
（公表用概要紙） 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 「由布市商工会（法人番号 ９３２０００５００８９８９） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目 標 目標１ 時代の変化に対応する『経営能力の向上』に取り組む。 

目標２ 行政等と一体となっ手『地域ブランド創り』を目指し、地場産品の販路

開拓支援に取り組む。 

目標３ 魅力ある個店を創出し、観光客を取り込み集客力・売上を向上させ、

『商店街の活性化』に取り組む。 

目標４ 地域経済の活力維持を目指すため、新たな担い手の参入を促進し、『起

業・創業支援』に取り組む。 

事業内容 １ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   従来の調査事業に加え、国県等行政機関及び金融機関の統計調査等から情

報収集し、商工会が取りまとめを行う。これらの情報は、ホームページや会

報により地域に提供するほか、事業計画策定や販路開拓支援の資料として活

用する。 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

   財務諸表に基づく定量的な分析、及び経営資源に関する定性的な分析を行

う。また、統計調査結果を踏まえた精度の高い分析を実現する。 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   経営分析結果に基づき、支援対象事業者と経営課題等を共有し、売上高や

利益の向上、及び経営基盤の強化に資する事業計画の策定を支援する。計画

の実現可能性を高めるため、専門分野に関する調査研究の推進、及び外部専

門家等を交えた支援を実施する。創業計画策定支援に取り組み開業率を向上

させる。 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   巡回訪問を基盤とした進捗管理を定期的に実施する他、内部支援体制の強

化、及び情報共有の推進を図り、事業計画の達成に向けた伴走型支援を行う。

創業後の個別支援等にも取り組み創業後の成功率を高める。 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

   国・県等の統計調査の情報収集と本会による独自調査を行い、消費者意識

や消費者ニーズ等を把握し、将来の需要の予測や事業計画策定の基礎資料と

して提供する。また、特産品の開発や販路開拓に意欲のある小規模事業者の

手がかりとなる情報提供を行う。 

６ 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

展示会、商談会、物産展等への積極的参加の促進、ＷＥＢサイトの構築、

及びＳＮＳ活用等により、商品・サービスの認知度の向上と新たな販路の開

拓に取り組む。由布市湯布院町の高いブランド力を活かし、特産品の開発や

特産品等の販売を促進強化する。 

７ 地域経済の活性化に資する取組み 

 （１）軽トラ市を開催し、地産地消の推進、地域の魅力の情報発信、開発商品

の販売促進に取り組む。 

 （２）「湯布院ブランド」を利用した観光資源や特産品の知名度向上に取り組む。

 （３）地域資源を掘り起し、着地型旅行商品等の検討・開発に取り組み、観光

振興に取り組む。 

連 絡 先 大分県由布市庄内町柿原 207 番地 4 

電 話 097-582-0094 ＦＡＸ 097-582-3390 

ＵＲＬ http://yufushi.oita-shokokai.or.jp/ 

Ｅメール info@yufushi.oita-shokokai.or.jp 

 支 所 湯布院支所 由布市湯布院町川上 3064-7 電話 0977-84-2445 

     挾間支所  由布市挾間町挾間 433-7   電話 097-583-0235  
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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 由布市の概要 

  平成１７年１０月１日、旧大分郡挾間町・庄内町・湯布院町の３町が新設合併し

て由布市が発足した。  
 由布市は、大分県のほぼ中央に位置し、北は宇佐市と別府市、南は竹田市、東は

大分市、西は玖珠郡（玖珠町と九重町）  

に接している。  
 こうした地理的に恵まれた環境から市

民が日常利用する国道２１０号、ＪＲ久

大本線を幹線とし、大分自動車道や広域

農道、広域林道などの整備により交通の

要所、産業経済の交流の地として発展し

ている。  
また、温泉地として全国的にも有名な

由布院温泉を擁する観光都市である一

方、大分市のベッドタウンとしての役割

も併せ持っている。平成２７年１２月 

１日の人口は３３，６１７人（大分県統

計）である。  
  
「由布市の人口推移」                    （単位：人） 

H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.12 

35,088 34,858 34,477 34,297 34,147 33,826 33,617 

― △0.7％ △1.7％ △2.3％ △2.7％ △3.6％ △4.1％ 

 ※下欄：減少率（Ｈ21.10 対比）                         （大分県統計） 

 

由布市の産業については、旧３町ともかつては農林業が基幹産業であったが、時

代の変遷とともにそれぞれの地域ごとの特徴が顕在化している。  
 
 挾間地域は、由布市の東部に位置し、大分市（平成２７年１２月の人口は、

４７９，３２５人）に隣接していることから由布市の東の玄関口として県内でも数

少ない人口増加地域である。大分大学医学部（旧大分医科大学）の開学や県道大分

挾間（医大バイパス）線をはじめ、幹線道路など生活環境基盤の整備とともに宅地

開発が進んでいる。  

由布市 
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由布市においてもおよそ４０％の人口を占めており、大分市のベットタウンとし

て、今後も人口増が見込まれる地域である。  
 

 庄内地域は、由布市の中央に位置し、自然豊かな山々や多くの湧水など美しい自

然環境に恵まれた農林業の盛んな地域である。特に梨の栽培は県内２位の生産量を

誇る。３つの地域で最も人口は少ないが、伝統芸能「庄内神楽」を文化資源とした

神楽の里づくりなどを展開しており、各種イベントや農業体験などを通じて交流人

口の増大に取り組んでいる。  
 
 湯布院地域は、国民保養温泉地の指定を受け、由布市の西部に位置し、人口１万

１千人ほどの小さな温泉まちであるが、保養温泉地として全国ブランドとなってい

る。基幹産業は農業と観光だが、観光のまちとしてのイメージが強い。  

 
          由布院駅前から由布山を望む   由布院温泉旅館の露天風呂 

２ 地域・小規模事業者の現状と課題 

  由布市内の商工業者数１，３０６、小規模事業者数１，０６２（平成２４年経済

センサンス）で全体の８割（８１．３％）を小規模事業者が占めている。 

 業種別に平成２４年度をみると、卸・小売業３０．１％、宿泊・飲食サービス業

２７．５％、建設業１２％、生活関連サービス・娯楽業８．８％、製造業５．４％

等の構成となっている。 

 

「小規模事業者の推移」（由布市） 

  業種 

年度 
建設業 製造業 

卸 売 

小売業 

宿 泊 

飲食業 

生 活 関 連 サ ー

ビス・娯楽業  
その他 合計 

H21 年度 

（構成比） 

134 

（12.7％）

64 

（6.0％） 

340 

（32.1％）

222

（21.0％）

94 

（8.9％）

204

（19.3％） 
1,058 

H24 年度 

（構成比） 

128 

（12.0％）

57 

（5.4％） 

320 

（30.1％）

292 

（27.5％）

93 

（8.8％）

172 

（16.2％） 
1,062 

増 減 

【対２１年】 

△6 

【4.5％】

△7 

【9.9％】 

△20 

【5.9％】

70 

【32.7％】

△1 

【1.0％】

△32 

【15.7％】 
4 

（経済センサンス）
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平成２１年度と比較して平成２４年度は小規模事業者数が４事業者と微増して

いる。これは宿泊・飲食業が７０事業者増加した結果であり、年間４００万人の観

光客が訪れる湯布院地域が創業に適しているためである。しかし、他の業種は全て

減少しており、これに歯止めを掛けていかなければならない。特にこれまで消費者

の利便性の向上に貢献してきた小売業の減少が著しく、これを食い止めることが大

きな課題である。 

 小規模事業者の業種における現状と課題は次のとおりである。 

 

商 業： 由布市に隣接する大分市稙田（わさだ）地区には、地元百貨店トキハ

を核とした『トキハわさだタウン（約１０万㎡）』やサンリブモール（食

品スーパー”サンリブ“や DIY 県下最大店舗”ハンズマン”）、ニトリ等

の郊外型大型店舗や大規模小売店が軒並み進出した影響により、地域外

への購買力流出が大きく、地域内の個人商店は売上不振により厳しい業

況である。年間商品販売額は平成２６年統計と平成１６年統計を比較し

て約１６％も減少している。 

 

   上記の図は、本市に隣接する県内最大の郊外店舗『トキハわさだタウン』 

 

「商店（卸売・小売業）の年間商品販売額推移」    （単位：百万円） 

Ｈ16 年 Ｈ19 年 Ｈ24 年 Ｈ26 年 

42,137 

（―） 

41,848 

（△0.7％） 

37,987 

（△9.8％） 

35,376 

（△16％） 

※下欄：減少率（Ｈ16 年対比）                （大分県統計） 

また、経営者の高齢化や後継者不足などにより、廃業するケースも増

え事業所数も次表のとおり、平成２６年には４割近く（平成１６年比較）

まで減少し、大幅に落ち込んでいる。商店街においても郊外型大型店舗

などの進出により、購買力が奪われ、空き店舗が増加しており、消費者

を吸引できる魅力に欠け活気を失っている。地域に根ざした地域密着型

商業の育成や観光との連携を創出するなど、個人商店や商店街の魅力向

上や後継者の育成支援が課題とされている。  
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「商店（卸売・小売業）の事業所数推移」（由布市） 

 Ｈ16 年 Ｈ19 年 Ｈ24 年 Ｈ26 年 

事 業 所 数 469 434 329 288 

増減率（Ｈ16 年対比） ― △7.5％ △29.9％ △38.6％ 

          （Ｈ16 年～Ｈ19 年、Ｈ26 年大分県統計・Ｈ24 年経済センサンス） 

工 業： 各種製造業など小規模事業者を中心に生産が行われているが、全体と

して製品出荷額や事業所数ともに減少傾向である。  
     事業所数は、市が企業誘致に努めた結果、平成１９年に増加したが、

その後は、地場企業の廃業等により、減少している。近年は景気低迷等

により、市外からの企業誘致が困難となっている状況である。 

事業所数の減少により、平成２６年の製品出荷額等は、平成１６年統

計と比較して１３４億円（37.5％）ほど減少した。  

    

「由布市の事業所数・製品出荷額等（単位：百万円）の推移」  

 Ｈ16 年 Ｈ19 年 Ｈ24 年 Ｈ26 年 

事 業 所 数 

（Ｈ16 年対比）

40 

（―） 

42 

（５％） 

37 

（△7.5％）

35 

（△12.5％）

製品出荷額等 

（Ｈ16 年対比）

35,889 

（―） 

22,322 

（△37.8％）

21,016 

（△41.4％）

22,427 

（△37.5％）

                             （大分県統計） 

     経営基盤が脆弱な小規模事業者は、資金面の問題から深刻な設備老朽

化、後継者不足や従業者の高齢化等による技術・技能の伝承が困難にな

っていく問題等を抱えており、これらの原因により市場ニーズに適応し

た製品開発・製造が遅れた結果、業況が低迷するという負のスパイラル

に陥っている。特に、地場農産物などを使用した特産品開発に積極的に

取組んでいる小規模事業者はいるが、多くの特産品は消費者の味覚に合

う商品づくりや消費者にアピールするパッケージづくりなどのブラッシ

ュアップ等が必要とされるなかで、資金面の問題もあり、旧態依然とし

た状況がある。  
     新たな販路開拓や製品の魅力度をアップしていくためには、技術力の

向上、企業の体質改善及び経営力の強化を図るとともに他産業との連携

を図りながら地域資源を活用した振興支援が課題とされている。  
 
観光業： 由布市の観光は、全国的な知名度を有する由布院温泉を抱え、観光地

    としての認知度は高く、国の内外を問わず、多くの観光客が訪れており、

市の産業の中心的な存在の一つでもあり、市の持つ強みともなっている。
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 しかしながら、観光客数は平成１９年の４７０万人をピークに近年は

４００万人を下回り、横ばい状況となっている。由布市ならではの魅力

を観光客に伝えるプログラムを創出し、発信していくことが課題とされ

ている。  
 また、観光消費額も観光客数同様に、平成１９年の１７２億円をピー

クに１４０億円までに落ち込んでおり、商店の業況や商店街の空洞化に

も影響を及ぼしている。これは、前述の商業の課題でも記載したが、商

店や商店街は観光客を吸引できる魅力に欠け、購買チャンスを逃してお

り、消費者ニーズの対応、ハード面の老朽化、変化に対応する店づくり

等が課題とされている。  
 

「観光客数（単位：人）・観光消費額（単位：千円）の推移」（由布市） 

 Ｈ21 年 Ｈ22 年 Ｈ23 年 Ｈ24 年 Ｈ25 年 

観光客数 

（前年対比） 

3,885,654 

（―） 

3,863,739 

（△0.6％）

3,915,113 

（1.0％） 

3,888,454 

（△0.7％） 

3,962,271 

（1.0％） 

観光消費額 

（前年対比） 

13,438,688 

（―） 

13,651,071

（1.5％） 

14,503,448

（6.2％） 

13,707,940 

（△5.5％） 

14,114,777

（3.0％） 

                               （由布市観光動態調査）  

  
３ 中長期的な振興のあり方について 

  これまでは、金融指導、税務指導や記帳指導を中心とした従来の経営改善普及事

 業に取り組み小規模事業者を支援してきた。しかし、これからは事業計画に基づき、

地域で持続的発展が期待できる経営活動の推進、新たな需要が喚起できる支援、そ

れから新事業展開や創業などの支援に重点を置くことが重要である。 

そのためには、中長期的な振興のあり方として、小規模事業者の「やる気」と「能

力」を引き出し、巡回指導を強化させ、「強みを伸ばし、弱みを克服する」ことを

支援方針として打ち出すこととする。そして小規模事業者が抱える前述の課題に対

応し、売上の増加や利益の確保に直結した、より効果的な支援策に取り組むことと

する。 

 

具体的な支援方針 

①  経営力強化のために、消費者ニーズ及び小規模事業者の経営情報を収集して、

経営分析・事業計画策定・マーケティング等の支援策を講じ、売上、利益の増

加に取組む。そして時代の変化に適応した経営ができる小規模事業者育成を目

指す。 
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②  販路開拓支援のため、行政や関係団体と連携を強化し、農業・商業・工業・ 

観光が一体となり、地域資源を活用した地域ブランドの創出を目指す。 

   

③   個店の特性を活かしたサービスや店舗機能管理の向上などの支援策を講じ、

観光客を取り込み商店街の活性化を目指す。 

 

④   小規模事業者の高齢化による廃業や後継者不足による廃業による、地域の活

力喪失を防ぐための対応として、創業支援に取組み開業率の向上を目指す。 

 

    また、本会は平成２５年度に旧３町（挾間・庄内・湯布院）の商工会が合併し

て３年目と日は浅いが、地域総合経済団体及び支援機関としての役割を十分に踏

まえ、小規模事業者に対して、計画的巡回訪問の実行により“フェイス・トゥ・

フェイス”が実現できる強みを活かし、きめ細かな伴走型支援に取組む。 

そのうえで経営指導員や他の職員が各種支援策に必要な指導スキルを向上さ

せ、盤石な組織の指導体制も併せて目指すこととする。 

さらに大分県や由布市等の行政機関、大分県商工会連合会及び金融機関等との

連携を強化して、小規模事業者の持続的発展と成長を目指して経営発達支援事業

を推進することとする。 

   この支援方針に基づき、経営発達支援事業の推進に全力を注ぎ、ＰＤＣＡサイ

クルを活用し、継続的な支援を展開する。そして企業能力を増強させ、新たなビ

ジネスモデル等を構築し、持続的な成長を実現させる。  

   １０年後の由布市内の小規模事業者の姿を 

“やる気と能力がある小規模事業者” 

“強みを伸ばし、弱みを克服した小規模事業者” 

とし、これを中長期的な支援方針とする。 

 

４ 経営発達支援事業の目標 

  具体的な支援方針（前記「具体的な支援方針①～④」）に基づき、経営発達支援計

画の目標を次のとおりとする。  
 
＜目標＞ 

目標１ 時代の変化に対応する『経営能力の向上』に取り組む。       

     具体的には、 

     時代の変化に対応できる小規模事業者の育成には、多様化する社会情勢

や消費者ニーズに応えることが必要である。そのためには、地域状況を含

めた社会情勢や消費者ニーズに対応する企業体質と計画を持つことが重

要となり、小規模事業者が持続的に安定した経営ができる体制を構築する
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必要がある。 

こうしたことから経済状況や需要動向の情報収集と分析を行い、経営課

題の抽出から事業計画の実行、実行後のフォローアップまでの支援を行う

とともに、専門家等からの指導・助言を受け経営力を強化させる。 

そして、支援していく中で、いかに時代の消費者ニーズ、種々の変化に

適合する業態変化ができるかの視点を養わせ、成長が見込める企業への育

成に取り組む。  

 

 目標２ 行政等と一体となって『地域ブランド創り』を目指し、地場産品の販路開

拓支援に取り組む。 

具体的には、 

由布市ブランドの安全で安心できる地域産物の掘り起こしを行い、地域

特性を武器に、地域外で競争できる特産品等の開発や販路開拓の支援を行

政や農・商・工と強みである観光と一体となって推進させる。 

 

 目標３ 魅力ある個店を創出し、観光客を取り込み集客力・売上を向上させ、『商店

街の活性化』に取り組む。 

具体的には、 

多くの観光入込客（約４００万人）があるものの、観光客を吸引できる

には、個店の魅力度が乏しく、販売チャンスを逃している。これは、消費

者のニーズへの対応、ハード面の老朽化、変化に対応する店づくり等、商

店街づくりが遅れたことが影響している。 

個店の販売管理機能や店舗管理機能の向上などの支援策を講じ、観光客

を取り込み、集客力・売上等の向上に取組む。また、行政や商店街組合等

と連携し、イベント等を開催するなど地域コミュニティの担い手として賑

わいの創出に取り組む。 

 

目標４ 地域経済の活力維持を目指すため、新たな担い手の参入を促進し、『起業・

創業支援』に取り組む。 

具体的には、 

商店街の空き店舗や商工業者の減少が進行していることから、新たな担

い手の参入を促すため、起業・創業希望者の支援にも力を入れ、地域経済

の活力の促進に取り組む。  
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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】  
    経済動向調査は、大分県商工会連合会から受託した「中小企業景況調査」と

   県からの依頼による「小規模企業景気動向調査」を実施しているのが現状であ

る。  
    経営発達支援計画を実行するにあたり、これまで実施していた調査に加え、

行政及び金融機関の景況関係等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。さらに管内の小規模事業者の現況を把握するため、対象事業所

を選定したうえで商工会独自の聴き取り調査を実施する。 

 調査・分析から抽出された課題を、経営指導員で構成される経営支援会議に

より明確にして、問題点の的を絞り効果的な支援に取り組む。  
 
 （事業内容）  

（１）県内・国内の同業種や他業種の業況を把握するため、大分県商工会連合会

  から受託した「中小企業景況調査（四半期毎、実施）」と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」や（株）日本政策金融公庫総合研

究所の「中小企業景況調査」や「全国小企業月次動向調査」の収集を行う。

【指針③】  
 
（２）小売業を中心とする本地域の小規模事業者の販売商品等の価格と比較する

  ため、総務省が公表している「小売物価統計調査」から商品の小売価格及び

サービス料金価格の収集と把握を行う。【指針③】  
 

（３）金融面では、（株）日本政策金融公庫総合研究所の「信用保証利用企業動

  向調査」から資金繰りや借入金額等の状況の収集と把握を行う。【指針③】  
 

  （４）日経テレコンを活用して、トレンド情報の収集に努める。【指針③】  
 
  （５）持続的発展と成長を目指す小規模事業者１００社を選定し、聴き取り調査

    を実施する。調査内容は、①自社の業況判断、②①の判断理由、③客数や売

    上高、④利益率、⑤資金繰り、⑥店舗（店構え等）、⑦自社の課題等につい  
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て実施し、管内小規模事業者の経営状況を把握する。【指針③】  
 

  （６）この収集・把握した各統計調査と聴き取り調査を基礎資料として、月例開

催の経営指導員による経営支援会議において、分析・協議する。【指針③】  
 

  （７）協議結果を基に、本地域の経済動向等の概要を作成する。業種別の採算・

    資金繰り状況・業況等の情報共有を行い、この経済動向等の概要を巡回指導

    ・窓口指導の際に相談者を中心に提供を行う。また、本会ホームページ等に

も掲載し、今後の事業展開への参考資料として小規模事業者に活用してもら

う。【指針③】  
 

  （８）また、適宜に業況判断等の把握を行うため、総務省が公表している「個人

企業経済調査」など行政や金融機関の各種統計調査を分析・活用し小規模事

業者にきめ細かな支援に取り組む。【指針③】  
 
（目標） 

項 目 26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

聴き取り調査件数 15 100 100 100 100 100 

※聴き取り調査件数：経営指導員１人当り２５件（広域指導課長を除く） 

 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】  
    現状は、①金融相談や国の施策活用の際に提出された決算書、②記帳機械化

   業務を受託している小規模事業者の財務諸表を基に、財務分析を行い、その中

   で問題点を抽出し、改善指導を行っている。この財務分析の手法では、収益性

   ・安全性・成長性などの状況を把握し、経営指標との比較による企業の健全性

   と財務改善の提言を行っていた。  
    経営発達支援計画を実行するにあたり、より効果的にするために、『ヒト・モ

ノ・金・情報』などの定性的な経営資源についても加味した経営分析を行う。

    この“経営分析結果”を経営計画の基礎資料として、支援していく。  
 

（事業内容）  
  （１）経営体質の強化、新たな商品・サービスの提供や新事業分野へ進出するな

ど意欲のある小規模事業者や今後も事業継続可能な後継者がいる小規模事

業者に対して、巡回指導等を通じて経営分析対象事業者の絞り込みを行う。

この対象事業者から経営指導員が行う月例開催の経営支援会議で選定を行
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う。【指針①】  
 

（２）選定した小規模事業者に対して、企業理念、経営課題、支援規模内容、商

品構成、サービス内容、資金繰り、商圏、今後の業況判断等の項目による本

会作成のヒアリングシートに基づき経営情報の収集を行う。【指針①】  
 

（３）ヒアリング結果、財務分析結果及び過去の指導データ等に基づき、生産性、

    収益性、成長性、企業の組織体制等に区分して問題点の整理を行う。【指針  
    ①】  
 
  （４）経営資源である人的資源・商品・店舗機能・技術力・資金力・情報収集力・

    競争力・地域等からの信頼等について分析を行い、問題点を整理する。【指針

①】  
 

（５）分析は同一小規模事業者に対して、毎年継続的に実施する。【指針①】  
 
  （６）分析結果等は、経営指導員が行う月例開催の経営支援会議で協議を行う。

     分析結果には、修正や新たな分析項目を加えながら情報の共有化を図り、

①売上・利益低迷、②不適正な在庫状況、③設備の稼働率低迷、④店舗施設

管理、⑤販路の状況、⑥資金繰りの安定化等の解決策を立案する。  
     また、分析結果や解決策案は後記３の事業計画策定に活用する。【指針①】

 

（７）専門的な経営課題等に関する分析等については、大分県商工会連合会と連

    携し中小企業診断士等の専門家から指導・助言を受け、解決を図ることとす

る。【指針①】  
 

（目標） 

 支援内容 26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ヒアリング件数 15 100 120 140 160 180 

経 営 分 析 件 数 15 20 28 36 44 52 

※ ヒアリング件数：初年度、経営指導員１人当り２５件とし、翌年度から毎年度

１人当り５件増とする。（広域指導課長は除く） 

※ 経営分析件数：初年度、経営指導員１人当り５事業者数とし、翌年度から毎年

度１人当り２件増とする。（広域指導課長は除く） 
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  ３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  （１）小規模事業者の事業計画策定支援として、金融相談、経営革新計画及び小

規模事業者持続化補助金の策定などの支援業務の中で、中期的（３～５年間）

な事業計画作成の支援をしている。これらの支援業務は、小規模事業者の依

頼に応じ、担当経営指導員が主体となり事業計画を策定しており、小規模事

業者が自発的に策定していない。この理由として、『事業計画の必要性が理

解されていない』ことや『時間や人的資源等』から計画策定に取り組めない

などが考えられる。 

こうした状況の改善を図るため、巡回指導や窓口相談時、セミナー等を通

じて『高度成長期は”感“と”経験“と”度胸“で行う経営も成り立ってい

たが、急速に変化する経営環境の中では、短期・中期・長期の明確な経営方

針が定めた事業計画を立案して経営を実践していかなければ、消費者の信

頼、金融機関の信頼を得ることは不可能となっている』ことを小規模事業者

に理解してもらう。そして、自ら事業計画策定に取り組む意識を喚起させ、

自発的に策定できる手法を習得して、支援していくこととする。 

支援にあたっては、該当小規模事業者の掘り起こし策として、『従来の経

営改善普及事業の中で支援している事業者』、『需要動向調査の中で新たに支

援が対象となる事業者』、さらに必要とする支援者の漏れをなくすために「事

業計画策定セミナー」を開催する。   

     経営発達支援計画を実行するにあたっては、前記２「経営状況の分析に関

すること」や後記５「需要動向調査に関すること」で実施する分析結果を基

礎資料として活用する。分析結果等を活用して課題解決を図るため、支援対

象小規模事業者と担当経営指導員が経営課題や経営目標を共有し、十分に理

解したうえで『事業計画書』の策定を支援する。 

専門的な課題等への分析・対応については、行政、大分県商工会連合会等

の中小企業診断士等と連携し、解決を図り、実現性の高い『事業計画書』の

策定を支援する。 

 

（事業内容）  
①  巡回訪問や窓口相談時に、経営分析、需要動向調査等で取りまとめた分析等

を提供・活用する小規模事業者に対し、事業計画とは、「事業目標を実現する

ための具体的な行動計画であること」、「５年後程度迄の目標や戦略・戦術等

を描いたものであること」など、事業計画の重要性について説明を行う。  
また、事業計画は、経営管理、取引先や金融機関等の協力者を増やすための

道具であることも併せて説明し、事業計画策定への意欲を喚起することとす

る。【指針①、②】  



12 
 

②  上記①から事業計画策定の意欲のある小規模事業者に対し、自社の現状を把

握してもらうため、財務比較表、ＳＷＯＴ分析表、３Ｃ分析等のフレームワ

ークを活用して、できる限りわかりやすく分析結果の説明を行う。自社のこ

とを「分かったつもり」になりがちであるため、客観的な視野で現状の自社

の経営課題や経営環境、いわゆる“強み・弱み”を理解・把握してもらう。【指

針①、②】  
 

③ 担当経営指導員は、自社の強みを伸ばしていく方法や自社の弱みを防ぐ方法

等について指導・助言を行う。顧客から見た自社の商品・サービス等の良さ

を見つけ、それを伸ばすことや弱みがどのような理由で生じているかを掴み、

防ぐことなどについて共有を図り、事業計画策定を支援する。【指針①、②】

 
④ 支援対象小規模事業者と担当経営指導員で事業計画書の検討を行い、大分県商

工会連合会が作成した経営分析及び事業計画策定等の支援ツール「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」（注）を基に事業計画

書を策定する。【指針②】  
 （注）コンサルタントの手法やノウハウを活用し、中期の利益計画、マーケティン

グ計画、事業計画などの策定支援を目的に作成されたマニュアル。  
 

  ⑤  事業計画書には、前記２の経営分析、後記５の需要動向調査等の分析結果を基
礎資料として参照し、担当経営指導員が支援対象小規模事業者に対応した課題

解決策も組み入れ、支援を行う。例えば、小規模小売業の特性を活かすために

は「専門的な品揃えの強化」や「顧客に細かく対応したサービスの強化」など

品揃えやサービス面の明確な差別化について助言する。需要拡大のためには、

「製品」、「価格」、「プロモーション」、「流通」などの販路開拓の手段について

助言する。集客力の向上のためには、「店舗の訴求・誘導」、「商品の選択・演

出等」の店舗機能管理や販売管理について助言する。【指針②】  
 
  ⑥  さらに行政や大分県商工会連合会等と連携して専門家による指導、助言も受け
    実現性の高い事業計画書を策定する。【指針②】  
 
  ⑦  また、個別指導に留まらず、上記②で支援した小規模事業者以外で成長志向と

意欲のある小規模事業者の掘り起しを行うため、事業計画策定に関するセミナ

ーを開催する。セミナーでは、(1)事業計画の目的を明確化、(2)物的要素、人

的要素、資金的要素などの個社の制約条件の明確化、(3)マーケティング戦略

の立案等、小回りの利く小規模事業者ならではの特性にスポットを当て、取り
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組みやすい計画づくりを理解してもらう内容とし、具体的な事業計画策定の手

法の習得を目標とする。  
事業計画策定セミナーの開催周知は、本会広報誌、ホームページ、由布市報

等への掲載や巡回時に行うこととする。【指針②】  
 
  ⑧  事業計画策定セミナーに参加した小規模事業者のうち、事業計画策定に取り組

む小規模事業者に対して、巡回訪問の強化や中小企業診断士等の専門家派遣に

よる指導・助言を行う。【指針②】  
 
（目標）  

支援内容  26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営発達支援

計画策定事業

者数  
0 12 16 20 24 28 

事業計画策定  
セミナー開催  
数  

0 1 1 1 1 1 

※経営発達支援計画策定事業者数：経営指導員１人当り３件、最終年度７件  
                 （広域指導課長は除く）  
 

（２）創業・第二創業支援【指針②】  
     創業支援の相談に関しては、創業補助金の申請に関する案件が多い現状が

ある。この案件の全てが湯布院地域で、庄内及び挾間地域では、創業補助金

の申請がない。  
     湯布院地域は、地域づくりの成功事例として常に引き合いに出される由布

院温泉があり、年間４００万人もの観光客が訪れ、観光客の消費支出が多く、

観光客を対象にした小売業や飲食業の創業に適した立地であることが起因

している。  
     庄内地域は農産加工業としての可能性、挾間地域は大分市のベッドタウン

    で定住人口が微増している地域であり、ビジネスが成り立つ可能性を秘めて

いる。  
     創業は、由布市全域にバランスよく出てくることが必要と考えており、

そのためにはそれぞれの地域が持つ特性等と創業希望者とのマッチング活

動を行っていかなければならない。  
 由布市が「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」の認定を受

け、その連携支援機関として本会も指定されたことから地域の現状や特性に

あった連携体を構築して、創業支援を充実させていく。  
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さらに（株）日本政策金融公庫や大分県商工会連合会とも連携し、専門家

による創業セミナーを開催して、創業希望者に経営知識の習得を行う。  
 このセミナーの周知方法として、本会広報誌やホームページ、由布市報等

に、創業に関する各種施策・融資制度の情報を併せて掲載するなど、わかり

やすく興味を持てる訴え方の記事づくりに心掛ける。  
    第二創業や経営革新支援についても巡回訪問や前記３の事業計画策定支

援において、小規模事業者の掘り起しを行う。  
 
（事業内容）  

    ①  創業には、業種・業態選びからビジネスプラン・事業計画書の作成、資金調達、
会社設立のための手続きなど、さまざまな準備が必要なため、創業希望者に対

して、創業セミナーを実施する。【指針②】  
 
  ②  創業セミナーの開催にあたっては、本会広報誌やホームページ、由布市報等の

活用や経営指導員の巡回時に地域の状況に詳しい自治委員等を通じてチラシ

を配布し、広く周知を行う。【指針②】  
   
  ③  創業計画策定支援では、「創業の動機」、「事業の経験等」、「取扱商品・サービ

ス及びセールスポイント」、「取引先・取引先条件」、「必要な資金・その調達方

法」、「事業収支予測」、「融資返済シミュレーション」などについて、助言・指

導を行う。経営指導員で対応しきれない専門的な課題については、大分県商工

会連合会と連携して中小企業診断士等の専門家による指導、助言を依頼し、創

業に導けるようきめ細かな支援に取組む。【指針②】  
 
  ④  第二創業や経営革新支援も巡回訪問や事業計画策定支援において、対象業者の

掘り起しを行う。経営革新支援については「新たな事業活動」の取組みが見込

める小規模事業者の計画づくりに参画し、経営革新計画承認への支援を行

う。新たな周知方法として、経営革新承認企業の支援措置である、県の補助制

    度・政府系金融機関による低利融資制度・信用保証の特例・各種税制措置等の
周知を本会広報誌や巡回時等に行うなどして、持続的発展が期待できる小規模

事業者に経営革新計画に取組むメリットをアピールする。【指針②】  
 

（目標）  
支援内容  26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

創業セミナー開催回数 0 1 1 2 2 2 

創 業 者 件 数 0 1 2 4 6 8 

経営革新計画承認件数 2 2 3 4 5 6 
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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】  
  （１）これまでは、運転資金・設備資金の借入申し込み時に策定した事業計画や

小規模事業者持続化補助金など国の各種支援策を活用した事業を実施する

際に、計画の進捗状況等を確認し、指導・助言を行っていたが、継続的な支

援には取り組んではいなかった。そのため、資金注入後の経営状況の改善が

見られない事例や補助事業計画の売り上げ目標が達成できない等の事例が

あり、継続的に密着した支援の必要性を痛感していた。  
     経営支援計画を実行するにあたり、事業計画策定後の支援にも力を入れ、

事業計画の実現を目指し、継続的（５年間）な伴走型支援に取り組む。  
その支援方法として、事業計画実行後に、経営上の問題点を早期に察知し

て業績を上げていくことが可能となるため、ＰＤＣＡサイクルを活用する。

ＰＤＣＡサイクルを活用して、目標に対する事業活動とその成果を四半期

毎に確認し、業務改善や計画の修正等、支援を行うこととする。  
 

（事業内容）  
  ①  事業計画策定したすべての支援者に対して、策定された事業計画書の達成に

向けて、担当経営指導員がフォローアップ支援を行う。【指針②】  
 
  ②  フォローアップ支援は、四半期毎に行い、ＰＤＣＡサイクルを活用して売上や

利益の達成状況、事業目標の達成度合いなどの進捗状況を確認する。目標との

乖離がある場合は、原因の究明を図り、計画の修正・変更等を含め指導・助言

を行う。また、計画通りに順調である小規模事業者には状況に応じて、支援頻

度を減らし、計画通りに取り組めていない小規模事業者には支援頻度を増やし

て事業計画の実現に向け、伴走型支援に取り組む。【指針②】  
 

③  ②の指導・助言のために、経営支援会議を開催し、進捗状況や新たに発生した

課題などの情報共有、必要な指導・助言を協議し、計画通りの事業遂行に向け

た支援策を協議する。【指針②】  
 
④  市場・販路や店舗機能・商品・サービスの差別化等の専門的な指導を必要とす
る場合や上記②で原因の特定が困難な場合は、大分県商工会連合会と連携し、

中小企業診断士等の専門家派遣による指導等を依頼し、伴走型支援を行う。  
  また、事業計画実現のため、５年間継続的な支援に取り組み、小規模事業者の
持続的発展に取り組むこととする。【指針②】  

 
  ⑤  本会の支援により策定した計画の実施にあたり、設備投資や販路拡大等に必要

な資金については、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を斡旋し、
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本資金の導入により計画の実現を支援する。【指針②】  
 

（目標）  
支援内容  26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

フォローアッ

プ事業者数  
6 12 28 48 72 100 

 
（２）創業後の支援についても、事業の継続のために重要である。経営指導員に

よる定期巡回で困りごと支援をし、専門的な案件については、中小企業診断

士等の専門家を活用して個別指導を行い、創業後リスクの解消を図る。  
 

（事業内容）  
  ①  創業セミナー受講後に創業した者や創業間もない者に創業後のフォローアッ

プとして経営指導員の巡回訪問による個別指導を行う。【指針②】  
 

②  個別指導は、事業計画の進捗状況の確認を行うとともに、創業後直面しやすい

課題とされる資金調達や取引先の開拓、人材の確保などについて指導・助言を

行うこととする。また、公的融資や助成金の申請手続きについても個別に支援

を行い、課題解決に取り組むこととする。【指針②】  
 
  ③  高度な指導が必要な創業者には、大分県商工会連合会と連携して専門家派遣に

よる指導を行い、創業後の成功率を高める。【指針②】  
 
（目標）  

支援内容  26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

創業後個別指導事業者数  0 1 2 4 6 8 

 
５ 需要動向調査に関すること【指針③】  

   これまでは、巡回訪問や窓口相談時に小規模事業者の販売促進相談に応じ

て、本会が実施しているお買い物券事業で取り組んだ簡易な調査結果（購入商

品・購入金額・年齢・不満な点等）を需要動向として、小規模事業者に情報提

供していた。  
    しかし、簡易な調査であったため、真の消費者ニーズの提供とは言えないも

のであった。  
    また、本会も需要動向を把握するために必要な十分なデータを保有しておら

ず、小規模事業者が抱える消費者が望む商品やサービスの提供という販売力強
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化の経営課題に対応できていなかった。  
    時代の変化に対応して持続的発展をしていくためには、データに基づく科学

的手法による販売促進計画を立案し、それを実践していくための支援をしてい

かなければならない。  
その手段として、本地域の消費者動向等を把握するため独自調査を行うとと

もに、「商業動態統計」や「消費動向調査」など国等の行政が公表している需要

動向調査や日経テレコンなどのシステムを活用し、小規模事業者が取り扱う商

品やサービスの需要動向に関する情報を収集する。そして潜在的な消費者ニー

ズ等の分析を行い、消費者欲求の高い商品、トレンド商品等の顕在化を行う。

その結果を取りまとめ「事業計画策定」及び「事業計画策定後のフォローア

ップ」を行っている事業者に提供し、商品の企画や開発、仕入れ・販売計画、

売上増加、利益確保に直結する資料として活用する。  
さらに情報提供の漏れを防ぐため、本会ホームページにおいて、需要動向情

報として公開する。  
 
（事業内容）  

（１）小規模事業者が取り扱う商品や製品、提供するサービス等が本地域でど

のように消費者に評価されているかなどを把握するため、本会が消費動向

調査を実施する。この調査は、本会が市の補助を受け、市内での経済循環

を図るために５％のプレミアを付けて実施しているお買い物券事業でお買

い物券を購入する消費者を中心に行う。  
   調査方法は、消費者が本会本所、挾間支所、湯布院支所でお買い物券の

購入時に調査を行う。  
      その調査内容は、①購入予定商品、②購入予定金額、③購入予定商店（業

種）、④購入する動機、⑤価格やサービスに対する意見、⑥年齢、⑦性別、

⑧職業、⑨購入時間帯など、消費者ニーズを把握する。【指針③】  
    

（２）日経テレコンや日経ＭＪ、日経トレンディ等の専門誌情報や見本市等の

売れ筋ランキングをもとに、経営分析や事業計画策定を行う小規模事業者

が取り扱う主要商品やサービスについての最新情報を収集する。【指針③】

 
（３）販路開拓やビジネスマッチングを目的とする、後記６「新たな需要の開

拓に寄与する事業に関すること」で市と連携して実施する商談会等で参加

するバイヤーに対して、本会が取引先の動向調査を実施し、潜在化してい

る取引先のニーズを把握する。【指針③】  
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（４）このほか、全国的な消費者動向や業界動向を把握するため、国の「消費

動向調査」、「家計消費調査」、「商業動態調査」、「サービス産業動向調査」

や大分県が公表している「商業統計調査」、金融機関の各種統計調査などを

収集する。【指針③】  
    

（５）これらの収集・把握した前記（１）から（４）までの各統計調査と本会

が行った調査を経営指導員による経営支援会議において協議を行い、整

理・分類する。整理・分類には、業種・商品（製品）・技術・消費者などの

分野に区分し、商品内容やサービス、品揃え、消費者特性（性別・年齢・

職業等）、価格帯、取引先動向、業界動向等の項目に、整理・分類する。【指

針③】  
 
（６）また、整理・分類した上記の経営支援会議において、小規模事業者の課

題解決に役立つよう、①消費者が何を求めているか、②どのような趣味・

志向なのかなど消費者ニーズを明確にするため分析を行う。③そのニーズ

を満たすにはどのような商品やサービス等が適しているか分析を行う。④

また、取引先のニーズ（仕入れたい商品は何かなど）の分析を行う。⑤さ

らに競合環境の変化（競合企業、競合商品、店舗、商品（製品）、サービス

など）について、優位性や弱点の分析を行う。【指針③】  
      
   （７）上記（６）で行う分析が偏った分析にならないよう大分県商工会連合会

と連携し、専門家の指導・助言を依頼する。専門家の意見も取り入れるこ

とにより、精緻で有益な分析にまとめていくこととする。  
そして、この分析結果を本会ホームページに掲載し、情報提供の漏れを

防ぐこととする。【指針③】  
 

（８）収集した調査情報や上記（７）の分析結果を経営指導員が巡回訪問や窓

口相談時に事業計画策定や事業計画進捗状況のフォローアップ等の支援を

行っている小規模事業者に情報提供を行う。  
この情報提供から「消費者（買い手）のニーズ」を把握させ、「個社の売

りたい（売れる）商品」や「個社の売りたい（売れる）サービス」を見い

出させ、そして「既存商品（製品）のブラッシュアップ」や「サービス・

クオリティの向上」させ、「売れる商品（製品）づくり」・「売れるサービス

づくり」に導けるよう指導・助言を行い、伴走型支援に取組む。【指針③】

 
（９）上記（８）で情報提供を行った小規模事業者のうち、商品構成による商

品戦略や販路開拓、特産品開発等に意欲のある小規模事業者には、中小企

業診断士等の専門家と連携し、具体的に踏み込んだ個社支援に力を入れ、
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売上や利益の拡大に結び付ける。【指針③】  
 

 （10）また、上記（８）で支援した小規模事業者以外で成長志向と意欲のある

小規模事業者にも巡回訪問や窓口相談時に情報提供を行い、需要拡大につ

なげられるよう支援に取組むこととする。【指針③】  
     

（目標）  
項 目 26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

消費者動向調査件数 0 300 350 400 450 500 

取引先動向調査件数 0 5 10 10 20 20 

情 報 提 供 件 数 20 200 240 280 320 360 

 ※情報提供件数：初年度、経営指導員１人当り５０件とし、翌年度から毎年度１人

当り１０件増とする。（広域指導課長は除く） 

 

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】 

    大分県、由布市、（株）日本政策金融公庫、全国商工会連合会等の開催する 

展示会、商談会、物産展等への参加案内を実施し、商品・サービスの認知度の

向上と新たな販路開拓を推進している。また、全国商工会連合会が実施してい

る販路支援Ｗｅｂシステム（以下「ＳＨＩＦＴ」という。）に約１３０事業所の

ホームページを開設し、商品・サービスのＰＲ支援を行っている。 

 由布市は、高いブランド力を誇る観光地「湯布院」としての地域イメージを

有している。地場産品の生産・販売を促進するためには、地場産品とこれらの

イメージを結びつけて、特産品の開発や販路開拓を行うこと等が求められてい

る。しかしながら、小規模事業者は、経営基盤が脆弱であるため自助努力だけ

では、特産品を開発することや開発しても販路を開拓することに資金面に目途

が立たないなど単独での事業に取り組むことが困難な状況である。 

こうした状況の改善を図るため、市に設置されている「地産地消・特産品ブ

ランド化推進協議会」（注）と連携を図り、市の重点施策や補助制度の活用を推

進し、資金面などの手当てを行い、特産品の開発や特産品等の販売を促進強化

する。 

「地産地消・特産品ブランド化推進協議会」と一体となった特産品開発や販路

開拓支援に取り組み、農業・商工・観光との連携を図る。 

（注）「地産地消・特産品ブランド化推進協議会」：市農政課が事務局。 

農協、各観光協会、旅館組合、本会で構成され、協議会長は本会の会長で

ある。特産品開発・地産地消の人材育成等に取り組み、農業・商工・観光

業の交流と連携を推進している。 
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（事業内容）  
（１）県、市、大分県商工会連合会、全国商工会連合会等が実施する展示会や商

談会への出展を勧め、積極的に特産品等の販路開拓を支援する。【指針④】 

 

  （２）ＳＨＩＦＴについてもホームページ開設事業所と掲載内容の充実と更新に

    関する指導を行い、認知度の向上を図る。【指針④】 

 

（３）市の「地産地消・特産品ブランド化推進協議会」と一体となり、地場食品

    加工企業や団体等と連携し、それぞれの業種を活かした特産品開発、特産品

等の販売促進を推進する。その推進策として、市の情報発信（ＰＲ）などの

重点施策や補助制度の活用を周知し、支援する。市内の道の駅や里の駅など

と連携を図り、市産農作物や加工品、市産品の直売所として利用し、地域ブ

ランド創りを農業・商工・観光と一体となって取り組む。【指針④】  
 

（４）市と連携して開催する「ゆふ食の笑談会」（注）への出展を促し、バイヤー

との商談会等の機会を設け、販路開拓の支援に取り組む。【指針④】 

（注）由布市の地域資源や特産品などの魅力を情報発信し、由布市農産物と加工

食品、特産品等の販売増加と農業及び観光振興に寄与することを目的として

  実施している。 

 

（５）ブラッシュアップが必要な出展商品には、「商品仕様」、「商品自体の訴求

ポイント」、「味」などの指導を個別相談や専門家派遣により行い、売れる商

品への支援にも取り組む。【指針④】 

 

（６）小売・サービス業を対象としたホームページ・ＳＮＳなどのネットマーケ

ティングに関する個別相談や専門家派遣を行い、ネット販売、通販サイトな

どのＩＴを活用した販路開拓の支援策を講じ、売上向上に取り組む。【指針④】

 
（目標）  

支援内容  26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

出展情報提供企業数  50 200 240 280 320 360 

商談会等出展企業数  2 5 10 15 20 25 

ＩＴ活用支援企業数  0 5 10 15 20 25 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

  １ 地域経済の活性化 

本会の地域振興委員会（役員１０名で構成）において、地域経済の活性化に

資するイベント等で「交流人口の増加」、「小規模事業者のイベント等への参加

促進」、「特産品等の販売促進」、「観光資源のＰＲ」などについて検討する。  
    地域振興委員会は、観光資源や特産品等の知名度を向上させるため、市、観

光協会及び旅館組合等と連携を図り、賑わいづくりの創出と小規模事業者の売

上向上等につながる良好な環境づくりに取り組む。  
 
（事業内容）  
（１）市、商店街と連携を図り、全国的に広がりを見せている軽トラ市を２８年

度から湯布院町で開催し、地場産品や加工品等の販売を行い、地産地消と商

店街の活性化に取り組む。この軽トラ市を開催することにより、地産地消の

推進、地域の魅力の情報発信、開発商品の販売促進など多面的な効果が期待

できるため、いずれは由布市全域での開催に波及させたい。そのためにも地

域振興委員会が中心となって市や主催者側の支援を得られるよう働きかける

こととする。  
 
（２）小規模事業者の売上や利益等の向上につなげるため、湯布院のブランド力

を上手に利用して湯布院手作りのイベントである「湯布院映画祭」など湯布

院地域で開催される各イベントに観光資源のＰＲや特産品等の販売促進を行

う。また、交流人口の増加や観光資源や特産品の知名度向上にも取り組む。

 
（３）観光面での由布市は、日帰り客が増加しており、狭い範囲に短時間滞在

して他の観光地へ移動するケースが多くみられる。市内にゆっくり滞在して

もらうためには、過ごし方や楽しみ方を地元から提案・発信していくことが

重要である。こうしたことから市、観光協会及びグリーンツーリズム研究会

等と連携を図り、由布市で掘り起こした地域資源を活用した着地型旅行商品

等の検討・開発に取り組むなど市の観光振興に寄与し、地域経済の活性化を

図っていく。  
（目標）  

 項 目  26 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地域振興委員会開催回数  0 4 4 4 4 4 

軽 ト ラ市開催回数  0 1 2 3 4 5 

軽 ト ラ市来場者数  0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 

イ ベ ン ト 連 携 数  0 3 4 5 6 7 
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Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

  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）大分県商工会連合会の広域指導課長等会議で、県内商工会の支援の取組み

状況やノウハウについて情報交換を行う。特に経営発達支援計画の取組み状

況や支援策等について、情報交換等を行い、参考となる他の商工会の支援策

等を学ぶこととする。また、下記に掲げる項目について、重点的に情報交換

を行うこととする。  
    ア 経営発達支援事業における経済動向調査及び需要動向調査の具体的方法

と活用について  
    イ 経営発達支援事業における事業計画策定で抽出された課題と解決策につ

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  
   
  （２）金融懇談会（注）を開催し、（株）日本政策金融公庫や管内金融機関との  

連携を図り、地域状況や業況、資金需要の動向等についての情報交換を行う。

   （注）金融懇談会：政府系金融機関及び地元金融機関と商工会役員（金融審査

委員）等が政策金融を含めた中小企業融資等の状況や今後の対応等につい

て意見交換を行い、相互理解と円滑な融資に資することを目的として開催

する。  
 

  （３）由布市商工担当課と定期的（四半期に１回）に連絡会議等を開催し、地域

    の経済動向や小規模事業者の支援方法等について意見交換を行い、連携を強

化する。  
 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

  （１）本会において、経営支援会議等を定期的（月１回）に開催し、支援状況か

ら課題や支援方針等の検討を行うなどし、指導スキルを向上させる。また、

他の支援機関の情報交換で得た支援ノウハウや経営状況の分析結果等を組

織内で共有させ、支援業務に活用させる。  
 

（２）大分県商工会連合会が実施する研修会へ参加し、知識等を習得させる。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」に参加させる。研修内容は、以下のと

おり。  
ア 職務別能力向上研修（各経営指導員１日以上）  
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  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（各経営指導員２日以上）  
  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  
 

（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

援のための手法を学び、支援スキルを高める。  
 

  （４）若手指導員は、ＯＪＴによる資質向上にも取り組む。その方法は、巡回

及び窓口指導で経験豊富な指導員等に同行し、小規模事業者の支援に取り組

み、アプローチからヒアリングの方法や具体的な指導方法を学ばせることと

する。  
 

（５）経営指導員には、常に自己研鑚を通じて小規模事業者のニーズに応えてい

く姿勢が求められている。このため、小規模事業者支援に必要な公的資格取

得を促し、早期合格のための支援を強化する。また、大分県商工会連合会の

「商工会等職員資格取得支援制度」（注）の助成制度の周知を徹底するなど、

公的資格取得への支援を行う。  
   （注）「商工会等職員資格取得支援制度」：職員が小規模事業者を支援するため

の知識として必要な公的資格を取得するための勉強会の支援の奨励金や  
通信教育を利用した経費の助成金を支給する制度。  
 

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、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法によ

   り評価・検証を行う。  
 （１）評価委員会の設置  

    ア 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。  
    イ 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。  
ウ 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
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    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。  
エ 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後、次年度以降の見直し案を

    理事会へ報告し、承認を受ける。  
   オ 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。  

    カ 事業の成果・評価・見直しの結果については、本会のホームページに計

画期間中、報告する。（http：//yufushi.oita－shokokai.or.jp/） 

      また、本会通常総代会資料、本会広報誌に記載し報告する。 

 

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 
（株）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 
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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２８年１月１日現在）

（１）組織体制                      

  ア 本事業を直接担当し支援事業を行う者 

    広域指導課長（経営指導員）  １人 

    経営指導員          ４人 

  イ 上記ア以外の職員 

    事務局長           １人 

    経営支援員（補助員）     ３人 

    経営支援員（記帳専任職員）  ２人 

    記帳指導員          １人 

    臨時職員           ５人 

  ウ 組織概要 

  （ア）会員数    

地区名等 挾 間 庄 内 湯布院 計 

会員数 ２１１ １９５ ４４３ ８４９ 

  （イ）役員数 

役職名等 会 長 副会長 理 事 監 事 計 

員 数 １ ２ ２９ ２ ３４ 

  （ウ）事務局職員数 

役職名等 事務局長 経営指導員 経営支援員 記帳指導員 臨時職員 計 

員 数 １ ５ ５ １ ５ １７ 
 

（２）連絡先 

  ア 由布市商工会本所 

     住 所 大分県由布市庄内町柿原２０７－４ 

     電 話 ０９７－５８２－００９４ 

     ＦＡＸ ０９７－５８２－３３９０ 

     メールアドレス info＠yufushi.oita－shokokai.or.jp 

     ＨＰアドレス  http：//yufushi.oita－shokokai.or.jp/ 

  イ 由布市商工会湯布院支所 

     住 所 大分県由布市湯布院町川上３０６４－７ 

     電 話 ０９７７－８４－２４４５ 

     ＦＡＸ ０９７７－８４－２１１４ 

  ウ 由布市商工会挾間支所 

     住 所 大分県由布市挾間町挾間４３３－７ 

     電 話 ０９７－５８３－０２３５ 

     ＦＡＸ ０９７－５８３－００４９  
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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 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

 必要な資金の額 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400

 小規模企業対策事業費 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400

経営状況等分析事業 50 50 50 50 50

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 100 100 100 100 100

販路開拓等支援事業 500 500 500 500 500

創業支援事業 300 300 300 300 300

地域活性化事業 200 200 200 300 300

支援体制の整備事業 50 50 50 50 50

小 計 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400

 

 

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 

１ 地域の経済動向調査に関する支援【指針③】 

（１）連携先：国、大分県、由布市、大分県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫、

地元金融機関 

（２）連携内容：統計調査等の活用及び提供 

２ 経営状況の分析に関する支援【指針①】 

（１）連携先：大分県商工会連合会 

（２）連携内容：ア 専門家による専門的な分析及び問題点の抽出 

イ 「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」の活用及び提供    

３ 事業計画策定支援【指針②】 

（１）連携先：大分県、由布市、大分県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫 

（２）連携内容：ア 専門家による事業計画策定に向けた専門的指導 

イ「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」の活用及び提供 

ウ 創業・第二創業の計画策定に向けた専門的指導及びセミナー開

催 

４ 事業計画策定後の実施支援【指針②】 

（１）連携先：由布市、大分県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫 

（２）連携内容：ア 専門家による事業計画進捗のフォローアップ支援 

イ 小規模事業者経営発達支援融資、創業融資等の各融資制度の情

報提供及び活用支援 

５ 需要動向調査に関する支援【指針③】 

（１）連携先：国、大分県、由布市、大分県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫、

地元金融機関 

（２）連携内容：統計調査等の活用及び提供 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業支援【指針④】 

（１）連携先：大分県、由布市、大分県商工会連合会 

（２）連携内容： ア 物産展や商談会等に関する情報提供及びバイヤーへの斡旋 

          イ 専門家派遣等による商品ブラッシュアップ支援 

          ウ 専門家派遣等によるＩＴ活用支援 
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連携者及びその役割 

１ 大分県 知事 広瀬 勝貞 （連携体制図に記載） 

 〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１－１ TEL097-506-1111 

  連携内容：ア 大分県中小企業活性化条例の活用及び補助事業の実施 

       イ 統計調査の情報提供 

 

２ 由布市 市長 首藤 奉文 （連携体制図に記載） 

 〒879-5498 大分県由布市庄内町柿原３０２番地 TEL097-582-1111 

  連携内容：創業支援（第二創業含）、販路開拓支援、お買い物券事業及び補助事業の実施  

 

３ 大分県商工会連合会 会長 森竹 治一 （連携体制図に記載） 

 〒870-0026 大分県大分市金池町３丁目１－６４ TEL097-534-9507 

  連携内容：ア 専門家派遣による専門指導 

        イ 小規模事業者に関する補助事業等の実施 

        ウ 外部評価委員会の設置による評価 

 

４（株）日本政策金融公庫大分支店 支店長 緒方 広幸 （連携体制図に記載） 

 〒870-0034 大分県大分市都町２丁目１－１２  TEL097-532-8491 

  連携内容：統計調査及び各種融資制度等の情報提供 

 

５（株）大分銀行 頭取 姫野 昌治 （連携体制図に記載） 

 〒870-0046 大分県大分市府内町３丁目４－１  TEL097-534-1111 

  連携内容：統計調査及び各種融資制度等の情報提供 

 

６（株）豊和銀行 取締役頭取 権藤 淳 （連携体制図に記載） 

 〒870-0006 大分県大分市王子中町４-１０    TEL097-534-2612 

    連携内容：統計調査及び各種融資制度等の情報提供 

 

７ 大分みらい信用金庫 理事長 関 啓二 （連携体制図に記載） 

〒874-8639 大分県別府市駅前本町１―３１  TEL0977-22-1181 

連携内容：統計調査及び各種融資制度等の情報提供 

 

８ 大分県信用組合 理事長 吉野 一彦 （連携体制図に記載） 

 〒870-0047 大分県大分市中島西２丁目４―１ TEL097-534-8201 

連携内容：統計調査及び各種融資制度等の情報提供 
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（別表４ 別紙） 
連携体制図等 
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経営支援会議 地域振興委員会

 

大分県商工会連合会 

大分県中小企業
再生支援協議会 

大分県経営改善
支援センター 

大分県事業引継
支援センター 

経 営 安 定
特別相談室 

地域力活用市場獲得等 
支援事業地方事務局 

広域指導センター 

広域指導課長等会議 

大 分 県 商 工 会 連 合 会
経営発達支援事業外部評価委員会 

連 携

評 価 

 
 

大分県中小企業活性化条例の活用 

補助事業の実施・統計データの提供等 

大 分 県 

補助事業の実施・販路開拓（ブランド化）
 統計データの提供等・イベント等の協力 
 創業セミナー・お買い物券事業 
 地産地消・特産品ブランド化推進協議会 

由 布 市 

 創業・第二創業・統計データの提供等 
各融資制度

（株）日本政策金融公庫 

統計データの提供等・各融資制度 

地元金融機関
「（株）大分銀行・（株）豊和銀行 
大分みらい信用金庫・大分県信用組合」 

支 
 
 
 
援 

小  規  模  事  業  者 


