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経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

国東市商工会 （法人番号 3320005008235） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

商工会は、地域の経済を活性化する事を目的とした経営者の団体である。 

最終的に国東市の経済を少しでも活性化する為に日々活動しているが、

その活動の一環として、小規模事業者の事業計画策定を支援する事で小

規模事業者の経営の発達を図る事が本事業の目標である。 

事業内容 

国東市商工会では、平成２８年度より小規模事業者の事業計画策定を支

援しており、特に「売上・利益の向上」等の定量的な成果にこだわった支

援を実施してきた。 

その結果、平成２８年度事業では、事業計画を策定した２７社中、１８社

より「売上が増加した」「増加する見込み」との回答を頂く事ができた。 

そこで、第２期計画として５年計画で事業計画策定を支援する。具体的に

は、毎年１５社の事業計画策定を支援し、計画を策定した後は２年間のフ

ォローを実施する事で、定量的な成果の創出を目指す。 

 
 

連絡先 

国東市商工会 〒873-0503大分県国東市国東町鶴川１６０番地２ 

（電話番号）0978-72-2000 （FAX番号）0978-72-2883 

（E-Mail）info@kunisaki.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 

 

１．１度目の事業実施の評価 

当商工会は、平成 27年 11月に経営発達支援計画の認定を受け、平成 27 年４月 1日から平成 30

年３月 31日の３年計画で経営発達支援事業を実施している。現在３年目の途中である。 

初年度は年度途中での認定であり、目標数値の達成で精一杯な状況であったが、２年目は伴走型

補助金を活用した事業計画策定支援により、18社が「売上が向上した」または「１年以内に向上す

る見込み」となり、金額にすると総額約２億円の売上向上という非常に大きな成果をあげる事がで

きた。 

また、２年目は、外部評価委員会による評価においても、総合評価でＡ（目標を達成することが

できた（100％以上））と認定され、「多くの項目で成果が上がっており、高く評価できる。」とのコ

メントも頂いた。 

本会では、本事業の最終的な目標を「売上・利益の向上などの定量的な成果をあげる事」とし、

「地域の経済動向調査に関すること」「経営状況の分析に関すること」など個別項目の数値目標は

あくまでも過程を計測する中間指標であるという位置づけで１度目の事業を実施してきた。 

外部評価委員会では、中間指標としての数値目標について大半を 100%以上達成している事も評

価されたが、それ以上に最終目標である、「売上・利益の向上などの定量的な成果をあげる事」が

達成された事を大きく評価して頂いたと理解している。 

そのような成果が市内でも認知されるに伴い、「自社も事業計画策定に参加したい」との声が聞

かれはじめ、３年目となる本年度は、新たに 15 社の小規模事業者が参加し、現在事業計画を策定

している。 

そのように、市内の小規模事業者に好評である本会の取り組みであるが、その要因は、第１期の

経営発達支援計画に沿って、以下の支援をシンプルに愚直に実施してきたからであると考えてい

る。 

①事業計画策定を希望する小規模事業者の公募 

②参加各者の経営状況を分析 

③地域の経済状況や個々の商品・サービスに対する需要動向を踏まえた事業計画を策定 

④具体的な行動計画に落とし込んだ上で継続的フォローアップによる実行支援 

⑤広報や販路開拓等の新たな需要開拓を支援 

第１期の事業実施により「小規模事業者の事業計画策定を支援する事で、売上の増加や利益の確

保に直結する」成果を創出できた事から、今回、第２期の計画を策定するにあたっては、基本的に

第１期の取り組みを継続し、単年度でなく継続的に成果を創出できる仕組みを構築する事を主眼

として本計画を策定する。 
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２．当地域の現状 

国東市は「大分の空の玄関」大分空港を擁する。古来仏教文化が栄えた地域として、往時を偲ば

せる多くの古寺名刹が現存する。また「クヌギ」を原木とする椎茸栽培や、古くから山間の農業を

育んできた多くの「ため池」が存在し、2013年に世界農業遺産の認定を受けた。しかしながら行政

合併により国東市となった平成 18年度から平成 25年度の間では、年平均 2.7％ずつ人口が減少し

ており、特に平成 27年国勢調査結果によると、平成 22年国勢調査結果と比較して、国東市は県内

で最も人口減少率が高く、その割合は△10.5％となっている。 

また、高齢化率の推移は平成 17年度が 34.26％、平成 22年度が 36.43％、平成 27年度が 39.72％

と全国平均 26.8％、大分県平均 30.2％を大きく上回っている。 

当地域の商工業者数は下表のとおり減少しているが、平成 21 年から 24 年の減少と比較すると

24年から 26年の減少幅は小さくなっている。 

 

 （商工業者数の推移 ： 経済センサス資料から） 

業  種 建設業 製造業 卸小売業 飲食宿泊

業 

サービス

業 

その他 商工業者

合計 

小規模事

業者数 

H21年度 164 128 459 141 368 132 1,392 1,132 

H24年度    139    115 398    142    349     87  1,230 1,031 

H26年度    138    123 394    138    332     86  1,211 1,007 

前回対比 
△  1 

（△  0.1％） 

        8 

（ 7.0％） 

△  4 

（△ 1.0％） 

 △ 4 

（ △  2.8％） 

△ 17 

（△ 4.9％） 

△ 1 

（△ 1.1％） 

△  19 

（△ 1.5％） 

△  24 

（△ 2.3％） 

   

当商工会は平成 24 年度に市内４商工会が合併して会員規模 795の商工会となったが、合併から

６年目を迎える現在の会員数は 754 名に減少した。当商工会脱退者の多くは後継者の不在が理由

であり、なかでも小売・サービス業の脱退者の多くは後継者不在による事業廃止である。 

 

３．地域の課題 

当地域においては、県内でも最も高い水準で人口減少、高齢化が進んでいるという大きな課題を

抱えている。しかしながら、市内には、市民がまだまだ知らない魅力ある小規模事業者が存在する

事や、市外に販路を開拓しようとする積極的な小規模事業者が存在する事も事実である。 

人口減少や高齢化に関しては、非常に大きな課題であり、行政が真剣に取り組んでいるところで

あるが、商工会としては、市内小規模事業者の事業計画策定支援を通じて、市内小規模事業者が少

しでも活力を取り戻す支援（売上や利益の向上につながる支援）を行う事が最も重要な事だと考え

ている。 
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４．中長期的な振興のあり方 

地域の課題を解決する上では、市との連携が非常に重要となる。 

県内でも最も高い水準で人口減少、高齢化が進んでいるという地域の課題に対して、国東市で

は、総合計画の中で、「企業誘致や産業創出・起業支援」「商業活動の活性化推進」「観光振興によ

る交流人口の増加」「移住・定住（婚活）・交流」などの施策が計画されている。 

中でも、「商業活動の活性化推進」において、「商工会との協力により、よりきめ細かな経営指導

を支援」する旨が明記されており、具体的には「商工会との連携により商店個々の経営体質の強化、

消費者ニーズを捉えた商店街の集客力及び販売力の向上を促進し、地元商店ならではの地域に密

着したサービスの展開、第１次産業、観光と連携した特産品の開発・販売等を促進する必要がある」

と記載されている。 

国東市商工会としては、市の方針及び地域の現状と課題をしっかり踏まえ、管内商工業の経営の

健全な発達を積極的に実施し、地域経済を下支えする小規模事業者数の維持・拡大を目指す。 

前項「地域の課題」に記載した「活力を取り戻す」とは、多くの小規模事業者が「自ら計画的な

経営を行う事で適正な利益を確保」し、それによって「現在の生活が安定」するとともに、「将来

の不安や環境の変化に対応する為の新たな取り組みが可能」となり、かつそのような「小規模事業

者が互いに連携して、地域経済の活性化に自発的に取り組んでいる状態」をイメージしている。 

そのような状態に少しでも近づけていく事を、中長期的な振興のあり方とする。 

また、創業に関しては、市が既に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てお

り、その中で商工会も創業支援の役割を担っている。平成２８年度より市が創業補助金を開始した

事もあり、市内では創業に関する相談が増加しており、創業者に対する事業計画の策定や金融あっ

せん等の支援も増加しているが、その点については本計画とは別に、引き続き市の方針を踏まえ、

大分県スタートアップセンターとも連携して支援する事から、本計画には反映しない。 

事業承継についても、重要な支援テーマであり、特に大分県が今年度より事業承継に力を入れて

いる事から、本会でも年間 250 件を目標として事業承継に関するアンケート調査等も実施してい

る。事業承継についても、県から支援機関に目標が示される事から、県の方針を踏まえ、大分県事

業引き継ぎ支援センターとも連携して支援する事とし、本計画には反映しない。 

 

５．経営発達支援計画の目標 

前項「中長期的な振興のあり方」を踏まえて、５年後に到達している目標は、より多くの小規模

事業者に成功体験を経験していただく事である。 

前述のとおり、中長期的には、事業者自らが計画的な経営により利益を確保できている状態を目

指しているが、現状は人口減少や少子高齢化等の急激な外部環境の変化に対応できず、前向きな気

持ちを失っている小規模事業者も多いのが実態である。 

そこで、小規模事業者の売上および収益の確保、経営力強化を伴走型で支援する事により、金額

の多寡に関わらず、行動する事で結果が出るという成功体験を経験していただく。 

第１期においても、伴走型の支援により売上・利益が向上した小規模事業者が、その後、自ら他
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の小規模事業者に声かけし、地域商社のバイヤーとの出会いの場を設けるなど、自発的な行動が生

まれてきており、そのような小規模事業者をより多く創出する事が目標である。 

 

６．目標達成に向けた方針 

① 地域小規模事業者の経営分析と市場調査等による事業計画策定支援および策定後の実施支援

を行う。 

② 地域小規模事業者の既存商品・製品の需要動向調査、需要開拓支援を実施し、販路の拡大によ

る売上高および収益の増加を図る。 

③ 地域小規模事業者に経営資源別・事業のライフステージに応じた最適な支援メニューを提案

し、経営力の強化を図る。 

④ 地域農産資源の発掘を実施し、新たな特産品開発に取り組む小規模事業者の支援を実施致す

る。 

⑤ 地域内の関係機関との連携により、地域活力、地域内の購買力向上を図る。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期においては、当商工会が市内経済動向を調査する「景況調査」（具体的な内容は下記事業

内容に記載）と、民間シンクタンクによる地域経済動調査により経済動向を調査し、小規模事業者

の事業計画の策定に活用した。外部評価委員会の評価はＢ（目標を概ね達成することができた（80％

～100％））。 

Ｂ評価であった理由は、数値目標は全て 100%以上達成したものの、調査結果は管内小規模事業

者への配布等でしか活用されておらず、調査結果を売上・利益の向上に活用できなかった事から、

自己評価をＢとし、外部評価委員会でも、Ｂ評価であったものと認識している。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

実際に第１期において小規模事業者の事業計画を策定するにあたり、必要な情報は、第１期の調

査内容で把握できた事、外部評価委員会の評価においても特段の改善は求められなかった事から、

本項目については基本的には第１期の取り組みを継続する。 

ただし、本項目で調査・分析した結果は、管内小規模事業者への提供のみでなく、まずは地域唯

一の経済団体である商工会が知っておくべき情報という観点から、事務局長１名・経営指導員６

名・経営支援員１名が参加する経営支援会議においても調査結果の内容や、そこから読み取れる地
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域の経済動向について協議した上で、小規模事業者に情報を提供する事により、単なる情報提供で

はなく活用方法の提案を行う事とする。 

 

（事業内容） 

１．（１）地域の経済動向を把握する為の調査・分析（継続） 

第１期の取り組みを継続し、経営状況の分析及び事業計画策定や実行支援による売上の増加や

利益の確保を目的とした支援の前提として地域経済の調査・分析を行う。 

 

① 目標 

 

調査・分析回数は年に２回を目標とし、商工会報（紙媒体）及び当商工会ホームページに掲

載して、小規模事業者に提供していく。調査内容によっては年１回・２年毎等調査頻度が異な

る事から、景況調査のみ毎回提供し、その他の情報は調査の都度景況調査と併せて提供する。 

また、調査対象とする事業者数は、１５社を目標とする。 

 

② 情報収集等を行う項目及び調査・分析を行う手段・手法 

 

１次情報は、当商工会が四半期ごとに調査する「景況調査」により、地区内経済動向を把握

する。 

「景況調査」とは、当商工会の経営指導員が、市内の製造業 3社、建設業 2社、小売業 4社、

サービス業 6社をピックアップし、業種別の売上高、客数、採算、業況、資金繰り、直面する

経営課題など経営動向に関する小規模事業者の生の声を聞き取るものである。聞き取った情報

を集計し、前年同期と比較したＤＩ値等で表現する事で、市内の小規模事業者が置かれている

状況を把握する。 

また、前年度の商工会記帳機械化事業所の決算資料を基に、業種別に売上高を前年と比較

し、その増減を割合で表現する事で地区内の景気の動向を把握する。 

商工会記帳機械化事業所とは、商工会が経理システムを活用して記帳代行を行っている事業

所であり、製造業・建設業・卸売業・小売業・宿泊業・飲食業・その他サービス業など、計１

４７社に対して実施している。 

２次情報は、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

て情報収集をはかるとともに、e-Stat（政府統計の総合窓口）や RESAS（地域経済分析システ

ム）、日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する。 

具体的には、特に RESASでは、経済センサスを基にした市内の業種別に企業数・従業者数・

売上高・付加価値額等が簡単に図で表示される事から、それらの情報を基に、業種別の企業数・

従業者数・売上高・付加価値額の増減等の経済動向を調査・分析する。 

尚、調査・分析は１次情報の景況調査については、上期と下期の２回、記帳機械化について
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は毎年６月の１回、２次情報については２年ごとに経済センサスの情報が更新されたタイミン

グで実施する事とする。 

 

③ 成果の活用 

 

調査・分析した資料は、以下の方法により小規模事業者の経営状況の分析及び事業計画策定

に活用する。 

国東市商工会景気情報ニュースとして当商工会発行の商工会報（紙媒体）及び当商工会ホー

ムページに掲載して、小規模事業者に提供していく。 

小規模事業者の経営状況の分析及び事業計画策定に活用するとともに、経営革新申請支援や

金融相談などの巡回指導で必要に応じて小規模事業者に提供していく。 

具体的には、特に小売業やサービス業を中心とした「地域需要志向型」の小規模事業者にお

いて、域内の人口や消費額の推移と自社の売上の推移を比較する等の方法で提供・活用してい

く。 

 

（目標）  

支援内容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

会報・HP による情報提

供回数【継続】 
2 2 2 2 2 2 

調査回数【継続】 2 2 2 2 2 2 

調査対象事業者数（景

況調査）【継続】 
15 15 15 15 15 15 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期では、事業計画策定支援の前提として経営状況を分析するという方針のもと、公募や各種

補助金の申請者を対象として経営状況を分析し、目標を達成する事が出来た。外部評価委員会の評

価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

商工会による事業計画策定支援が地域に浸透しはじめてきた事から、分析を希望する小規模事

業者が増えてきた事、外部評価委員会の評価においても特段の改善は求められなかった事から、本

項目については基本的には第１期の取り組みを継続する。 

 

（事業内容） 

２．（１）経営状況の分析（継続） 
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第１期の取り組みを継続し、事業計画策定や実行支援による売上の増加や利益の確保を目的と

した支援の前提として経営状況の分析を行う。 

 

① 目標とする事業者数 

 

指導員１人あたり月１件の経営分析を行う事を目標とする。指導員１人あたり年間１２件と

なる事から、指導員５名×１２件で計６０件を目標とする。 

 

② 対象とする小規模事業者の選定 

 

小規模事業者が持続的発展するための「経営分析」事業を実施する旨、国東市と連携を図り、

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。 

また、申し込み件数が目標に達しない場合は、過去３年間に金融相談案件のあった企業や、

商工会による記帳代行を行っている企業等、既に商工会が決算内容を把握している企業を中心

に、各経営指導員が選定する。 

 

③ 情報収集等を行う項目 

 

第１期の２年目において、独立行政法人中小企業基盤整備機構による小規模事業者用の「事

業計画作成キット」を経営分析・計画策定に活用した。簡易で非常に完成度の高い様式である

が、それでも小規模事業者にとっては複雑という声が多く、また計画策定に時間がかかりす

ぎ、肝心な行動計画の策定とフォローに割く時間が少なくなるという課題があった。 

そこで、第１期の３年目では以下の項目を盛り込んだ独自の様式を作成して実施している。

今のところ、事業者・専門家からはわかりやすいという声を頂いている。 

＜情報収集を行う項目＞ 

事業所概要 事業所名、業種、従業員数、営業年数、後継者有無等の基本情報 

現状の悩み・課

題 

売上、利益、資金繰り等も含め、経営者が感じている悩みや課題を聞

き取り 

業績 過去３期分の売上、原価、経費等の比較 

現状の売上構成 商品やサービスを５種類程度に分類し、その売上割合や粗利率を確認 

現状の顧客構成 顧客層を５種類程度に分類し、その売上割合を確認 

競合先 経営者が認識している競合先とその特徴を確認 

自社の強み 経営者が認識している自社の強みを確認（専門家、指導員もヒアリン

グにおいて補足する） 

顧客のニーズ 経営者が認識している自社の強みを確認（専門家、指導員もヒアリン
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グにおいて補足する） 

 

④ 調査・分析を行う手段・手法 

 

上記③に記載した「情報収集を行う項目」については、第１期の２年目の反省を踏まえた様

式となっており、情報を収集する過程で分析を行えるように設計している。具体的には、「業

績」を聞き取る段階で財務分析を行い、売上について深堀りする為に、「現状の売上構成」「現

状の顧客構成」をヒアリングする。また、社内の人・物・金といった内部環境をヒアリングす

る中で「自社の強み」を明確にし、商工会から提供する地域経済動向調査や需要動向調査の結

果や、経営者へのヒアリングによって、外部環境として「競合先」や「顧客ニーズ」を整理し

ていく。 

尚、財務分析の内容については、過去３期の業績推移や、指標による同業他社との比較から、

特徴的な事実を抽出する事を想定している。また、手法については、原則は本会の独自様式に

基づいて行うが、金融機関や税理士等との連携が必要な場合は経済産業省の「ローカルベンチ

マーク」ツールを活用する、事業者が精緻な事業計画書を求める場合は、独立行政法人中小企

業基盤整備機構による小規模事業者用の「事業計画作成キット」活用するなど、状況によって

は他の手法も活用する。 

 

⑤ 成果の活用 

 

上記④によって調査・分析した成果は、事業計画の策定の様式の一部として整理して当該個

社へフィードバックし、面談にて内容の確認を行う。確認した内容を基に、事業計画の策定に

つなげる事も可能である事を伝え、事業計画策定への意欲を喚起する為に活用する。 

 

（目標）  

支援内容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営分析企業数【継

続】 
60 60 60 60 60 60 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期では、顧客ニーズや自らの強み・機会等を踏まえた事業計画策定を支援し、計画の数値目

標を達成する事が出来たとともに、売上向上等の成果にもつながった。また、外部評価委員会の評

価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））であり、成果に繋がった取り組みである事が

評価されたと認識している。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期では、本項目及び計画策定後の実施支援に各指導員が最も時間を割き、重点的に実施した

事が、売上向上等の成果につながったものと考えている。よって、本項目については第１期の取り

組みを継続する。 

 

（事業内容） 

３．（１）事業計画の策定支援（継続） 

第１期の取り組みを継続し、経営状況の分析を踏まえた事業計画の策定を支援する。 

 

① 支援に対する考え方 

 

第１期においても、経営環境が激減する中で、小規模事業者が持続的に発展していく為に

は、外部環境や内部環境を踏まえた事業計画の策定が非常に重要であるとの思いから、売上向

上等の支援成果にこだわった支援を行ってきた。 

その中で、第１期の２年目において、事業計画策定により成果のあった事業者は、「誰が」

「いつまでに」「何をするか」という具体的な行動計画を明確にし、計画に基づいて行動した

事業者である事が改めて確認できた。 

当然の事ではあるが、美しい計画書を策定しても、「具体性に欠けている」「行動しない」と

いう事があれば成果にはつながらない。 

そこで、事業計画の策定支援においては、個々の事業者の目標に応じて、「具体的な行動計

画の策定」に重点をおいて支援を行う。「具体的な行動計画の策定」の内容については、「④支

援の手段・手法」に記載する。 

 

② 支援対象 

 

本商工会では、第１期において実施してきた事業計画策定や実行支援の成果が市内の小規模

事業者に認知されてきており、「来年度は事業に参加したい」との希望を事前に頂く事が増え

てきている。 

売上の増加や利益の確保といった成果につなげる為には、自ら行動する事業者の意欲が最も

重要である事から、自ら希望する事業者を最優先で選定する。 

その他、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」事業を実施する旨、国

東市と連携を図り、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。 

 

③ 目標とする事業者数（事業計画策定数） 
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第１期においては、小規模事業者持続化補助金の作成支援等、補助事業を目的とした事業計

画策定支援を含めて、年間６０社の事業計画策定支援を実施してきた。しかし、補助事業に関

しては年度毎に事業の有無に左右される事を考慮すると、５カ年計画で実施する本事業での事

業計画策定支援とは対象を区分する必要があると考えていた。そこで、第２期においては補助

金策定を契機とした事業計画策定ではなく本事業による事業計画策定を支援する事業者を目

標事業者数とする。 

第１期において、売上や利益の向上といった成果につながる品質の支援を実施する為には、

しっかりとヒアリングを重ね、経営指導員自身も当該事業者の外部環境を調査し、専門家や関

係団体も巻き込むなど、補助事業の申請支援と比較して１社にかける工数（時間）が非常に大

きい事がわかった。 

また、第１期３年目では、２年目に事業計画を策定した事業者に対して計画策定後の実施支

援を実施しているが、意思決定の速い小規模事業者では、１年前に作成した事業計画書とは取

り組み内容が変わっている事も多く、２～３年目の実行支援であっても支援に必要な工数は１

年目の事業計画策定支援と同程度が必要である事もわかってきた。 

つまり、毎年３社支援するとしても、２年目は新規策定３社＋実施支援３社、３年目は新規

策定３社＋実施支援６社と同程度の工数が必要な支援が累積するという事である。 

それらの事情を踏まえると、毎年度新規に事業計画策定支援を行う事業者数は、指導員１人

あたり年３件が限度と考えている。 

よって本項目で年度目標とする事業者数は指導員５名×３件で計１５件とする。 

 

④ 支援の手段・手法 

 

第１期の３年目では以下の項目を盛り込んだ独自の様式を作成して実施している。 

計画に盛り込む項目：目標、目標の売上構成、目標の顧客構成、行動計画、支援状況。 

今のところ、事業者・専門家からはわかりやすいという声を頂いている事から、第２期にお

いても、本様式を活用して支援を行う。 

具体的には、以下の手順で実施する。 

（ア） 目標設定 

経営状況の分析結果を踏まえて、売上利益の目標を設定する。その後、売上目標を達成

する為の売上構成や、顧客構成についても目標を設定する。 

 

（イ） 行動計画策定 

例えば飲食店において、自社の強みと競合等の外部環境や市場のニーズを踏まえて、「子

育て世代の女性をターゲットとしたメニュー開発とその周知により売上向上を図る」とい

う事業計画であれば、「メニュー試作」「試作の評価」「メニュー完成」「写真撮り」「価格

設定とメニュー表の作成」「チラシの作成・折込」「HP・SNSによる情報発信」など、個々
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の具体的な行動について明確にし、それぞれの行動について成果の目標と検証方法及び期

限を設定する支援である。 

期限設定後の実施については、下記「事業計画策定後の実施支援」により支援を行う。 

 

  ＜事業計画書イメージ（Ａ３サイズ）＞ 

 

（目標）  

支援内容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定数【継続】 15 15 15 15 15 15 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））であった。伴走型補助

金を活用した広報や販路開拓に取組み、定量的な成果につなげる事が出来た事が評価されたと認

識している。また、第１期では、事業計画を策定した事業所のうち、翌年度以降に定量的な成果が

見込まれる事業者に対して、成果を着実なものとする為に、翌年の実施後支援を実施している。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期では、事業計画策定後の実施支援を含めて成果につながったものと考えている事から、本

項目についても基本的に第１期の取り組みを継続する。 

ただし、第１期では具体的な取り組みは試行錯誤を重ねる段階であったが、事業計画策定年度だ

けでなく、事業計画策定後３年間は計画の実施に向けた支援が必要であるという第１期の経験を

踏まえ、第２期では、事業計画策定年度を含めて３年間の実施支援を行う事で、成果を着実なもの

とする。 

 

（事業内容） 
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４．（１）事業計画策定後の実施支援（継続） 

第１期の取り組みを継続し、事業計画を策定した事業者の事業実施を支援する。 

 

① 目標とする事業者数及びフォローアップ延べ回数 

 

対象となる事業者は事業計画策定支援を実施したすべての事業者である。３．（１）③に記

載のとおり、事業計画策定は毎年１５社を目標として実施する。当該１５社に対して、事業計

画策定年度を含む３年間の実施支援を行う事から、考え方としては、目標とする事業者数は、

１年目１５社、２年目３０社、３年目以降４５社となる。 

ただし、第１期において既に３年間の実施支援を取り組み始めており、第１期３年目（今年

度）は２７社の実施支援を行っている事から、実際には第２期１年目は４２社、２年目以降４

５社が支援目標となる。 

フォローアップは、１社あたり年４回（四半期に１回）実施する事から、第２期１年目は４

２社×４回＝１６８回、２年目以降４５社×４回＝１８０回が支援目標となる。 

 

② 指導（支援）内容 

 

３．（１）④に記載したとおり、第１期３年目で使用している事業計画書の様式には、具体

的な行動計画を記載する欄を設けている。行動計画には、目標を達成する為に、「具体的に何

をするのか」「それはいつ実施するのか」「その行動による成果の目標と検証方法」「成果実績

の確認」等が盛り込まれている。支援内容としては、その行動計画の実行状況の確認や、実行

段階で生じた課題への対応、環境の変化等による当初計画から軌道修正への対応を行う事とす

る。 

具体的には、例えば飲食店において、「女性客をターゲットとしたメニュー構成の変更や新

メニュー開発、広報により売上を向上させる。その検証方法は売上と新規来店客数」といった

行動計画を策定した場合には、計画した時期までにメニュー構成が検討出来ているか等の進捗

を確認するといった支援となる。また、例えば、「女性に好まれるメニュー表の構成」や「広

報手段としてのＳＮＳの活用方法」など、課題があれば専門家や他の支援機関による支援を実

施する。 

 

③ フォローアップの頻度 

 

フォローアップは、最低年４回（四半期に１回）実施する。 

 

（目標）  

支援内容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
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事業計画策定事業者の

フォローアップ延べ回

数【継続】 

108 168 180 180 180 180 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期における取組と成果＞ 

外部評価委員会の評価はＢ（目標を概ね達成することができた（80％～100％））であった。 

Ｂ評価であった理由は、数値目標は全て 100%以上達成したものの、調査結果は管内小規模事業

者への配布等でしか活用されておらず、調査結果を売上・利益の向上に活用できなかった事から、

自己評価をＢとし、外部評価委員会でも、Ｂ評価であったものと認識している。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

一般顧客をターゲットとした需要動向調査が特に有益であると思われる個社の商品・サービス

を選定し、それら商品・サービスの地域内および地域外での顧客動向や需要動向を調査する。 

具体的には、特徴のある商品として市外に対して競争力のあると想定される地域農産品による

加工品や特産品開発を行う小規模事業者に対して、商工会の会員・非会員を問わず下記の事業を行

う。 

 

（事業内容） 

５．（１）本会青年部が主催するイベントでのテストマーケティングの実施（新規） 

１頁の「当地域の現状」にも記載したとおり、国東市は、「クヌギ林とため池がつなぐ国東半

島・宇佐の農林水産循環」として世界農業遺産にも認定されるなど、古くから農業が盛んな地で

ある。クヌギ林と関連が深い椎茸の他にも、国内唯一の生産地となっている「七島い」（注）や、

露地栽培の生産量日本一といわれるバジル、近年、市を挙げて栽培に力を入れているオリーブな

ど、特徴的な農産物が多くある。 

それらの農産物を原料とした加工品の開発に取り組む事業者もあるが、小規模事業者が消費者

のニーズ動向や、バイヤー目線のニーズなどを掴むことは難しく、手探り状態での商品開発や販

路開拓を行っているのが現状である。 

そこで、小規模事業者が今後開発する加工品や、既に開発して販売中の加工品について、本会

青年部が年に２回開催している一般消費者向け地域振興イベント「Ｋトラ市」においてテストマ

ーケティングを行い、商品購入者にヒアリング形式でアンケート調査により一般消費者から情

報収集する。 

 

（注）「七島い（しっとうい）」は、大分県の国東地方だけで生産されているカヤツリグサ科の植物で畳表の材

料となる。江戸初期から生産・普及し、昭和 32年頃までは年間 550万枚の七島いが関東以北を中心に出荷

された。かつて柔道畳として用いられた。現在、文化庁・ふるさと文化財の森の認定を受けている。 
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① 目標（調査回数、アンケート回収数、参加事業者数） 

 

調査は、毎年２回開催するＫトラ市にて実施する事から年２回とする。 

アンケートの回収数は５品目を各２０名ずつで１００名を目標とする。 

調査結果は参加事業者（地域農産品による加工品や特産品開発を行う小規模事業者）に提供

する。参加事業者は毎年５社（椎茸２社、七島い１社、バジル１社、オリーブ１社）を目標と

する。 

 

② 情報収集を行う項目 

 

情報収集を行う項目は、食品（椎茸、バジル、オリーブ）と非食品（七島い）の別に以下の

とおりとする。また、個々の事業者が知りたい項目も個別に付け加える。 

食品 味・食感・価格・パッケージなどの印象 

非食品 使用感・価格・パッケージなどの印象 

また、食品と非食品に共通して情報収集を行う項目は以下のとおりとする。 

共通定性情報 購入した事があるか・購入した事がある場合その用途（自家用、ギフト

等）や理由・購入した事がない場合その理由（知らなかった、用途がわ

からない等） 

消費者属性 住まい・年齢・性別等 

 

③ 成果の活用 

 

収集した情報を参加事業者にフィードバックする事で、消費者ニーズを理解した新商品の開

発や商品改良の資料として活用する。 

 

（目標）  

支援内容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

調査回数【新規】 － 2 2 2 2 2 

支援対象事業者数【新

規】 
－ 5 5 5 5 5 

 

６．新たな需要の開拓に関すること【指針③】 

＜第１期における取組と成果＞ 

外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））。 
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事業計画を策定するだけでは、現実的には売上につながらない場合もある事から、新たな需要を

開拓する広報等の活動は重要である。第１期では、市内を中心として事業を展開する地域需要型の

事業者と、首都圏や海外を含む市外に販路を開拓したい広域需要型の事業者に分けて、それぞれに

対して広報、展示会出展などの新たな需要を開拓する取り組みを行い、売上向上等の成果につなが

った事が外部評価委員会で評価されたと認識している。 

具体的な成果としては、広報では事業者１３社の商品やサービスをテレビ・雑誌・市内全世帯へ

の冊子配布を行った結果として年度中の売上向上実績として１０社が計約６千万円、翌年度の売

上向上見込みとして１２社が計約１億４千万円の成果につながった。（事業者へのアンケート結果

より） 

また、展示会出展では、２社が関東の展示会に出展し、大手商社から総額６，５００万円分の受

注が見込まれる等の成果につながった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期にて、広報及び展示会出展が成果につながった事から、地域需要型・広域需要型といった

事業者のタイプに応じて、第１期の手法を継続し、広報・展示会出展支援を実施する。 

 

（事業内容） 

６．（１）広報支援事業（継続） 

第１期の取り組みを継続し、事業計画を策定した事業者の広報活動を支援する。 

 

① 支援に対する考え方 

 

前述したように、事業計画を策定する事業者は、市内を中心として事業を展開する地域需要

型の事業者と、首都圏や海外を含む市外に販路を開拓したい広域需要型の事業者に分かれる。 

地域需要型の事業者においても、例えば「飲食店」「工務店」「ガソリンスタンド」「生花店」

「自動車整備業」等、それぞれにおいて新たな商品やサービスを開発しており、そのような地

域需要型の事業者は第１期の２年目においては、事業計画を策定した２７社中１９社となって

いる。 

第１期では、地域需要型の事業者に対しては、市の回覧等を活用して市民に対する広報を実

施し成果につながっている事から、その取り組みを継続する。 

 

② 目標とする事業者数 

 

第１期３年目においては、事業計画を策定した１５社全てが広報事業に参加している事か

ら、引き続き毎年事業計画を策定する１５社の広報事業参加を目標とする。 
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③ 支援対象 

 

前述したとおり、事業計画を策定した１５社全てを支援対象とする。 

 

④ 支援の手段・手法（工夫・改善内容） 

 

第１期の２年目においては、事業計画を策定した事業者の中から公募し、１３社が広報事業

に参加した。具体的な内容は、事業計画策定で明確になった自社の強みや特徴など、市民にア

ピールしたい点を整理し、それを紹介する冊子を作成し、市と連携して市の回覧システムを活

用して市内全世帯に配布した。 

通常、市の回覧システムは個社の営利に関する情報は配布できないが、商工会の支援事業を

紹介するという公的な観点から全世帯に配布する仕組みを活用出来た点は工夫した点であり、

「市内にこのような事業者がある事を知らなかった」という市民からの見積もり依頼や新規顧

客獲得につながるなど、大きな成果につながった。 

第１期２年目の経験を踏まえ、３年目では、事業計画を策定する１５社全てに、事前に市民

に広報する冊子の作成及び配布を伝えており、今のところ全事業者が参加する予定である。 

 

６．（２）展示会出展支援事業（継続） 

第１期の取り組みを継続し、展示会出展を希望する事業者を支援する。 

 

① 支援に対する考え方 

 

前述したように、事業計画を策定する事業者は、市内を中心として事業を展開する地域需要

型の事業者と、首都圏や海外を含む市外に販路を開拓したい広域需要型の事業者に分かれる。 

広域需要型の事業者については、「食品」「ペットフード」「工芸品」等それぞれ分野が異な

る為、一律に同じ展示会を案内する事や、商工会で展示会を開催してバイヤーを一堂に集める

という手法は効果的ではない。 

そこで、広域需要型の事業者に対しては、商工会連合会や他の支援機関が主催する展示会を

含めて、その商品やサービスに合致する展示会を案内するとともに、出展の負担が軽減できる

ような補助金等の施策活用を薦める。 

第１期では、本取り組みにより、数千万円の商談につながる事業者もあり、大きな成果につ

ながった事から、その取り組みを継続する。 

 

② 目標とする事業者数 

 

第１期の経験から、市外の需要を開拓するような特徴ある商品・サービスを保有している事
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業者は非常に少なく、かつ特徴ある商品であっても、原料の調達や生産体制の制約から、商談

会で求められるような安定供給は難しい事業者が多いのが実態である。 

そのような中、第１期３年目においては、事業計画を策定した事業者の中から、新たに商品

開発を行い、２月の展示会に向けて準備をはじめた事業者も生まれてきており、そのような事

業者には、専門家とも連携し、マーケティングも含めた商品のコンセプト設計から原料の調達

や製造の方法、商品パッケージの開発など多岐に渡る支援を実施している。 

そのように、市外に需要を開拓する事業者の掘り起こしや支援に関しては、非常に丁寧な対

応が必要となる事から、第１期の実績を踏まえ、年間２社を目標とする。 

また、展示会出展については、過去の実績を踏まえ、１社あたりの商談件数は５０件とし、

出展してすぐに成約は難しい事から、成約見込みである見積り件数５件を目標とする。 

 

③ 支援対象 

 

市外の販路開拓を希望する事業計画策定支援事業者を中心とする。事業計画策定支援事業者

以外であっても、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等の広報の

機会を通じて各種商談会等の案内を行う事で市外の販路開拓を希望する事業者を掘り起こす。 

 

④ 支援の手段・手法（工夫・改善内容） 

 

第１期では、以下の展示会出展等を支援した。 

展示会等名 主催機関等 規模・特徴 

グルメ＆ダイニング

スタイルショー【東

京ビッグサイト】 

大分県商工会連

合会 

大分県商工会連合会が、大分県内の事業意欲溢

れる事業者の魅力ある商品を広く全国へ広めて 

いくことを目的として出展の取りまとめを行う

もの 

こだわり食品フェア

【幕張メッセ】 

大分県商工会連

合会 

大分県商工会連合会が、大分県内の事業意欲溢

れる事業者の魅力ある商品を広く全国へ広めて 

いくことを目的として出展の取りまとめを行う

もの 

大分県産品求評・商

談会【大分市】 

大分県・大分県産

業創造機構 

大分県と大分県産業創造機構が県産品の販路拡

大とレベルアップを図る目的で開催し、県内外

の大手量販店等のバイヤーを招いて実施するも

の（出品品目：加工 食品） 

ニッポン全国物産展

【東京・池袋】 

大分県商工会連

合会 

全国商工会連合会が開催する消費者に直接商品

をＰＲ・販売する機会を提供し、首都圏消費者

の商品に対する評価が得られる（出展品目：加
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工食品、工芸品等） 

アンテナショップ

「むらからまちから

館」【東京・有楽町】 

全国商工会連合

会 

全国商工会連合会が運営する加工食品を販売で

きるアンテナショップ 

ＱＵＡＴＴＲＯ Ｙ

ＯＣＣＨＩ （クワ

トロ ヨッチ）【福岡

市】 

国東市 豊後高田市・国東市・杵築市・姫島村の国東半島

の４つの自治体が連携して開設したアンテナシ

ョップ 

おおいたものづくり

王国総合展【大分・別

府市】 

大分県・大分県産

業創造機構 

大分県産業創造機構と大分県が主催する県内の

企業が持つ技術・製品を国内外の 関連企業等や

県民にアピールする展示会（出展品目：工業製

品、加工品） 

第２期においても、引き続きその商品やサービスに合致する展示会を案内するとともに、出

展の負担が軽減できるような補助金等の施策活用を薦める。 

出展にあたっては、アンテナショップ等の対消費者向けの出展と、バイヤー等の対事業者向

けの出展に分けて、以下の内容を支援する。 

まず、対消費者向けの出展においては、売り場や客層を踏まえた販売コンセプトの設計や訴

求力のあるパッケージのデザイン、実際に販売する事から原価や送料と掛率を踏まえた卸値の

設定や販売計画の策定等を支援する。また、出展後は定期的に販売実績を確認し、販売計画と

の乖離があればその理由の確認や、その後の改善策等についても支援する。 

次に、対事業者向けの出展においては、ターゲットや利用シーンを明確にする事、商談した

い相手を想定する事、販売コンセプトの設計や訴求力のあるパッケージのデザイン、インパク

トがありかつバイヤーが売り場をイメージできるようなブース作り、販売条件や製造方法を記

載した商談用シートの作成等を支援する。また、出展後は展示会で商談・名刺交換したバイヤ

ーへのフォロー等、成約につながる行動についても支援する。 

 

（目標）  

支援内容 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

広報実施企業数【継続】 15 15 15 15 15 15 

展示会出展企業数 

【継続】 
2 2 2 2 2 2 

展示会商談件数【新規】 100 100 100 100 100 100 

展示会見積り（成約見

込み）件数【新規】 
10 10 10 10 10 10 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

＜第１期における取組と成果＞ 

外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））。 

第１期では、地域経済の活性化について、主要な機関である国東市、国東市観光協会と密接に連

携し、賑わいづくりや地域ブランド化に取り組んできた点が評価されたものと認識している。 

具体的には、市内で開催される各種イベントへの出展、青年部女性部事業への理解と協力、商工

会主催イベントへの協力、民泊等も含む宿泊業支援である。 

特に、観光面では、国東半島は平成３０年に六郷満山開山１３００年を迎える事から、県や近隣

市町村を中心として「国東半島宇佐地域・六郷満山開山１３００年誘客キャンペーン実行委員会」

を設立し、大規模な観光振興事業が実施されている。 

その中で、商工会は、受入態勢整備部会に所属し、観光振興の一翼を担っている。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

このように、商工会では市の主要な機関である国東市、国東市観光協会とあらゆる面で密接に連

携しており、継続して「国東市ふるさとまつり実行委員会による賑わいづくり」と「国東半島宇佐

地域・六郷満山開山１３００年誘客キャンペーン実行委員会による地域ブランド化」による地域経

済の活性化を図る。 

 

（事業内容） 

（１）賑わいづくり（継続） 

① 委員会の目的（関係者間の目標） 

国東市ふるさとまつり実行委員会では、当地域の特色を活かした地域資源を産出するととも

に、それらを活かしたイベントを地域住民と事業者が一体となり実施していくことを目的とし

ている。 

 

② 実施している内容（活性化に向けた取り組み） 

第１期の取り組みを継続し、観光需要に関連する小売業、飲食業、宿泊業の商品・サービス

及び新たに開発する特産品について、国東市が市内で開催する催事（国東町：ふるさと祭り、

国見町：ちょるちょる祭り、武蔵町：おいで祭り、安岐町：ふるさと祭り）（注）において出

展・展示を推進する。販売手法や商品のアピール方法等の支援もおこない、特産品及び商品・

サービスの消費拡大を目的とした地域の賑わい創りをおこなう。 

 

（注）行政合併以前から各町の主催で年 1 回実施されていた各地域最大のにぎわい創り事業。現在も国東市

の主催により旧町ごとに地域活性化事業として実施される。地域のＮＰＯ法人、公益団体、地域商工業者な

ど 30～50の模擬店（小間）が出展し、各地域（4会場）ごとに毎年 1,000人から 2,500人の来場者がある。 
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③ 関係者間で意識の共有が図られる仕組み 

特産品及び商品・サービスの消費拡大を目的とした地域の賑わい創りをおこなうという趣旨

のもと、地域活性化に取り組む以下の各種団体にて実行委員会組織を構築し、意識の共有を図

る。 

＜国東市ふるさとまつり実行委員会 名簿＞ 

国東市、国東市観光協会、国東市商工会、大分県農協各支店、大分県漁協各支店、 

国東市区長会、国東市地域婦人団体連合会、東国東郡森林組合、くにさき企業会 

 

④ 委員会の開催頻度 

年４回のイベントで、各３回ずつ委員会が開催される事から、年１２回の開催となる。 

 

⑤ 委員会における商工会の立場 

国東市観光課が全体の取りまとめ役となり、商工会は特産品を開発した事業者への出展案内

や、販売手法や商品のアピール方法等の支援を行う。 

 

（２）地域ブランド化（継続） 

① 委員会の目的（関係者間の目標） 

県内外からの観光需要拡大のためには、国東地域の豊富な歴史的文化財を地域ブランドとし

て定着させる事が重要である。 

特に六郷満山文化（注）については、平成３０年に開山１３００年を迎える事から、これを

国東市を含む地域のブランド化につなげる事が、国東半島宇佐地域・六郷満山開山１３００年

誘客キャンペーン実行委員会の目的である。 

 

（注）国東半島に点在する数多くの六郷満山の寺は、養老 2年（718年）に仁聞菩薩が開基したと伝えられて

いる。仁聞菩薩は、宇佐八幡神の化身（生まれ変わり）として宇佐・国東の地に、今をさかのぼること約 1300

年前に神仏習合の原点となる山岳宗教「六郷満山」を開かれた。平成 30年（2018年）は仁聞菩薩によって

開かれた六郷満山の 1300年の節目を迎える。 

 

② 実施している内容（活性化に向けた取り組み） 

既に、九州国立博物館の特別展示や、旅行者と連携した周遊バスツアー、寺院ライトアップ

イベントなど、様々な取組が実施されている。平成３０年に向けてますますイベントは増えて

いる予定であるとともに、地域ブランド化の観点から、平成３１年以降にいかに継続して集客

できるかが非常に重要となる。 

 

③ 関係者間で意識の共有が図られる仕組み 
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県や近隣市町村を中心とした下表の団体にて「国東半島宇佐地域・六郷満山開山１３００年

誘客キャンペーン実行委員会」を設立し、意識の共有を図りつつ大規模な観光振興事業が実施

されている。 

その中で、商工会は、受入態勢整備部会に所属し、観光振興の一翼を担っている。 

 

＜国東半島宇佐地域・六郷満山開山１３００年誘客キャンペーン実行委員会 名簿＞ 

市町村 国東市、宇佐市、豊後高田市、杵築市、日出町、姫島村 

観光協会 宇佐市観光協会、杵築市観光協会、日出町観光協会、豊の国千年ロ

マン観光圏 

商工団体 国東市商工会、宇佐商工会議所 

その他団体 宇佐国東半島を巡る会、大分県立歴史博物館、くにさき企業会、国

東半島峰道トレイルクラブ、ザ・ジャパン・トラベルカンパニー、

大分県交通政策課、大分航空ターミナル株式会社、大分県タクシー

協会、大分空港タクシー協議会、大分県レンタカー協会、周防灘フ

ェリー株式会社、大分交通株式会社 

 

④ 委員会の開催頻度 

昨年度は各部会毎に年４回程、３部会で計１２回程の委員会が開催された。今後もこのよう

な開催頻度で開催されると想定している。 

 

⑤ 委員会における商工会の立場 

商工会は受入態勢整備部会に所属している。受入態勢部会の目的は、国東半島エリアに多く

の観光客を呼び込むために、魅力的な観光ルートづくりを通じた旅行商品の造成や、キャンペ

ーンの機運醸成による地元の観光客受入態勢の強化であり、商工会では地元商工業者への情報

提供を通じた機運醸成や、土産品の開発支援等の役割を担っている。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

＜第１期における取組と成果＞ 

外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））。 

他の支援機関とは、支援案件に応じて常に連携しており、逆に他の支援機関に相談のあった案件

であっても、「国東市の方なら商工会を訪ねてみては」と言って頂ける関係が構築出来ている。 

このような関係が構築できたのは、会議等で名刺交換するだけの関係でなく、実際の支援案件を

通じて互いの役割に対する理解を深めてきたからであると考えている。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

今後も具体的な支援案件における支援ネットワークの連携を通じて支援ノウハウや需要の動向

等に関する情報の共有を図る。 

  

（事業内容） 

１．（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（継続） 

第１期の取り組みを継続し、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を図

る。 

 

① 情報交換の狙い・考え方 

 

情報交換の狙いは、他の商工会、支援機関、専門家等と連携し、各地域の小規模事業者や需

要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需要の開拓を進める基盤

の構築を図る事である。 

第１期の経験を踏まえ、より深い情報交換を行う為には、日常の支援案件を通じて互いの役

割に対する理解を深める事が重要である事から、経営発達支援事業の対象事業者以外であって

も、日々の支援案件において極力専門家や他の支援機関との連携を図る事で互いの理解を深め

ていく。 

 

② 情報交換を行う相手先及び目的 

 

情報交換を行う相手先及び目的は下表のとおり。 

情報交換の相手先 情報交換の内容 

大分県商工会連合会 最も密接な連携先。単独で対応できない高度専門的な案件

はまず商工連に相談。 

各種専門家 中小企業診断士を中心とした各分野の専門家。特に個社の

経営分析や事業計画策定において密接に連携する。 

大分県中小企業団体中央会 事業協同組合、企業組合等連携、共同化に関する相談。も

のづくり補助金事務局でもある。 

大分県産業創造機構 中核的支援機関として高度専門的な案件を相談。特に商工

会が不得手な工業系に強い。各種県補助金等もあり。 

大分県産業科学技術センター 技術系の案件全般。 

大分県事業引継ぎ支援センター 事業承継。特にＭ＆Ａや親族外承継にて相談。 

おおいたスタートアップセンター 創業。市の創業セミナーでも連携。 

大分県発明協会 知的財産関連。 

大分県中小企業再生支援協議会 再生案件。商工連を通じて相談。 
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日本政策金融公庫 特に小規模事業者経営発達支援資金 

独立行政法人日本貿易振興機構 海外展開。商工連を通じて相談。 

大分県よろず支援拠点 市と連携して月１回出張相談会を開催。 

 

③ 情報交換を行う頻度や方法 

 

前述のとおり、個々の支援案件を通じて随時情報交換を行っている。第１期２年目の実績で

は、専門家との連携が年間１５２回、大分県商工会連合会との連携が年間３７回、その他の機

関との連携は、月１回から年数回となっており、第２期においても同程度の頻度を見込む。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜第１期における取組と成果＞ 

外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100％以上））。 

第１期では、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会や、中小企業基盤

整備機構主催の小規模事業者支援研修等に参加する事で資質向上を図った。また、専門家と連携し

た事業計画策定支援を数多く実施する事で実践的な支援能力の向上を図った。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期の取組により、実践的な支援能力が向上した実感もある事から、今回の申請においても第

１期の取組を継続する。 

 

（事業内容） 

１．（１）経営指導員等の資質向上等に関する取組（継続） 

第１期の取り組みを継続し、経営指導員等の更なる資質向上等を図る。 

 

① 取組の狙い・考え方 

 

経営指導員等の支援能力を向上させる上で、最も有効な事は、実際に事業計画策定等の踏み

込んだ支援を数多く経験する事である。なぜなら、事業計画ひとつとっても、「経営者の人柄

や考え方」「経営資源」「外部環境」等全て異なる上、経営に正解は無いからである。 

尚、当然にベースとなる最低限の基礎知識は必要である事から、大分県商工会連合会が主催

する職員向け研修等で基本的な知識を習得する。 

 

② 職員の能力向上に関する取組 

 

経営を支援する上で最低限必要な基礎知識に関しては、事務局長・経営指導員・経営支援員・
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その他職員ともに大分県商工会連合会が主催する職員向け研修等で習得する。 

研修の内容は、経営計画策定・販路開拓支援・経営法務・税務会計・労務・情報化・地域振

興・経営革新・創業・実務基礎・管理職研修等であり、頻度は、事務局長年２回、経営指導員

年３回、経営支援員年３回、その他職員年１回とする。 

また、より実践的な研修として、中小企業基盤整備機構主催の小規模事業者支援研修に参加

する事で支援スキルの向上を目指す。 

その上で、前述したとおり、支援能力を向上させる上で、最も有効な事は、実際に事業計画

策定等の踏み込んだ支援を数多く経験する事である事から、各指導員が毎年新規３社、フォロ

ー６社の事業計画策定支援を行う事で支援能力の向上を図る。 

また、何も考えずにやみくもに量をこなしても成長が限られる事から、必要に応じて広域指

導課長や商工連の広域担当経営指導員が同行し、「事業者とのかかわり方」「表面的では無い本

質的な課題の掘り起こし」「課題に応じた専門家の選定」「専門家との関わり方」「コーディネ

ート力」などのＯＪＴを行うと同時に、専門家の支援に同行する事で支援能力の向上を図る。 

 

③ 組織内で共有する取組内容 

 

個々の経営指導員等の支援能力向上や、短期的に担当指導員等が不在であっても他の職員が

対応できるという意味での情報共有としては、事務局長１名・経営指導員６名・経営支援員１

名が参加する毎月の経営支援会議で各自の支援状況を報告する事で現在進行中の支援案件に

関する情報を共有する。 

特に、経営支援員については、全員が経営支援会議に参加できない（事務所を不在に出来な

い）事から、経営支援員の代表者が経営支援会議に参画し、他の経営支援員・その他職員に情

報を提供するとともに、年に２回の経営支援員等会議にて情報を共有する。 

次に組織としての情報の蓄積としては、第１期より支援において作成した各社の事業計画や

支援内容のカルテについてはデータベースとして共有する仕組みを構築しており、実際に今年

度の異動においてもスムーズに情報が共有できた事から、第２期においてもこの体制を継続す

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 

＜第１期における取組と成果＞ 

大分県商工会連合会が設置した外部評価委員会にて事業の評価を行った。第１期１年目につい

ては、初めての取組であった事や、実際には１１月の認定から３月までの事業期間であった事か

ら、評価はＣ（ほぼ良好である）コメントは「認定初年度としては、十分な取組ができている」で

あったが、２年目については、評価はＡ（目標を 100%以上達成する事ができた）コメントは「多く

の項目で成果が上がっており、高く評価できる」と評価されている。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期と同様、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

をおこなう。 

 

（事業内容） 

３．（１）事業の評価及び見直しをするための仕組み（継続） 

第１期の取り組みを継続し、大分県商工会連合会が設置した外部評価委員会にて事業の評価を

行う。 

 

① 目標設定及び進捗管理 

 

目標設定については、経営指導員等で構成する経営支援会議による目標設定・確認と取組み

内容の協議を行い、理事会への目標報告と承認を行う。 

進捗管理については、経営支援会議での四半期毎の実績把握と評価による進捗管理を実施

し、未達成項目への対応を協議するとともに、取組みの見直し等を行い目標の達成を図る。 

 

② 評価委員会の設置 

 

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。 

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

して、大分県商工会連合会が設置する外部評価委員会に提出する。なお、外部評価委員は次表

の委員を予定している。 

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。 

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、承認を受ける。 

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。 

事業の成果・評価・見直しの結果については国東市商工会のホームページにて計画期間中公

表する（http://kunisaki.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。 

事業の評価・見直しは毎年度１回以上実施する。 

 

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 準教授１人 
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上記以外の大学 教授 準教授１名 

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 

大分県経営創造・金融課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 大分県商工会連合会専務理事１人 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２９年１１月現在） 

（１）組織体制 

 

  ①本事業を直接担当し支援事業をおこなう者 

    経営指導員・広域指導課長  １名 

    経営指導員          ５名 

     

 ②商工会の組織、職員数 

      

    上記①以外の職員数  事務局長         １名 

               経営支援員（補助員    ２名） 

               経営支援員（記帳専任職員 ２名） 

               記帳指導員        ３名 

               臨時職員         １名 

 

（２）連絡先 

 

   国東市商工会本所   住所 大分県国東市国東町鶴川１６０番地２ 

              電話 0978-72-2000 

                           FAX   0978-72-2883 

（ホームページアドレス）http://www.kunisaki.oita-shokokai.or.jp/ 

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

 

   国東市商工会国見支所 住所 大分県国東市国見町中１３０８番地１ 

              電話 0978-82-0147 

                            FAX   0978-82-0468 

   国東市商工会武蔵支所 住所 大分県国東市武蔵町古市１１３９番地６ 

              電話  0978-68-0485 

                            FAX   0978-68-0814 

   国東市商工会安岐支所 住所 大分県国東市安岐町瀬戸田７２８番地 

              電話 0978-67-0559 

              FAX   0978-67-3333 

 

 

 

 

 

 

http://www.kunisaki.oita-shokokai.or.jp/
mailto:info@kunisaki.oita-shokokai.or.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 
 ３０年度 

(30年４月

以降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 
6,200 

            

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

 

 

 

 

 

 

小規模企業対策事業費 
             

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

 
経営状況等分析事業 

              

1,500 

             

1,500 

             

1,500 

             

1,500 

             

1,500 

事業計画策定支援事業 
              

1,000 

             

1,000 

             

1,000 

             

1,000 

             

1,000 

事業計画策定後実施支援事業 
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

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 
              

2,000 

             

2,000 

             

2,000 

             

2,000 

             

2,000 

支援体制の整備事業 
              

100 

             

100 

             

100 

             

100 

             

100 

小 計 
             

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

            

6,200 

 

 

（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．経営課題に関する分析及び市場調査事業【指針①・③】 

 (連携先：大分県商工会連合会・国東市・日本政策金融公庫・大分県産業創造機構・ 

大銀経済研究所) 

・小規模事業者がもつ「財務面」「生産力」「経営力」に基づいた経営課題の設定・ 

抽出：分析の実施 

・地域の経済動向について景況調査の実施とともに、関係諸団体からの提供される 

各種統計テータの提供 

 

２．分析結果(データ)を活用した事業計画の策定及び実施支援【指針②】 

 （連携先：大分県商工会連合会・大分県産業創造機構） 

・小規模事業者が思う自社の経営課題と克服すべき最優先の経営課題との差異の検証 

及び課題の克服。 

・専門家派遣等による経営課題の克服。 

 

３．創業・第二創業支援【指針②】 

（連携先：大分県及び東部振興局・大分県商工会連合会・国東市・日本政策金融公庫・ 

大分県産業創造機構・おおいたスタートアップセンター) 

・国東市、市内金融機関等の支援機関との連携強化やセミナーを開催することで、 

創業者の創業意欲の醸成及び啓発支援の実施。 

 

４．新規需要の開拓事業【指針④】 

(連携先：大分県及び東部振興局・国東市・大分県商工会連合会・日本政策金融公庫・ 

独立行政法人日本貿易振興機構) 

・新規需要開拓を促進するため、大分県、国東市、金融機関等の支援機関と連携して、 

今後の成長が期待される産業分野に合わせた支援体制や情報の提供。 

 

連携者及びその役割 

〇大分県商工会連合会 会長 森竹治一 

(〒870-0026 大分県大分市金池町 3-1-64 中小企業会館 5 階 Tel：097-534-9507) 

・各種情報提供や専門家派遣や経営発達支援事業全般の効果的な実施を行う。 

・職員資質向上研修の実施 

 

〇大分県(東部振興局含) 知事 広瀬勝貞 

 (〒873-0504 大分県国東市国東町安国寺 786-1 Tel：0978-72-1212) 

・需要動向調査について 

・新たな需要の開拓に寄与する事業について 

・地域経済活性化について 
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〇国東市 市長 三河明史 

(〒873-0502 大分県国東市国東町田深 280-2 Tel：0978-72-1111) 

・補助事業の実施 

・地域経済活性化及び祭り事業の連携 

・需要動向調査について 

・新たな需要の開拓に寄与する事業について 

 

〇国東市観光協会 会長 三河明史 

(〒873-0511 大分県国東市国東町小原 2662番地 1 Tel：0978-72-5168) 

・地域経済活性化及び祭り事業の連携 

 

〇日本政策金融公庫別府支店 支店長 谷口昌次 

(〒874-0924 大分県別府市餅ヶ浜町 9-1 Tel：0977-25-1151) 

・融資等のあっせん業務 

・地域経済動向調査に関すること 

 

〇公益財団法人 大分県産業創造機構 理事長 姫野淸高 

(〒870-0037 大分県大分市東春日町 17-20 Tel:097-533-0220) 

・補助事業の実施、ビジネスマッチング、商談会等情報提供 

 

〇おおいたスタートアップセンター センター長 櫻木祐宏 

(〒870-0037 大分県大分市東春日町 17-20 Tel：097-534-2755) 

・創業者支援に係るセミナー開催や個別相談などについて対応。 

 

〇大分県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 山中俊弘 

(〒870-0026 大分県大分市金池町 3-1-64 大分県中小企業会館 5Ｆ Tel：097-585-5010) 

・事業承継支援に係る専門指導等についての対応。 

 

〇株式会社大銀経済経営研究所 代表取締役 沓掛正幸  

(〒870-0035 大分県大分市中央町２丁目９－２３ Tel:097-533-0039) 

・経済情報の提供 

 

〇市内金融機関 

大分銀行国東支店 支店長 泥谷克二 

（〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川 1905-1 Tel:0978-72-1313) 

豊和銀行国東支店 支店長 宮本智 

（〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川 434-1 Tel:0978-72-1989) 

大分県信用組合国東支店 支店長 加藤淳一郎 

（〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川 120-1 Tel:0978-72-1227) 

・市内の経済・金融動向についての情報交換、金融支援等 
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連携体制図等 
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