図る事を目的に杵築市が平成 27 年 2 月よ
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り実施している通信販売を支援する事業（杵築市特産品販路開拓支援事業）の事。 

この事業で通販サイトを立ち上げる予定になっている。 

（数値目標） 

項 目 Ｈ26年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度

経営状況分析件数 18 64 64 76 76 76

① SWOT分析実施数 8 20 20 24 24 24

② 財務分析実施数 10 24 24 28 28 28

③ 外部環境分析 
実施数 

0 20 20 24 24 24

※数値は経営指導員（4名：広域指導課長は除く）の合計値 

 

 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
【目標】 

上記 1 及び 2 の結果に基づき、小規模事業者が抱えている経営課題を解決し、持続的発

展を図るため、県連合会、金融機関等の支援機関と連携し、①事業計画、②経営革新計画

の策定方法・必要性を学ぶセミナーを開催するとともに、計画策定及び計画実行における

伴走型支援を行います。 

また、小規模事業者の持続的発展及び産業活動における新陳代謝の活性化、小規模事業

者数の維持確保の為、平成 27 年度より杵築市が取組む創業支援勉強会と連携して開催し、

③創業支援・事業承継支援を行うとともに、杵築市と連携して空き店舗の情報提供や斡旋

等も行い空き店舗対策にも取り組みます。 

 

【現状と課題】 
 本会における事業計画の策定支援は、小規模事業者の融資申込や小規模事業者持続化補

助金の申請に際してのことが多いのが現状です。課題は、事業者に計画策定の重要性を認

識させることについての浸透が十分ではなく、また、新規開業の事業計画策定支援も融資

重視で、需要を見据えた計画にはなっていないことです。 
 

【事業内容】」 

① 事業計画策定支援 

(1) 事業計画の作成方法、必要性、重要性、利用の仕方等、事業計画策定に関するセ

ミナー・説明会、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小規模事業者の

掘起しを行います。 

(2) 経済動向調査（窓口・巡回時）や経営分析等を実施した事業者の中から事業計画

策定を目指す小規模事業者の掘起しを行います。 

(3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金、その他の補

助金の申請時及び杵築市が開催している杵築通販道場（注 2）で通販を希望または

参画する事業者の事業計画策定支援を行います。 
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（数値目標） 

項   目 H26 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

セミナー・説明会開催回数 未実施 1 1 1 1 1 

セミナー・説明会参加者数  0 15 20 20 20 20 

事業計画策定者数  4   8 10 10 10 10 

※数値は経営指導員（4名：広域指導課長は除く）の合計数値 

  

② 経営革新計画策定支援 

(1) 経営革新計画の作成方法、必要性、重要性等、計画策定に関するセミナー・説明

会、個別相談会の開催により、計画策定を目指す小規模事業者の掘起しを行います。

(2) 経済動向調査（窓口・巡回時）や経営分析等を実施した事業者の中から経営革新

計画策定を目指す小規模事業者の掘起しを行います。 

(3) 上記事業計画策定事業者の中から、新たな事業展開を見出せる事業者に対して、

経営革新計画策定へ誘導します。 

（数値目標） 

項   目 H26 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

セミナー・説明会開催回数 未実施 1 2 2 2 2 

セミナー・説明会参加者数 0 10 15 15 15 15 

経営革新計画策定者数 3 2 3 2 3 2 

※数値は経営指導員（4名：広域指導課長は除く）の合計数値 

 

③ 創業・事業承継支援 

(1) 市報、ＣＡＴＶ、商工会報、商工会ＨＰ、市ＨＰ等で創業に役立つ情報や支援体

制をＰＲして創業者の掘起しを行います。  

(2) 創業支援勉強会（年 2回）を開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の

策定支援、創業手続き支援、資金調達支援、創業補助金の申請手続き、空き店舗の

有効活用等の支援等を行います。講師は専門家及び経営指導員が担当します。 

(3) 事業承継の想定される事業所を抽出して個別指導や事業承継に関する相談会を 

開催し、事業継続計画の策定支援など事業承継支援を実施します。また、大分県商

工会連合会が設置した「事業引継ぎ支援センター」と連携し、事業引継ぎの支援を

行います。 

（数値目標） 

項   目 H26 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

創業支援勉強会開催回数 0 2 2 2 2 2 

創業支援件数 2 4 6 6 6 6 

創業者数 2 2 3 3 3 3 

事業承継支援件数 0 1 3 3 3 3 

空き店舗契約成立件数 0 1 2 2 2 2 
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4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
【目標】 

事業計画策定後、事業の円滑な遂行及び進捗状況の確認など、事業計画の達成に向けて、

伴走型の支援を行い、策定後のフォローアップ体制をとります。 

 

【現状と課題】 

小規模事業者自らが経営課題を解決し、持続的発展を図るため事業計画作成に取り組む

のが基本ではありますが、補助金等獲得の為に事業計画を作成しているのが現状であり、

経営指導員等は計画策定に注力してしまい、策定後のフォローアップが疎かになる傾向に

なっています。 

  

【事業内容】 

事業計画策定（事業計画策定支援、経営革新計画策定支援、創業・事業承継支援）を実

施した事業所に対し、立案した事業計画が着実に実施されるよう定期的に進捗状況を確認

します。また、追加支援が必要な場合、実施に必要な金融斡旋・各種施策の情報提供を行

います。 

① 事業計画策定後のフォローアップ体制として、策定後 2年間は 3ヶ月に 1度巡回訪

問し、進捗状況の確認を行います。2年が経過した後は、経営支援会議で進捗状況の確

認を行ったうえで、定期巡回を通して必ず年 1回以上継続してフォローアップを実施

します。 

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

へと導いていきます。 

また、月 1度の経営指導員による経営支援会議において、進捗状況の報告と事業計

画の分析を行い支援内容の強化を図ることで的確な指導・助言を行います。 

② 事業計画達成のため、資金調達が必要な事業所に対して、日本政策金融公庫が「事

業の持続的発展を目的とした事業計画の実施のために必要とする設備資金およびそれ

に伴う運転資金」を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援資金」の制度利用の

ための計画作成支援を行い、積極的に活用します。 

③ 事業計画策定後に、国、県、杵築市の行う支援策等を巡回や会報等により周知し、

ものづくり補助金・持続化補助金など持続的発展につながる支援策取得の為の計画作

成支援を実施します。 

（数値目標） 

項   目 H26年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

フォローアップ件数 28 40 92 100 100 100 

※算出方法について： 

・H28 年度…（「事業計画策定者数(8)」＋「経営革新計画策定者数(2)」）×4回 

・H29 年度…H28 年度のフォローアップ件数＋ 

H29 年度の（「事業計画策定者数(10)」＋「経営革新計画策定者数(3)」）×4回

・H30 年度以降同様の算出方法で計算しています。 
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5.需要動向調査に関すること【指針③】 
【目標】 

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

取り扱う商品・サービス・役務の需要動向について、杵築市地域及び大分県内の実情に応

じた調査・分析をし、需要を見据えた事業計画策定に活用します。 

 

【現状と課題】 

経営指導員の経験によるアドバイスが中心であったため、適切な消費者ニーズを小規模

事業者に提供できていませんでした。また、日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ情報の活用支援

も行っていません。 

今後は個者に対する的確な支援を行うためにも、地域住民の消費動向調査を行い、支援

にどう活用するかが課題です。 

 

【事業内容】 

小規模事業者より求められた都度、収集するのではなく、小規模事業者が取り扱う商品、

提供する役務の需要動向に関する情報を、事前に収集・整理・分析を行います。個者対応

としては、大分県商工会連合会の専門家を活用し情報提供先事業所の「商品・サービス」

を評価していただき、巡回訪問時・窓口相談時に下記消費動向情報と併せて情報提供を行

い、経営判断に寄与します。また、小規模事業者が持続的発展するための事業計画策定の

際にも使用し作成支援を行います。なお、得られたデータの分析にあたっては、大分県商

工会連合会の専門家と共同で分析を行い、杵築市の小規模事業者に適合する形のデータと

して提供していきます。 

 

（収集する消費動向情報） 

 ① 地域住民の消費需要動向調査 

※地域住民がどのような消費活動を行っているか、特に小売業・飲食業について消

 費需要動向調査を行います。 

(1) 消費需要動向調査票を作成し、年代別（20 歳～39 歳、40 歳～59 歳、60 歳以上）

に各 100 名、合計 300 名を抽出し、アンケート調査を実施します。調査内容は、ど

こで、いつ、いくらの、何を購入しているか、また、どんな店を望んでいるか、今

後の購買予定の項目を回答してもらいます。 

(2) 消費需要動向調査の結果を大分県商工会連合会の専門家と共に分析し、下記の活

用方法で広く活用します。 

② 日本経済新聞「日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ」 

※売れ筋商品・購入頻度・商品別ランキングなどの消費者動向 

③ 総務省統計局「家計消費状況調査」 

 ※一世帯当たりの支出状況・購入頻度などの家計消費動向 

④ 内閣府消費者庁「消費者意識基本調査」 

 ※消費生活での意識や行動調査 

⑤ 日経流通新聞・大分合同新聞ほかの売れ筋商品情報 

 ※売れ筋商品などの消費者動向 
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（活用方法・効果について） 

上記により収集した情報は該当部分を抜粋・適宜加工し、巡回訪問や窓口相談での支援

ツールとして活用します。また、経営分析や事業計画策定の個者支援における資料とする

ことで小規模事業者の経営判断に活用します。集団対応としては、商工会ＨＰに掲載しま

す。 

地域内外の消費者意識を把握することにより、「日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ」では現在

の売れ筋商品等トレンドを掴むことができ、新商品開発や新たな品揃え等、ビジネスチャ

ンスへ自ら気づくことが期待されます。 

また、「家計消費状況調査」「消費者意識基本調査」では消費者の購買行動の把握ができ、

小規模事業者の経営判断に寄与します。 

（数値目標） 

項  目 H26 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

商工会ＨＰ掲載回数 0 １ １ １ １ １ 

個別企業への情報提供

回数（経営分析時等） 
0 20 20 24 24 24 

 

 

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 標】 
 人口減少（注 6）による市場の縮小を補い販路開拓を推進するため、大分県、杵築市等と

連携し、地域における小規模事業者の売上増加による持続的発展のため、上記 1（経済動向

調査）及び 5（需要動向調査）をもとに、小規模事業者の苦手とする商品・技術等のＰＲを

促進し、販路開拓に繋がる支援を行います。 
 
【現状と課題】 
 小規模事業者に対する販路開拓支援は、全国商工会連合会や大分県商工会連合会などの

開催する物産展や商談会を会員事業所に案内しています。しかし、現状では、参加する事

業者は少なく、効果的なＰＲが出来ていない商品が数多く存在しています。 
 このため、中長期的にきつきブランドを構築するには、当地における新たな需要の開拓

と域外への販路開拓の支援が必要であります。また、当地で新たな需要を開拓するには、

観光客をいかにして誘引し、消費額の増加に繋げるかという販路開拓の支援が必要です。

 

【事業内容】 

① 杵築市が取組んでいる杵築市特産品販路開拓支援事業（杵築通販道場）に積極的に

参加、協力し、市の事業終了後も継続的にセミナー等を開催し、通販を行うプロジェ

クトの構築を行い、参画する事業者の支援を行います。 

また、杵築通販道場に参画しない小売業者等を対象に全国商工会連合会が運営する

「ＥＣサイト ニッポンセレクト」の利用やＳＨＩＦＴ（注 7）の活用等を推進して販

路拡大を図ります。 

② 通販用に開発された新商品やパッケージや容量等をブラッシュアップした特産品等

を、県内や大都市圏東京で開催される「グルメ＆ダイニングスタイルショー」等に出
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展し、商品のＰＲ及びアンケート調査で商品の評価等を把握し、販路拡大につなげま

す。 

③ 大分県、公益社団法人ツーリズムおおいた、杵築市、杵築市観光協会と連携して「お

もてなし研修」等を開催し、土産品等の消費税免税制度の活用を促し、観光関連事業

者を中心に外国人観光客の購買意欲を促せるようなショッピング環境の整備に取組 

み、販路の開拓を図ります。 

④ 創業後のフォローアップとして創業者の販路開拓を支援するため「展示会、商談会

等」に出展して新規取引先を開拓します。又、杵築市が県北の近隣市町村と共同で経

営するアンテナショップ（注 8）に出展するなどの支援を行います。 

（数値目標） 

 項  目 H26 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

通販セミナー 

（杵築通販道場）開催回数 
5 2 2 2 2 2 

通信販売の売上高 

（単位：千円） 
未実施 3,000 4,000 5,000 5,000 5,000 

商談会出展者数 0 15 15 15 15 15 

商談成立件数 0 5 5 5 5 5 

おもてなし研修開催回数 0 1 1 0 0 0 

消費税免税取扱店数 0 5 5 5 5 5 

アンテナショップ売上高 

（単位：千円） 
0 4,000 5,000 6,000 6,000 6,000 

 

(注 6） 

人口推移（杵築市商工会管内）                   （単位：人） 

年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 

人口総数 33,778 33,759 33,261 32,811 32,412 31,772 31,384 

※杵築市住民基本台帳より 

 

注 7：ＳＨＩＦＴ 

全国商工会連合会が管理運営する商工会員向けの簡易ホームページ作成ツールのこ

と。簡単な操作で、新着情報などの更新(文字入力・画像選択)が手軽に行なえる。 

注 8：アンテナショップ 

県北の 3市 1村（杵築市・国東市・豊後高田市・姫島村）が共同で経営する。 

   事業運営は民間事業者に委託する。平成 27 年 7 月 29 日にオープン。 

名称は「クワトロヨッチ」。 

所在地：福岡市中央区天神 1丁目 13-25 福岡中央ビル１階 日本銀行福岡支店前  

店舗面積：99.98 ㎡ 交通：地下鉄空港線「天神」徒歩 3分（昭和通り） 
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Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

1.地域経済活性化事業 
  漁獲高が九州でトップクラスでありながら、今までなじみのなかったハモを地域の特

産品にする為、平成 24 年度より国、県、市より補助金を頂いて各種事業に取組んで来ま

した。しかし、まだブランド化になるまでには至っておらず、今後もまだまだいろいろ

な取組みが必要とされています。 

そこで、平成 27 年度より杵築市、杵築市観光協会、大分県漁協杵築支店、水産会社、

飲食店等関係小規模事業者と協議会を設立し、まず杵築市内でハモが流通するしくみを

作り、住民がハモを家庭で食べられる環境整備や仕組み作りに取組みます。あわせて「ハ

モの町杵築」を地元はもとより県内外にＰＲし、ハモを取扱う飲食店を増やすことによ

り、交流人口拡大及び観光客１人当たりの消費額アップが図られるよう取り組みます。 

 

【事業内容】 

① 杵築市、杵築市観光協会、大分県漁協杵築支店、関係小規模事業者で構成する「杵

築市特産品開発協議会」(仮称)を年 2回開催します。会議において杵築市内で骨切り

した生のハモを販売するためにはどうすべきかを検討し、生のハモが流通出来る体制

を確立します。 

 

② 「ハモの町杵築」のＰＲと消費拡大を目的とした 

「ハモ祭り」を杵築市の中心部城下町付近において、 

杵築市、杵築市観光協会、大分県漁協杵築支店、飲 

食店等と連携して、毎年 1回実施します。地域の飲 

食店等小規模事業者の出店を年々増やし、祭りの規 

模も拡大して消費拡大を図り地域経済活性化を目指 

します。 

 

③ 平成 26 年度作ったハモのゆるキャラ「ハモシロー」で、 

地域のイベント等に積極的に参加し、「ハモの町杵築」を 

  ＰＲします。 

 

④ 地元飲食店を対象に「ハモの骨切り講習会・勉強会等」 

を開催し、ハモの取扱についてのノウハウの習得を推進し 

ます。また、ハモ料理の取扱店 11 店舗を 15 店舗に増やせ 

るような取組みを行います。 

 

⑤ 上記各種イベント等の実施などを、マスコミなどを通じて積極的にＰＲすることで、

「ハモの町杵築」の知名度を向上させ、交流人口の拡大につなげます。 

 

※ハモ祭り：次の 3つのイベントで構成し、「ハモの町杵築」のＰＲを行い、ハモの消費拡

大を目的に開催します。 

（ 鱧・はもグランプリ ） 

（ ゆるキャラ：ハモシロー ）
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ⅰ鱧・はもグランプリ：ハモ料理（1品 200 円～500 円）を食べ比べてもらい美味しか

った料理に投票してもらいグランプリを決定します。 

ⅱ鱧の骨切り体験：鱧を身近に感じてもらうため、鱧を触ってもらい鱧の骨切りを無 

料で体験してもらう。 

ⅲ鱧・はもレース：生きた鱧を特設コースで競争させて 1位を当ててもらう。 

 

※「杵築市特産品開発協議会」：杵築市の特産品開発を目的とした協議会。ハモを杵築市の

特産品として確立するために、上記の事業の実施や商品開発等について協議を行う。 

（数値目標） 

項  目 H26年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

杵築市特産品開発協議会開催回数 0 2 2 2 2 2 

ハモ料理取扱店 11 12 15 15 15 15 

はもの骨切り講習会・勉強会等 0 1 1 1 1 1 

 

 

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 
他の支援機関等と連携し、各地域の小規模事業者の需要の動向、支援ノウハウ等を

情報交換・共有することで、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図ります。 

 

【事業内容】 

① 県北地区商工会経営指導員会議による情報交換（年 2回） 

県北地区 7商工会（中津市しもげ商工会、宇佐両院商工会、西国東商工会、姫島村商

工会、国東市商工会、杵築市商工会、日出町商工会）で、支援の現状、支援のノウハウ

の共有を目的とした情報交換会を開催します。 

② 日本政策金融公庫（別府支店）との金融懇談会による情報交換（年 1回） 

日本政策金融公庫別府支店と管内の景況感のほか、融資に係る審査視点などのノウハ

ウを得るための情報交換会を開催します。 

③ 杵築管内金融機関との金融懇談会による情報交換（年 1回） 

杵築管内の金融機関（大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合）と管内の業種別景況感、

新規創業の状況、小規模事業者の現状を把握し、共有することを目的に金融懇談会を開

催します。 

 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 
大分県、大分県商工会連合会、大分県産業創造機構等が主催する研修会に参加して、

売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図ります。 

毎月初めに開催している指導員が全員参加する「経営支援会議」において、経営発

達支援事業に関する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の意見交

換を行い情報の共有を図ります。 

 

【具体的な取組み】 
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① OJT による資質向上 

  (1)  経営指導員等による経営支援会議（毎月１回以上開催、必要に応じて適時開催）

    において、外部研修会の参加者が講師となり、不参加者への OJT やプレゼンテー

ション能力の向上を図ります。また、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ります。 

  (2)  小規模事業者ごとに、巡回・窓口指導の指導履歴を文書化、データベース化す

ることにより、支援ノウハウの情報共有と職員相互の支援スキルを高めます。ま

た、これらの指導履歴の分析により「経営分析・事業計画策定マニュアル」の見

直しを行い、支援効率の向上と満足度の向上に努めます。 

  (3)  巡回・窓口指導において、２次対応以降は原則として２人の経営指導員等がペ

アとなって伴走型支援を行います。また、経営支援会議において、支援事例の発

表を行い、支援能力向上を図ります。 

  (4)  また、専門家派遣を行う際には、必ず、本会経営指導員が同席することにより、

職員の支援能力向上を図ります。 

  (5)  広域指導課長は、本会経営指導員に対して、自分が経験した支援事例や長年培

ってきた指導ノウハウを経営支援会議や相談を受けた時には教えて支援能力向上

に努めます。 

② OFF-JT 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、前記 OJT を踏まえた研

   修目標や期待される能力を明確にするとともに、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、OFF-JT による資質向上については、

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し

ます。 

  (1)  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します。 

  (2)  研修内容については、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｣に参加させます。具体的な研修内容は次のとおりです。

ア 職務別能力向上研修 

管理職研修、主幹・主査級（OJT リーダー）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 

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。 

※なお、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た「職

員事例発表大会」への参加を強化します。 

  (3)  独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「経営指導員向け小規模事業者

支援研修」等に参加し、小規模事業者の需要を見据えた事業計画作成支援のたの 

手法を学び、支援スキルを高めます。 



 １９ 
 

3.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
毎年度終了後、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・検証を行います。 

 

外部評価委員会の設置 

① 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

利用します。なお、外部評価委員には、次表の委員を予定しています。 

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 

 

② 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します。

 

 ③ 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します。 

 

④ 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います。 

 

⑤ 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を理事会へ報告し、承 

認を受けます。 

 

⑥ 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します。 

 

⑦ 事業の成果・評価・見直しの結果については杵築市商工会のホームページにて計画 

期間中公表します。（http://kitsuki.oita-shokokai.or.jp）また、本会事務所にも常

設して閲覧可能な状況とします。その他、本会通常総会資料、商工会報にも記載し報 

告します。 
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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 27 年 4 月 1 日現在）

（１）組織体制 

 

 ①本事業を直接担当し、支援事業を行う者 

   ・経営指導員（広域指導課長）…１名 

   ・経営指導員………………………４名 

 

  ②上記以外の職員（事業実施の補佐） 

   ・事 務 局 長（総務企画課長）…１名 

    ・経営支援員（補助員）…………２名 

    ・経営支援員（記帳専任職員）…１名 

    ・記帳指導員………………………２名 

 

 ③実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）連絡先 

  杵築市商工会本所 

    住 所：杵築市大字南杵築３０８番地１ 

電 話 番 号：０９７８－６２－２５３９ 

    Ｆ Ａ Ｘ 番 号：０９７８－６２－２５６８ 

  メールアドレス（代表）：info@kituki.oita-shokokai.or.jp 

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

 

  杵築市商工会大田支所 

    住 所：杵築市大田石丸４４５ 

電 話 番 号：０９７８－５２－２２２６ 

    Ｆ Ａ Ｘ 番 号：０９７８－５２－２２８３ 

 

  杵築市商工会山香支所 

    住 所：杵築市山香町大字内河野２７２３－３ 

電 話 番 号：０９７７－７５－００９６ 

    Ｆ Ａ Ｘ 番 号：０９７７－７５－０６３４ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 28 年度 
(28年4月以降)

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額       2,000      2,000      2,000      2,000     2,000

 

小規模企業対策事業費 

地域経済動向調査事業 
          

      100 

         

          100 

         

          100 

         

          100 

      
        100 

経営分析事業       100           100           100           100         100

事業計画策定事業       200           200           200           200         200 

創業支援事業       100           100           100           100         100 

販路開拓事業       500           500           500           500         500 

地域活性化事業      1,000         1,000         1,000         1,000       1,000 

 

  小 計 

 

 

     2,000 

 

 

        2,000 

 

 

        2,000 

 

 

        2,000 

 

 

      2,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

1 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

連携先：大分県、杵築市、大分県商工会連合会、㈱大銀経済経営研究所、大分県産業創

造機構、地域金融機関、地元不動産業者 

事業内容：(1)地域経済動向の収集・分析 

     (2)空き家（店舗）状況の把握・調査 

2 経営状況の分析に関すること【指針①】 

連携先：杵築市、大分県商工会連合会、地域金融機関 

事業内容：(1)内部環境分析（ＳＷＯＴ分析・経営財務分析）の実施 

     (2)外部環境分析の実施 

          (3)分析結果（事業計画策定への支援及び専門家派遣支援） 

3 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

連携先：大分県商工会連合会、杵築市、地域金融機関 

事業内容：(1)事業計画策定支援及び伴走型の指導・助言 

     (2)創業・事業継承支援 

4 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

連携先：日本政策金融公庫別府支店、大分県商工会連合会、杵築市 

事業内容：(1)小規模事業者経営発達支援資金制度の利用促進 

     （2)支援策周知によるフォローアップ 

5 需要動向調査に関すること【指針③】 

連携先：大分県商工会連合会、杵築市 

事業内容：（1）需要動向調査、分析 

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】 

連携先：杵築市、大分県、公益社団法人ツーリズムおおいた、杵築市観光協会 

事業内容：(1)通販を行うプロジェクトの構築 

     (2)「おもてなし研修」等の開催 

連携者及びその役割 

名称：大分県 代表者：知事 広瀬 勝貞 

住所：大分県大分市大手町 3-1-1  電話番号：097-506-3218 

役割：地域の経済動向調査に関すること【指針③】、新たな需要の開拓に寄与する事業に

関すること【指針④】において大分県の経済動向の提供及び「おもてなし研修」

の開催に係る情報提供等。 

効果：大分県と連携することにより、県内の経済動向の情報が容易に収集でき、また「お

もてなし研修」開催の講師依頼や情報提供が受けられる。 
  
名称：杵築市 代表者：市長 永松 悟 

住所：大分県杵築市大字杵築 377-1  電話番号：0978-62-3131 

役割：各種情報の提供、創業支援事業の実施、通販道場の実施。 

効果：経営発達支援事業を実施するにあたり、全ての事業で連携してもらう事により、
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地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
  
名称：杵築市観光協会 代表者：会長 永松 悟 

住所：大分県杵築市大字杵築 665-172  電話番号：0978-63-0100 

役割：杵築市及び観光関係の情報の提供、 

効果：地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
  
名称：㈱大銀経済経営研究所 代表者：代表取締役 沓掛 正幸 

住所：大分県大分市中央町 2丁目 9-23  電話番号：097-533-0039 

役割：大分県内の地域経済情報の提供 

効果：より詳細な県内の情報収集が容易になる。 
  
名称：大分県商工会連合会 代表者：会長 森竹 治一 

住所：大分県大分市金池町 3-1-64 大分県中小企業会館 5階 

電話番号：097-534-9507 

役割：経営状況の分析に関すること【指針①】、事業計画策定支援・事業計画策定後の実

施支援に関すること【指針②】において、広域担当経営指導員並びに専門家の経

営分析指導、事業計画策定・実施のための伴走型の指導・助言をする。 

効果：上記 2 つの事業に広域担当経営指導員並びに専門家を派遣してもらい、より専門

的な分析や計画策定が期待できる。 
  
名称：大分銀行 杵築支店 代表者：支店長 島村  晴彦 

住所：大分県杵築市大字杵築字北浜 665-89 

電話番号：0978-62-2002 

役割：杵築市内の情報提供 

効果：地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
  
名称：大分銀行 山香支店 代表者：支店長 日野  泰宏 

住所：大分県杵築市山香町大字野原 1759-1 

電話番号：0977-75-1122 

役割：杵築市内の情報提供 

効果：地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
  
名称：豊和銀行 杵築支店 代表者：支店長 馬場  俊之 

住所：大分県杵築市大字杵築 131 番地 

電話番号：0978-62-3040 

役割：杵築市内の情報提供 

効果：地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
  
名称：大分県信用組合 杵築支店 代表者：支店長 亀井  博司 

住所：大分県杵築市大字杵築 158 番地の 2 

電話番号：0978-62-2090 

役割：杵築市内の情報提供 

効果：地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
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名称：大分県信用組合 山香支店 代表者：支店長 野口  貞男 

住所：大分県杵築市山香町大字内河野 2729-1 

電話番号：0977-75-1100 

役割：杵築市内の情報提供 

効果：地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制ができる。 
  
名称:日本政策金融公庫別府支店 代表者：支店長 岩穴 真明 

住所：大分県別府市餅ケ浜町９番 1号  電話番号：0977-25-1151 

役割：各種金融制度の情報提供 

効果：金融面で小規模事業者を支援する体制ができる。 
  
名称：公益社団法人ツーリズムおおいた 代表者：会長 幸重 綱二 

住所：大分県別府市山の手町 12-1 ビーコンプラザ内  電話番号：0977-26-6250 

役割：「おもてなし研修」の情報提供及び観光情報の提供 

効果：より効果的な「おもてなし研修」の実施。 
  
名称：大分県産業創造機構 代表者：理事長 姫野 淸高 

住所：大分県大分市東春日町 17-20  電話番号：097-533-0220 

役割：補助事業の実施、ビジネスマッチング、商談会等情報提供 
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連携体制図等 
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