
経営支援発達計画の概要 

実施者名 日出町商工会（法人番号 ３３２０００５００４４７３） 

実施期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

目標 

【目標１】大型店舗（町外資本）と差別化を図るため経営改善を図り魅力ある 

企業に変化させること。 

【目標２】町内小規模事業者の事業拡大により、地域の活性化を図ること。 

【目標３】交流人口の増加策を支援し消費需要の拡大を図ること。 

事業内容 

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 

地域内の経済動向に関する情報収集・調査・分析を行い、小規模事業者の現状

を把握する。分析結果について情報提供を行い事業計画策定支援に活用する。 

２. 経営状況の分析に関すること 

財務諸表に基づく定量的な分析（財務分析）及び経営資源に関する定性的な分

析（SWOT 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行

い、抱える経営課題等を抽出、課題解決に向けた支援を行う。 

３. 事業計画策定支援に関すること 

  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、「魅力ある企

業づくり」を推進するため、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。事業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 

定期的な巡回訪問により、事業計画の進捗状況の確認や必要な助言、指導等フ

ォローアップ支援を行う。 

５. 需要動向調査に関すること 

  本会による求評会やテストマーケティング等の独自調査を行い、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. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会、商談会、物産展等への積極的参加の促進及びＥＣサイトへの出品、Ｗ

ＥＢサイトの構築等、ＩＴ活用支援により、商品・サービスの認知度の向上と新

たな販路開拓に取り組む。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

① 「城下かれい祭り」「ひじ産業文化祭り」「ひじＫトラ市」「納涼盆踊り大会」等

地域イベントを活用した地域商工業者の売上向上及び販路拡大を支援する。 

② 日出町商工会、日出町、日出町観光協会、農協、漁協等で構成した「日出町活

性化委員会（仮称）」を設立し、日出町の活性化策について協議する。 

連絡先 

■日出町商工会 

住 所 〒879-1506 大分県速見郡日出町２６１２番地の２ 

電 話 （0977）72－2232  ＦＡＸ （0977）72－1667 

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

Ｅメールアドレス  info＠hiji.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.目標 

 

（１）当地域の現状及び課題 

① 当地域の現状 

  当地域は、別府市の北部と隣接し、大分空港 

から車で２０分という距離にある。交通の利便 

性から県内の２大都市（大分市、別府市）の 

ベッドタウンとして発展、昭和４０年から人口 

増を続けているが、平成２４年度をピークに減 

少傾向となり現在は現状を維持している。 

年齢別人口構成を大分県の他地域と比較する 

と、年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口 

（１５～６４歳）の割合は高く、老年人口（６５ 

歳以上）の割合は低い数値となっている。しか 

し、当地域でも年を追うごとに少子化・高齢化 

が進展している状況にある。 

 

【平成 29 年度の人口割合】 

 0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 

日出町 13.97% 56.07% 29.69% 

大分県平均 12.39% 55.14% 31.51% 

 

また、昭和５９年にテクノポリス法（高度技術工業集積地域開発促進法）により、『県北国東地域』

として指定され、半導体関連企業工場が多数進出するなど県内有数の半導体関連の工場集積地であ

る。観光面では、平成３年にサンリオのキャラクターをテーマにした『ハーモニーランド』が開園

し、県内外から４０万人を超える入園者がある。その他、日出城址周辺の海水と真水が混じる汽水

域プランクトンを食べて育ち、全国ブランドとなった地域資源である『城下カレイ』が有名で、毎

年、日出町・観光協会・商工会が連携した『城下カレイ祭り』を開催し、多くの美食家を集めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査人口の推移（見込み）                         （単位：人） 

Ｓ.40 Ｓ.60 Ｈ.17 Ｈ.22 Ｈ.24 Ｈ.25 Ｈ.26 Ｈ.27 Ｈ.28 Ｈ.32 Ｈ.37  

20,121 22,564 27,640 28,221 28,329 28,072 28,017 28,067 28,061 27,924 27,765 

注）日出町人口ビジョン（抜粋）各年 10月 1 日現在（～Ｈ.27）「国勢調査」／ Ｈ.32～Ｈ37  

注）大分県の人口推計結果（月報）Ｈ.28 については 6月 1日現在  
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日出地域の観光資源等 

 

ア. ハーモニーランド 

ハローキティやマイメロディをはじめ、サンリオの 

仲間たちに会えるサンリオキャラクターパーク。    

サンリオキャラクターとダンサーによるパレードな 

ど華やかなライブショーを毎日上演。 

家族みんなで楽しめるアトラクションやレストラン  

ショップなどがある。 

夏はキッズプール、イルミネーション、お花見イべ 

ントなど年間を通じて楽しめる。 

 

イ. 城下カレイ 

大分といえば関アジ・関サバとともに「城下カレイ」 

が有名である。この城下カレイの『城下』とは日出城 

のこと。「城下カレイ」は日出城址から見渡す別府湾 

の海中に育つマコガレイの事である。かつては一般の 

人が口にすることができなかった殿様魚であり、美食家 

・木下兼次郎が著した「続・美味求真」では、｢この魚 

の特徴は、肉質やわらかく色が純白で、少しの生くさ 

さも無いことである。これを刺身にすれば光沢があって 

青水晶のごとく、香味優逸にして確かに魚介の首位に 

推すべきである｣と絶賛している。 

｢城下かれい｣は 5月頃が最も美味しい時期といわれており、毎年、5月には日出町で「城下かれい

祭り」が開催され、城下かれいミニ懐石賞味会・ステージイベント・花火大会など多くの催しが開か

れ、県内外より多くの人出で賑う。 

 

 

ウ. その他の観光地 

「大分むぎ焼酎二階堂」で知られる二階堂酒造が、代々 

受け継いだ日本画を一般公開しようとして設立した日本 

画の美術館。横山大観、川合玉堂、上村松園等々、近代 

日本画壇を担った画家たちの作品が展示されている。 

四季にあわせて定期的に開かれるテーマ別の企画展も見 

応えがある。 

（二階堂美術館）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.town.hiji.oita.jp/js/finder/upload/images/kankou/karei.jpg
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太平洋戦争末期、日出町大神の牧の内に、人間魚雷「回天」の特攻基地が造られ、この大神基地に

おいて、約７００名の若者が回天の訓練を積んだ。現在、大神回天基地跡には、水雷壕、回天格納

庫、実用頭部格納庫などといった幾つもの岩穴の他、回

天の水漏れ等の検査をした調整場プールや士官浴場等

が残っている。回天神社は、戦時中は大神突撃隊庁舎内

に祀ってあったが、昭和２1 年に元隊員の懇願により、

住吉神社の境内に遷座された。回天基地は全国に４ヶ所

造られたが、人間魚雷回天の特別特攻隊員の英霊を祭る

回天神社が存在するのは、ここ大神だけであり、回天の

1/3 模型と、海中より引き上げられた九三式魚雷後部が

展示されている。 

                                                              （人間魚雷回天） 

             

旧日出藩主・木下家の居城。慶長 6年（1601）初代藩

主・木下延俊により築城され、城内本丸には天守閣を

はじめ、各所に櫓が築かれ、本城を中心に二の丸、三

の丸、外郭と三重の構えを備えていた。現在、その姿

は石垣を残すのみとなっているが、日出城址周辺は、

公園として美しく整備され、海沿いには遊歩道があり

散歩も楽しめる。城址から高崎山を望む別府湾の眺望

は絶景で、別府八景、大分県百景の一つに数えられて

いる。（全国では、岡山と日出町だけに「おね」の関係

で徳川幕府になっても存続、関西方面の太閤殿下ファ

ンの誘致、関西汽船等へのアプローチ）                           （日出城跡地） 

 

「荒城の月」を作曲した日本の代表的な音楽家・瀧廉

太郎。その祖先である瀧家は、代々日出藩の家老など

の要職にあった家柄である。瀧家の菩提寺は日出の龍

泉寺（りゅうせんじ）であり、瀧家および瀧廉太郎の

墓が残っている。日出小学校前には瀧廉太郎のブロン

ズ像があり、秋には「ひじ産業文化まつり」に合わせ

て記念の音楽祭も催されている。定時になると防災無

線で瀧廉太郎の楽曲が流れるなど、日出町では瀧廉太

郎は「日出の人」として親しまれている。 

（滝廉太郎墓と記念碑）  

 

 

 

 

 

http://hijinavi.com/wp-content/uploads/caddb90caa84345323a3877c9aa5ff08.jpg
http://hijinavi.com/wp-content/uploads/kaiten04resized.jpg
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② 地域商工観光業の現状 

 

【商業】商業を取り巻く環境は近年の人口増を背景に駐車場を整備した町外資本のスーパー・ 

ドラッグストアー・ホームセンター・家電量販店・コンビニエンスストアー・大手安売り店舗等が

郊外に相次いで出店し、新しい商業集積地を形成している。 

一方で、日出町役場周辺の従来から町民の台所として愛されてきた日出町役場周辺の商店街は、

新商業集積地との競合により売上が激減した結果、廃業が続出し、衰退の一途を辿っている。更に

県内の２大都市（大分市・別府市）にある商業集積地への購買力の流出が進んでいるなか、経営者

の高齢化も進行し、事業承継等の課題も抱えている。 

このように、当地域の商業については、繁栄（町外資本の郊外出店）と衰退（地域の既存小規模

店舗の廃業）が同時に進行している状況下にある。商業統計によると、日出町全体の小売業の動態

は、平成１１年に２７７店１８６億円の売上が平成１９年では２５０店２２０億円、平成２６年は

１９３店２３４億円で統計上は売上の増加となっているが、既存商店街では廃業が相次ぎ、平成２

５年に精肉店が廃業、生鮮３品を購入できる店舗が商店街に皆無となった。 

 

【工業】製造業については、テクノポリス法指定後は、当地域の基幹産業となり、半導体関連企業 

の工場進出が相次ぎ、製造品出荷額を順調に伸ばし、定住人口増加等にも貢献してきた。当地域製 

造業の象徴であり地域経済の牽引役であった、半導体製造メーカーである日本テキサスインスツル 

メント日出工場（以下「日本ＴＩ日出工場」という）が平成２５年６月に撤退し、５００人の従 

業員が解雇され、地域を牽引してきた「ものづくり産業」に対する大きな影響が出ている。特に当 

該企業の関連企業は新たに新規取引先を確保する必要性に迫られ、開拓が必要となっている。また、 

当該工場で解雇された従業員の雇用確保も喫緊の課題であり、従業員の中には新たな雇用先を探す 

動きの他、自ら半導体関連企業を創業する動きが見られ始め、創業相談等の支援も必要となった。 

日本ＴＩ日出工場との関連企業が多く、４０年間に亘って当地域製造業の発展の礎であった工場 

だけに、撤退は当地区製造業の発展に大きなマイナスとなっている。工業統計によると、本町の製 

造業出荷額は、平成１８年には１０８７億円であったものが、平成２２年には７６７億円、平成 

２５年には４２２億円と激減し、日本ＴＩ日出工場撤退で、更に出荷額が落ち込んでいる。 

 

【観光業】観光業については、城下かれい・銀杏などの「地域の産品」や歴史・文化等の豊富な 

地域資源を抱えている。それら地域資源を活用した取り組みを地域住民・各団体が実施している。 

しかし、「地域の産品」において、「日出町といえばこれ！」という代名詞的な商品等はなかなか出 

てきていない印象を受ける。 

 

【商工業の推移】当地域の商工業者数のうち約８割が小規模事業者であり、商工業者の推移につい

ては、前記商業の現況のとおり、地域の既存小規模店舗の廃業や製造業の低迷が進んでいる。 

また、県内他市町村に比べ、町外資本の郊外出店や新規創業はあるものの総体的には商工業者数

が減少している状況にある。 

平成２８年度調査では、特に卸小売業及びサービス業の事業所数が減少しており、事業所の入れ

替わりが推測される状況となっている。 
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－参考－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 当地域商工観光業の課題 

当地域の現状等から課題を抽出の上、課題解決を図るため、本計画を策定し実施する。 

 

【課題１】地域既存商店衰退による購買力の流出、高齢化による廃業者の増加 

  日出町役場周辺の従来から町民の台所として愛されてきた日出町役場周辺の商店街は、新商

業集積地との競合により売上が激減した結果、廃業が続出し、衰退の一途を辿っている。更に

県内の２大都市（大分市・別府市）にある商業集積地への購買力の流出が進んでいるなか、経

営者の高齢化も進行し、事業承継等の課題を抱えている。 

小規模事業者の強みであるきめ細やかな対応や顔の見える経営を活かして、消費者ニーズに

応える品揃えやサービスを提供する地域密着型の経営手法に取り組み顧客の購買力を取り戻す

必要がある。また、後継者不足により若い人材への円滑な事業承継を促進していかなければな

らない。 

 

【課題２】日本ＴＩ日出工場閉鎖の影響による製造業の停滞 

   新規取引先（受注先）の確保が最重要課題であり対策が必要である。長期的には技術力向上

や技能継承、新製品の開発、優秀な人材確保等に取り組む必要がある。 

 

【課題３】地域潜在購買力の減少による商業の停滞 

人口減少による購買力の減少を防ぐために、日出町や日出町観光協会等と連携して町内の観

光資源を活用した交流人口の増加を図り、地域の購買力（需要）の底上げに取り組む必要があ

る。そのための第一歩として、数多くある「地域資源」のブラッシュアップに取り組む。日出

町の代名詞的な商品となりうる商品は数多く存在しているので、まずそれらの商品から取り組

みを開始していきたい。 

 

小規模事業者数の推移                             （単位：人） 

 事業所数 建設業 製造業 卸売業・小売業 不動産賃貸業 教育･医療業 サービス業 その他  Ｈ.32 

27,924 Ｈ.２４ 670 90 61 196 34 37 207 45 

Ｈ.２６ 696 89 60 203 35 42 223 44 

Ｈ.２８ 653 86 58 192 34 35 203 45  

増減数 △43 △3 △2 △11 △1 △7 △20 1  

注）経済センサス活動調査 

 

 

 

商工業者数の推移                               （単位：人） 

 事業所数 建設業 製造業 卸売業・小売業 不動産賃貸業 教育･医療業 サービス業 その他  Ｈ.32 

27,924 Ｈ.２４ 854 94 85 277 36 43 266 53 

Ｈ.２６ 884 92 85 289 38 46 281 53 

Ｈ.２８ 844 91 85 283 36 41 256 52  

増減数 △40 △1 0 △6 △2 △5 △25 △1  

注）経済センサス活動調査 
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④ 日出町の方針 

人口増加を続けてきた当地域も将来的には、人口減少、少子高齢化等の地域課題に直面する

地域となる。日出町では、それらの地域課題に対峙し克服するため、「日出町まち・ひと・しご

と創生総合戦略（以下「町総合戦略」と記す）」を策定（平成２７年９月策定）、下記基本目標

が定められた。 

 

【日出町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標】 

基本目標１  産業振興により賑わいと活力をつくる 

基本目標２  新しい人の流れをつくり、定住を促進する 

基本目標３  結婚・出産・子育て・教育を支援する 

基本目標４  安心・健康・快適に暮らせ、時代にあったまちをつくる 

 

   特に基本目標１の「産業振興により賑わいと活力をつくる」では、町内事業所数の増加が数値

目標として【９５９カ所（平成２４年度）→ １，０００カ所（平成３１年度）】明示された。  

また、この「地域に賑わいと活力をつくる」ために、町内事業所の事業拡大（商品・製品開発、

販路拡大等）への支援を図るとともに、町内事業者への新規就労支援や創業・起業計画者に対し

て、日出町創業支援事業計画に基づく包括的な支援を行うこととしている。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
 

① 中長期的な振興のあり方 
 

【当会の考える中長期の振興のあり方】 

上述のように町内事業所数の増加を図るには、地域小規模事業者の持続的な発展による企業

存続（既存業者の廃業の歯止め）と地区内創業による事業所数の増加が必要である。 

当地の課題で述べたとおり、日出町には大型店舗（町外資本）が相次いで進出してきたが、

今後、地域小規模事業者が持続的に発展し企業を存続していくには、新たに進出してくる大型

店舗（町外資本）と既存業者（小規模事業者）との「共存共栄」が必要と考える。 

そのためには、日出町・地域内金融機関・その他の認定支援機関と連携を図りながら、今ま

で以上に地域小規模事業者に密着した伴走型支援を行い、企業が存続できるよう「差別化」を

図る必要がある。 

当会は今後、地区内小規模事業者の持続的な発展と新規創業者の創出に向けて、これらを踏

まえた経営課題解決のための経営計画の策定や販路支援を行う他、分析・計画・実行・評価・

改善を繰り返しながら継続的支援できる体制を構築し経営発達支援事業に取り組んでいく。 

１０年後の日出町の小規模事業者が活力を取り戻し、「地域に賑わいと活力をつくる」には地

域小規模事業を「魅力ある企業」に変化させ、地域内における競争力を高めていくことが重要

である。また、本取組については、日出町まち・ひと・しごと創生総合戦略と整合性が取れて

いるものである。 
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（３）経営発達支援計画の目標 

  上記、「当会の考える中長期の振興のあり方」を踏まえ、経営発達支援計画の具体的な目標

は次のとおりとする。 

 

① 大型店舗（町外資本）と差別化を図るため経営改善を図り魅力ある企業に変化させる 

小規模事業者が持続的な発展を維持するには、小規模事業者が経営状態の健全化を行い、継続        

して発展する経営体質となることが必要である。このためまずは、事業主自ら抱える経営課題を

認識、把握することが重要であることから、小規模事業者に対して、セミナーの開催や需要動向

等の情報提供をはじめ、ヒアリングでの経営分析を実施する。そして、これらの分析等を踏ま

え、魅力ある企業づくりに向けた経営計画の策定及びその実行支援を行うこととする。 

 

② 町内小規模事業者の事業拡大による地域活性化 

小規模事業者の新規取引機会の創出を目的とした、見本市・工業展等の出展支援・販路開拓支

援や新製品（新サービス）の開発・計画策定支援等を行い、地域の活性化を図るため、町内小規

模事業者の事業拡大に向けた経営計画の策定支援及びその実行支援を行うこととする。 

 

③ 交流人口の増加策を支援し消費需要の拡大を図る 

隣接する別府市に訪れる観光客（日帰り・宿泊）は中国・台湾等の海外客を含め、年間 794万

人（別府市観光動向調査／平成 28年 1月～平成 28年 12月）となっている。 

観光産業の振興は交流人口の増加につながり、その増加は産業に活力をもたらすことが予測さ

れる。これらの観光客に対して、町に存在する豊富な地域資源を利活用した観光産業の振興を図

るとともに、年間を通して訪れる「魅力ある町の形成」を図り、今後は新たな観光客の誘致は勿

論、観光リピーターを育てていかなければならない。 

 

 

 

 

 

（４） 経営発達支援計画の目標達成のための方針 

① 「魅力ある企業への変化」や「町内小規模事業者の事業拡大」を図るために、経営環境・業界

動向の把握や様々な分析データの活用を行い、地域経済動向調査を実施することによって現状

を把握してもらう。これらの方法で経営における外部要因・内部要因の分析・把握を行い、経

営の健全化を図るため小規模事業者とともに財務体質改善を含めた事業計画策定支援を実施す

る。また、その進捗状況についてもＰＤＣＡを回しながら、定期的な巡回訪問によって確認・

フォローアップを実施する。 

これにより、計画と実績等の乖離について、その都度原因の究明を行い、計画変更や新たな

計画の立案等も検討し中長期にわたり企業に伴走型の支援をすることによって、地域小規模事

業者の事業拡大を図るとともに魅力ある企業に変化させる。 
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② 既存業者の廃業に歯止めをかけるため、高齢化している小規模事業者に対し、円滑な事業承継

が出来るよう大分県商工会連合会を通じた専門家との連携や行政・金融機関・大分県事業引き

継ぎ支援センターと連携を取りながら事業承継支援を実施していく。 

 

③ 日本ＴＩ日出工場の退職者の中には、半導体関連の企業を起業する動きもある。創業・起業

者への支援として、日出町と情報交換を図りながら創業支援セミナーや個別相談会を開催

し、創業支援を行うことで、当地域における新規事業者の設立に結びつける。 

また、セミナー参加者の創業後の経営課題についてもフォロ―アップを行う等、創業者の段

階に合わせた支援を行っていくことで、継続して成長・発展していく企業を増やしていく。 

 

④ 観光リピーターを育てていくためには、観光客ニーズに応え、観光客が満足できるよう伝統

や地域特性を活かした観光資源の更なる掘り起しと活用が重要である。 

日出町・日出町観光協会・他地域の行政機関・大分県等と連携を図り周辺ルートの活用や日

出町を紹介する広報媒体等を活用し、日出町への誘客を行う。また、新製品（新サービス）の

開発・計画策定支援当を行うほか、見本市・工業展等の出展支援・販路開拓支援を行うことに

より、消費需要の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記４項目により、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、「魅力あ

る企業づくり」を推し進め、事業拡大に向けた売上・利益向上や新たな販路開拓な

どの小規模事業者が抱える経営課題の解決を図り、日出町全体が発展する取り組み

に寄与する。 

また、地域の支援機関として経営指導に必要な能力や支援のためのノウハウ習得

に努めるとともに、職員全員でＰＤＣＡを回しながら、経営発達支援事業に取り組

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 

経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日から平成３６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 

 

２. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

これまで当会では、日出町内の経済動向の調査及び情報の提供については、巡回・窓口相談

での簡単なヒアリングや情報提供にとどまっており、正確に経済動向の把握・分析し、小規模

事業者へ広報できていないのが現状であった。 

そこで、本事業を通じて地区内の小規模事業者が置かれた現状と実態の把握を行い、地区内

の経済動向を調査する。 

当該調査結果については地域の小規模事業者の持続的発展に資する経営情報として情報提供

を広く行うとともに、経営状況分析・事業計画策定・新たな需要開拓支援等に繋げていく。 

また、調査結果については経営計画策定時に活用できるように整理し情報が必要な小規模事

業者へ提供するとともに日出町商工会のホームページ・日出町商工会の広報誌・日出町の広報

誌等の媒体を利用し、広く周知を行う。 

 

（事業内容） 

① 地区内の経済動向調査【指針③】 

調査対象：当会の小規模事業者（30社：サービス業10社、商業10社、製造業5社、建設業5社）

を対象にアンケート調査（年2回半期ごとに調査）を実施、地域経済の景況を探る。 

調査項目：売上、仕入単価、経常利益、資金繰り、設備投資、後継者、雇用人員、営業上の問 

  題点、景況感等 

調査方法：巡回を通してのヒアリング方式 

集計活用：経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

 

② 統計データの収集、分析 

地区内の経済動向を把握し、事業計画策定や新たな需要開拓支援に繋げていくため統計デー

タの収集、分析を行う。分析に必要なデータ、各種情報等については、全国商工会連合会が行

っている「小規模企業景気動向調査」や「中小企業景況調査」の継続活用、更に㈱大分銀行経

済研究所が行っている「県内企業の景況意識調査」に加え、当会独自の地区内における経済動

向調査の中から各種情報を収集・分析する。 

また、これら統計データ・各種情報を地区内小規模事業者が経営計画の策定や新規販路の開

拓等の基礎資料として活用する。 
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③ 金融機関と連携した地域経済動向調査（地域金融情報の収集） 

地域の金融情報の取得を目的とした地域金融機関（大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金

庫、大分県信用組合、日本政策金融公庫）との金融懇談会を年１回開催。 

また、県内の金融情報として大分銀行経済研究所についても連携を図る。 
 

取得情報：地域の景況、地域資金需要の動向、創業及び事業承継の金融支援情報、創業者及び

事業承継予定者情報等 

 

（成果の活用） 

地区内の経済動向の調査や統計データの収集、分析、地域金融情報の収集等により入手した

地域経済情報は組織として共有し、地区内小規模事業者の経営計画の策定や新規販路の開拓等

の基礎資料として活用する。 

また、日出町商工会のホームページ、日出町商工会の広報誌等を媒体として地区内小規模事

業者に広く情報発信を行う。 

 

（目標） 

項目 現 行 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

地区内調査対象事業者数 未実施 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

地区内調査回数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

地区内経済動向調査公表回数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

小規模企業景気動向調査公表回数 未実施 ４ ４ ４ ４ ４ 

中小企業景況調査公表回数 未実施 ４ ４ ４ ４ ４ 

県内企業の景況意識調査公表回数 未実施 ４ ４ ４ ４ ４ 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

経営状況の分析については従来、金融相談時や補助金申請時にのみ実施してきた。受け身で、

事業者からのアプローチがあったときのみ動くというのが現状である。また、経営状況の分析後

のアフターフォローについても不十分であった。 

今後は、小規模事業者の持続的発展を図るための経営計画策定に向けて、現在の経営状況、経営

課題等の把握をするため、経営資源や財務内容等の経営分析を行う。 

なお、専門的な課題等については、大分県商工会連合会と連携するとともにミラサポ等を積極

的に活用する等、専門家と共同で小規模事業者の経営上の悩み、課題等に対して、より丁寧に伴

走型のサポートを行う。 

 

（事業内容） 

支援対象事業者を選定の上、当該事業者のヒアリング、財務分析等により課題を抽出する。経営
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指導員を中心に構成する経営支援会議を月１回開催し、経営分析結果に基づき、経営課題を明確に

し、当該支援事業者の経営課題の解決及び持続的発展を維持するための方向性を検討する。支援の

方向性については当該事業者に説明し合意を得る。 

 

➀伴走型支援対象事業者の掘り起こし 

ア．地区内の小規模事業者に対し、企業の持続的発展のための支援（事業計画作成支援）を実施す 

  る旨の広報活動を実施し、巡回等により積極的に参加募集を行う。【指針①】 

イ．地区内の小規模事業者の中から支援候補企業を抽出する（後継者を有する企業、経営革新の 

認定を目指す企業、各種補助金の活用を希望する企業等の中から支援候補企業を抽出） 

【指針①】 

ウ．支援候補企業の中より、経営支援会議で検討の上、支援企業の掘り起こしを実施する。 

【指針①】 

 

②伴走型支援対象事業者に係る「経営分析」の手順 

ア． 支援対象事業者ヒアリング【指針①】 

  調査項目 自社分析（内部的要因） 

 

 

 

 

 

イ． 支援対象事業者の定量分析（財務分析） 

決算書を基に中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用して分析を行う。調査

項目として収益性・効率性・生産性・安全性・成長性で経営状況がどのような評価となるのか、

また、その改善点等について分析数値から洗い出す。【指針①】 

ウ. 支援対象事業者の定性分析（ＳＷＯＴ分析） 

   ヒアリングにより、事業者を取り巻く外部環境（脅威・機会）及び内部環境（強み・弱み）を

洗い出し、ＳＷＯＴ分析表を作成する。作成した分析表を基に分析を行う。 

エ. 経営資源の最適活用を検討 

財務分析結果及びＳＷＯＴ分析結果、指導履歴等を基に「強み」を活かした経営戦略の策定や

経営課題を抽出しその改善策の立案等、支援の方向性について、経営支援会議で検討する。 

（成果の活用） 

分析した結果について、巡回訪問を通して分析対象事業者へ丁寧に説明し、自社経営状況の

把握を促し、事業計画策定の重要性を訴える。 

また、この内容は共有データ化し、経営指導員が共有できるようにする。事業者が個別相談

や金融相談、経営革新相談に来所または訪問した際に事業計画策定の基礎資料として活用す

る。【指針①】 

 

仕入・購買・在庫・コスト・開発力・製品（商品）・品揃え・価格・販売（営

業）・広告宣伝・サービス・企画力・提案力・顧客の声・クレーム・人材組織・モ

チベーション・社歴・経営方針・社風・人脈・後継者問題・新たな問題（課題）・

過去よりの問題（課題）等 
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（目標） 

支援内容 現 行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

経営分析件数 未実施 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

経営分析件数…経営指導員一人あたり１２社／年、５年間で１２０社を目標 

 

４．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

「１．地域の経済動向調査」及び「２．経営状況の分析」の結果を踏まえ、地域の小規模事業者

や新規創業者が個々の経営課題の解決を図り、持続的な発展を図っていくための事業計画を策定

する必要がある。実情として小規模事業者や新規創業者が経営計画を沿って経営を行っているケ

ースは少なく、今後の経営環境を考えると経営計画を策定し計画のもと実行と改善を繰り返して

いくことが求められている。 

事業計画の策定にあたっては、大分県商工会連合会、税理士・中小企業診断士等の専門家、地

区内金融機関等の認定支援機関と連携を図り、事業計画策定の必要性・重要性を解説するととも

に、事業計画策定の手順を学び実際に事業計画策定を行うセミナーを開催する。 

小規模事業者の経営資源（「ヒト・モノ・カネ・情報」）は限られているため、限りある経営

資源をどこに注力していくか、どのように事業を組み立て遂行していくかなど、経営資源の「選

択と集中」が必要となる。 

経営計画を策定していく中で経営資源を整理・分析し、経営目標を明確にしていくことで、計

画策定後の事業が円滑に進むように本事業を実施していく。更に、専門家、認定支援機関等と連

携していくことで、質の高い事業計画の策定や売上の維持、増加に繋げる。 

また、創業者の掘り起こしとして日出町内での創業を志す者を対象とした、創業スクールを開

催し（日出町と連携し創業スクールを開催）地域内創業を支援し創業者数の増加を図っていく。

地域内創業者の創業後の支援についても伴走型の支援を行っていく。（３ヶ月に１回巡回） 

 

（事業内容） 

① 事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし 

平素の窓口指導、巡回指導時に、事業計画の必要性・重要性について説明を行うとともに、大

分県商工会連合会、税理士・中小企業診断士等の専門家、地区内金融機関等の認定支援機関と

連携を図り、事業計画策定の必要性・重要性を幅広く解説・周知することで事業計画策定を目

指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

特に地区内経済動向の調査先、経営分析を行った事業者ついては事業計画策定に繋げていく。 

 

② 事業計画策定研修会を開催 

事業計画の必要性の理解並びに事業計画策定手法の取得を目的としたセミナーを開催する。 

研修会の周知については日出町の広報誌、日出町商工会のホームページ、チラシ（新聞折込）

で対応する。なお、想定している事業計画策定の目的は以下のとおり。 
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ア．経営発達のため中長期経営計画の策定 

イ．補助金申請（小規模持続化補助金・ものづくり補助金・創業補助金等） 

ウ．新事業展開（経営革新・多角化・新事業等） 

エ．運転・設備資金（資金繰り・生産性向上等） 

オ．経営安定（資金繰りの安定化・金融調整・企業再生等） 

 

③ 創業・第二創業の支援 

 当地域内において行政は空き家店舗対策・創業者の掘り起こし等の施策を行っているが、経済 

センサス調査をみてみると、全産業で創業希望者は減少傾向にある。その状況を打破するため 

に日出町と連携し、創業スクール（年１回 ４日間）を開催し参加を促していく。 

創業を増やすことは地域の活力に繋げ、当会が前段で示した中期目標の達成のため、日出町内

で起業を志す者の掘り起こし、創業・創業後の支援を行っていく。 

また、起業経験者の体験談を聞くことや後継者のいない事業承継希望者とのマッチングも必要

である。そこで、創業スクール開催の周知については日出町商工会のホームページ、チラシ

（新聞折込）等で募集するとともに、日出町と連携することで町の広報媒体を活用し創業希望

者に対して幅広く周知を行っていく。 

 

（目標） 

支援内容 現 行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

事業計画策定数 未実施 ６ ６ ６ ６ ６ 

事業計画策定研修開催回数 

（研修会参加者数） 

１ 

（２０） 

１ 

（２０） 

１ 

（２０） 

１ 

（２０） 

１ 

（２０） 

１ 

（２０） 

創業計画策定数 未実施 ６ ６ ６ ６ ６ 

創業スクール開催回数 

（１回あたり 10名の参加） 
１ １ １ １ １ １ 

事業計画策定数、創業計画策定数は経営指導員１人あたり３社/年 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

伴走型支援企業に係る事業計画策定後に定期的に巡回訪問を行い、事業計画の進捗状況の確認の 

 他、必要な助言、指導等を行う。【指針②】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者に対してのフォローアップは、専門支援機関へのつなぎや資金繰り改善等を適宜実 

施しているだけであり、小規模事業者が求める取り組み内容を積極的にバックアップするものでは 

なかった。課題としては、計画どおりに進捗しているかのヒアリング、課題の抽出が不足している 

ことから、事業計画策定から実行支援まで継続的に支援する仕組みづくりが必要である。 
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（本計画において取り組む内容） 

 事業計画策定した計画を着実に実行出来るよう、定期的な巡回によるフォローアップ支援を行う 

ことによって、進捗状況及び経営課題を確認し、課題解決や今後の計画実行に必要な情報提供、施 

策活用等の状況に応じて、きめ細かい支援を実施する。 

（事業内容） 

①事業計画策定後のフォローアップ支援の実施【指針②】 

事業計画策定後は、四半期に１回の定期的な巡回訪問により、目標に対する進捗状況の確認を行 

う。事業計画と実施状況との差異については、原因の分析結果等を小規模事業者が理解できるよう、 

 課題改善策検討のための助言、指導等を行う。 

②創業者のフォローアップ支援の実施【指針②】 

創業スクールの実施により特定創業者認定を行い制度活用による創業支援を実施する。また、

創業者に対する事業計画策定後のフォローアップ支援を四半期に１回実施する。 

③高度に専門的な課題への支援の実施【指針②】 

 事業計画の実行支援にあたっては、高度に専門的な課題に直面した際には大分県商工会連合会、 

ミラサポ等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。 

④小規模事業者支援施策の積極的活用【指針②】 

事業計画策定後において、小規模事業者が事業の持続的な発展の過程で必要な設備資金及び運転 

資金の調達に際しては、「小規模事業者経営発達支援融資制度」「小規模事業者経営改善資金」の活 

用促進をする。また、ミラサポ等により国等の税制、施策及び助成金等について情報収集に努め、 

提供を行う。 

（目標） 

・事業計画策定後のフォローアップ事業者数、創業計画フォローアップ事業者数は、 

経営指導員１人あたり３社／年 

・事業計画策定後のフォローアップ回数、創業計画フォローアップ事業者数は四半期に１回 

・専門家派遣回数は経営指導員１人あたり５社／年 

・金融支援事業者数は経営指導員１人あたり５社／年 

支援内容 現 行  ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

事業計画策定後の 

フォローアップ事業者数 
未実施 ６ ６ ６ ６ ６ 

事業計画策定後の 

フォローアップ回数 
未実施 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

創業計画フォローアップ 

事業者数 
未実施 ６ ６ ６ ６ ６ 

創業計画フォローアップ 

回数 
未実施 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

専門家派遣回数 ７ １０ １０ １０ １０ １０ 

金融支援事業者数 ３ １０ １０ １０ １０ １０ 
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６．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

当地域は、大分市・別府市と国東半島・宇佐地域を結ぶ中間点に位置しているため、立地として

は恵まれた環境にある。しかし地理的優位性を活かしきれておらず、県内外へ効果的なＰＲができ

ていない農産加工品・工芸品・お土産品等が多く存在する。これは、需要動向の把握ができておら

ず、どこにどうやって売り込んでいけばよいかという方向性が定まっていなかったからではないか

と考えている。 

当会ではこれまで、需要動向を把握するための調査等は実施しておらず、個々の情報収集と経営

指導員の経験則による情報提供が主であった。職員ごとに提供する需要動向情報に差異があり、正

確性に欠ける部分があった。 

また、小規模事業者は、人手不足で時間に追われている傾向にあるため、需要動向の把握に割く

時間があまりないケースが多い。そのために顧客や市場のニーズと経営者の考えとの間でミスマッ

チが生じ、ビジネスチャンスを逃すケースが少なくない。 

 

（目 的） 

上記の現状を打破し、新たな需要を開拓することを目的として、地域産品のいくつか（食品・非

食品 5品目ほど）に的を絞って、個社の商品について、買い手から直接評価を受ける方法で、消費

者の需要動向調査を実施する。 

既存の名産品の知名度アップ及び販路開拓と売り上げ拡大を目指し、需要動向調査結果を活かし

て事業計画策定に取り組む。 

特に日出町オリジナルの新商品開発、既存商品のブラッシュアップ、  販路開拓・拡大を推進

し「日出町ブランド」を確立させ新市場・新需要開拓へ支援を行う。 

計画初年度は「城下かれいなど日出町の地域資源」を活用した商品をメインに想定している。 

 

（事業内容） 

① 商工会主催による求評会 

支援対象業者が自社商品に新たな付加価値を見出し、販売先を開拓し売上増加を目指すために、 

流通事業者のバイヤー及び消費者の需要動向を調査する。 

城下かれい、焼き物など地域産品商品を対象に、求評会を実施し、バイヤー・消費者・商品開発

の専門家等から、デザイン・価格・内容量・味等について評価を受ける。 

評価結果について分析し、参加者に提供する。委託販売による新たな販路開拓に取り組むため

に、事業計画策定と計画実施支援に活用する。 
 

目標：年１回 5事業者を選定し、1事業者 2商品程度を対象に、1商品につき 4人の評価者から 

評価を受ける。収集した内容を分析する。 
 

（手法・成果） 

項目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

求評会開催回数 0 1 1 1 1 1 

評価数 0 40 40 40 40 40 
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② Ｋトラ市等によるテストマーケティングの実施 

支援対象業者が新たな販路開拓に取り組む際に、商品の改善意見等について調査する。 

  地域の産品を使った個社の加工食品・非食品（焼き物など）等を対象（新商品及び既存商品）に、

日出町商工会青年部が定期的に開催するＫトラ市において主に地域内需要動向の把握を目的とし

たテストマーケティングを行い、商品購入者・来場者にヒアリング形式でアンケート調査を実施す

ることにより一般消費者から情報収集する。 
 

ア.目標：調査回数・アンケート回収数。参加事業者数） 

   調査は、定期開催するＫトラ市にて実施する。 

    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に提供する。参加事業者は毎年 5社を目標とする。 

 

  イ.情報収集を行う項目 

 情報収集を行う項目は以下の通り。 

食品 味・食感・価格・パッケージデザインなどの印象 

非食品 使用感・価格・パッケージデザインなどの印象 

食品・非食品共

通項目 

購入したことがあるか？・購入したことがある場合その用途や理由・購入したこ

とがない場合はその理由。など 

消費者の属性 性別・年齢・住所など 

   各社の知りたい情報については個別に枠を設ける。 

 

（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ことで、消費者の需要動向を理解した新商品

の開発や商品改良のデータとして活用する。 

（目標） 

支援内容 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査回数 0 1 1 1 1 1 

対象事業者数 0 5 5 5 5 5 

調査件数（1社 20件） 0 100 100 100 100 100 

 
 

③ お土産品等の取扱店舗での来店者アンケートの実施 

支援対象業者が新たな販路開拓に取り組む際に、商品の改善意見等について調査する。 

  地域の産品を使った個社の加工食品・非食品（焼き物など）等を対象（新商品及び既存商品）に、

お土産品等の取扱店舗（観光案内所・ホテルなど）にて行い、商品購入者・来場者にアンケート

調査を実施することにより一般消費者（主に地域外から訪問した観光客）から情報収集する。 
 

  ア.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 1回商品取り扱い店舗にて実施する。 

    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に提供する。参加事業者は毎年 5社を目標とする。 
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  イ.情報収集を行う項目 

    情報収集を行う項目は以下の通り。 

食品 味・食感・価格・パッケージデザインなどの印象 

非食品 使用感・価格・パッケージデザインなどの印象 

食品・非食品共

通項目 

購入したことがあるか？・購入したことがある場合その用途や理由・購入したこ

とがない場合はその理由。など 

消費者の属性 性別・年齢・住所など 

    各社の知りたい情報については個別に枠を設ける。 

 

 （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ことで、消費者の需要動向を理解した新商

品の開発や商品改良のデータとして活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現 行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査回数 0 1 1 1 1 1 

対象事業者数 0 5 5 5 5 5 

調査件数（1社 20件） 0 100 100 100 100 100 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  小規模事業者が、直面する最大の課題である需要の創造や掘り起こしに向け、多様な顧客ニーズに

適合した商品・サービスの提供や発信する機会を増やすために商談会・展示会等への出店やネット販

売等ＩＴを活用した販路拡大の支援が必要である。 

（現状と課題） 

小規模事業者の持続的発展に最も必要な売上増加を図っていくためには、新商品の開発・潜在需要

の開拓・新たな需要の開拓等が必要となるが、小規模事業者はそれらの手法に不慣れな場合が多く、

特に、近隣地域でもある大分市、別府市の商業集積地により購買力が流出しており、既存販路だけで

は存続自体が危ぶまれている状況となっている。 

また、商工会においても需要開拓に関する支援は、外部機関が開催する物産展・商談会を会員事業

所に対して参加を勧奨する説明を行う程度であり、事前対策や事後フォローアップ体制等も不十分で

あり小規模事業者に寄り添った伴走型支援ができていなかったという課題がある。 

（本計画において取り組む内容） 

これからは、需要動向・地域経済の情勢を分析し、小規模事業者が効率よく商品・サービスを提

供できる地域内外での機会の創出と地域のブランドを活かした販路開拓が必要である。新たな企業

間取引や消費者の掘り起しを図れる場の提供、情報を発信し販路開拓を行うための支援策を実施す

る。今後は、出展の周知・案内に終始するのではなく、収益向上に直結するきめ細かい支援を実施

するため、出展前後のフォローアップ等を行う。 

また、若手後継者を中心に、インターネット・ＳＮＳを活用した広報、販売の方法等について専

門家のアドバイスを受けながら、新たな販売手法および販売促進活動等を支援する。 
 

（事業内容） 

① 展示・商談会等への出展による需要開拓支援 

製造業を中心とした小規模事業者における地域外の需要開拓のため、展示会・商談会等への出展

による需要開拓支援を行う。 

「出展前準備」 

ア.出展商品の選定・・・事業者の技術及び商品の強みを洗い出し出展する製品等を吟味する。 

イ.展示商談会の選定・・・各商談会担当者や専門家及び出展経験者からアドバイスをもらい、事業 

者や商品と適合する展示商談会を選定する。 

ウ.エントリーシートの作成・・・商談件数増大に向け、効果的なＦＣＰシートやエントリーシート 

               等の作成支援を行う。 

エ.販促ツールの作成支援・・・商談に結び付く効果的な商品パンフレットやカタログ等の作成を専 

              門家と連携し支援する。 

オ.出展ブースのレイアウト・・・来場客の動線を考慮したブースレイアウトやデザイン、ＰＯＰ等 

               の作成を専門家と連携して支援する。 

「出展時」 

ア.商談件数の増大に向け、サンプル商品やパンフレット配布のサポートを行う。 

イ.バイヤーとの商談のサポートを行う。 
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ウ.出展している同業他社の商品や商談状況をリサーチする。 

エ.来場したバイヤーや運営関係者から商品のトレンド等をヒアリングする。 

「出展後」 

ア.名刺交換したバイヤー等へのフォローアップ支援を行う。 

イ.出展時に収集した商品トレンド等の情報やバイヤーからの要望等をまとめ、既存商品の改良や新

商品の開発及び生産体制の見直し等の検討を行う。 

これら一連の工程についてＰＤＣＡサイクルを実施し、事業計画の策定に反映する。 
 

「想定する商談会・展示会等」 

展示会・商談会等名称 主催 出展する品目 支援対象 訴求先 

特産品求評商談会 大分県  加工食品 主に食品製造業 BtoB 九州 

中小企業テクノフェア

in九州 

（公財）北九州観光 

コンベンション協会 

工業製品 主に工業、食品製造業 BtoB 全国 

アグリフードＥＸＰＯ ㈱日本政策金融公庫 農産物・加工食品 主に食品製造業 BtoB 全国 

ニッポン全国物産展 全国商工会連合会 加工食品･地酒・雑貨 主に食品､酒類､雑貨等製造業 BtoC （首都

圏） 

―参考― 

 特産品求評商談会・・・大分県産品の販路拡大とレベルアップを図る目的として、県内外の百貨 

  店や量販店等の食品バイヤー（約２００名）を招いて、出展者の評価や商談会を開催。 

  中小企業テクノフェア in 九州・・・“ものづくり”に積極的に取り組む中小企業が、自ら培った

優秀な技術力・高品質製品・新製品を一堂に展示・プレゼンテーションを行うことで、広域的な受

注機会の増大と新規販路開拓を促進することを目的として開催。来場者数３万人程度。 

  アグリフードＥＸＰＯ・・・日本政策公庫の取引先として全国各地で国産ブランドを担い、魅力あ 

  る農産物や地元産品を活用した多様なこだわり食品を製造する食品メーカーへの販路拡大を目的 

として開催。来場者数１万２千人程度。 

  ニッポン全国物産展・・・中小・小規模事業者の商品展開力・販売力向上を図り、地域経済の活 

性化を図る目的として、東京池袋にて食品・非食品の販売や展示会を開催。来場者数１５万人程度。 

 
 

（目標数値） 

支援内容 現 行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

特産品求評商談会 

出展事業者数（商談成立件数） 
未実施 

２ 

（１） 

２ 

（２） 

２ 

（２） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

中小企業テクノフェアin九州 

出展事業者数（商談成立件数） 
未実施 

２ 

（１） 

２ 

（２） 

２ 

（２） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

アグリフードＥＸＰＯ 

出展事業者数（商談成立件数） 
未実施 

２ 

（１） 

２ 

（２） 

２ 

（２） 

２ 

（２） 

２ 

（２） 

ニッポン全国物産展 

出展事業者数（売上高:円） 
未実施 

２ 

(400,000) 

２ 

(400,000) 

２ 

(400,000) 

２ 

(400,000) 

２ 

(400,000) 
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・出展事業者数、商談成立件数は経営指導員１人あたり１社/年 

・売上額については１社あたり 200,000円目標 

②スキルアップセミナーによる需要開拓支援 

  地域内の小規模事業者（主に小売業・卸売業・サービス業）が新たな販路開拓を行うにあた

り、会社や商品の「強み」を把握し、その「強み」を効果的に訴求しなければならないが、小規

模事業者は、その価値の洗い出しができていないことが多い。財務諸表に現れる資産だけではな

く、技術やノウハウはもとより、長年培ってきた経営理念、顧客や地域からの信頼といったもの

も「目に見えない強み」であり、これらをいかに活かしていくかという視点がとても重要であ

る。これら自社の「強み」を認識し、待ちの商売から「強み」に焦点を当てた攻めの商売に転換

するためのスキルアップセミナーを開催する。 

ア. 知的資産セミナーの開催 ～自社の「強み」を再発見セミナー～ 

自社が持つ見えざる「強み」を発掘・活用することを目的に需要開拓のヒントを学習する。経

営理念、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク等、企業価値を生み出す源泉である

「見えざる資産」を掘り起こし、可視化することで新たな販路開拓や経営戦略のツールとする。 

（数値目標） 

支援内容 現 行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

知的資産セミナー開催数 未実施 １ １ １ １ １ 

知的資産セミナー参加者数 未実施 ８ ８ ８ １０ １０ 

知的資産支援件数 未実施 ３２ ３２ ３２ ４０ ４０ 

・知的資産支援件数は経営指導員１人あたり４社、知的資産支援件数は四半期毎 

③ＩＴを活用した販路開拓支援 

全業種を対象とするＩＴを活用した需要開拓支援については、販路開拓の機会を創出するた

め、ＥＣサイトへの出品やホームページを活用して「新しく開発された商品」や「特色を生か

した技術」等の情報発信を行い販路開拓の取り組みを行う。 

ア. ニッポンセレクトへの出品 

   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」への出品を積極的に周知し、手

続き等の支援を行う。 

イ. 簡易ホームページ「ＳＨＩＦＴ」への掲載推進 

ＩＴの利活用に苦手意識のある事業者に対して、簡単な操作で新着情報などの更新が手軽に行 

   える「ＳＨＩＦＴ」への掲載を推進するとともに使用方法について丁寧に支援する。 

ウ. 自社ホームページ作成支援 

新たに販路開拓するにあたり、企業や商品情報を素早く、詳細に広報することができるのが自

社のホームページであり、企業や商品の信用を高めることが可能である。 

効果的なホームページを作成にあたり専門家等と連携して支援を行う。 

―参考― 

ニッポンセレクト・・・全国商工会連合会が運営するＥＣサイトに「都道府県単位の販売サイト」

を活用して全国ベースでの販路開拓が行える。 
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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で

ある。簡単な操作で新着情報などの更新が手軽に行える。 

 （数値目標） 

支援内容 現 行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

ニッポンセレクト出品事業者

件数 
未実施 ２ ４ ４ ６ ６ 

ホームページ作成支援事業者

数 
未実施 ２ ４ ４ ６ ６ 

日出町商工会のホームページ 

新商品等紹介企業数 
未実施 １ ２ ２ ３ ３ 

ＥＣサイトによる出品商品の

売上高増加率（％） 
未実施 ５ ５ １０ １０ １０ 

・ニッポンセレクト出品事業者件数、ホームページ作成支援事業者数は経営指導員 

１人あたり１企業/年とし、隔年経営指導員１人あたり１件ずつ増やす。 

  ・ＥＣサイトによる出品商品の売上高増加率は対前年比 

  ～イメージ図～   小規模事業者（支援対象者） 

 

特色を生かした技術・新しく開発された商品等 

 

 

 

 

ビジネスチャンス 

     の創出 

顔と仕事が見える

情報発信 

◇ニッポンセレクトの活用 

◇自社ホームページ作成の

支援 

◇商工会ホームページの活

用（ＳＨＩＦＴ） 

 

費用負担無し 全国へ事業拡大 

販 路 開 拓 

（ＥＣサイト受注等） 

 



- 22 - 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（現状と課題） 

 町内では町中心部の区画整理地域への店舗進出が多い反面、中心商店街では空き店舗が増加するな

ど衰退が進んでいる。商店街を活性化させるため、魅力ある街づくりに積極的にチャレンジする商店

への支援や意欲ある若手経営者が出店しやすい環境を整える施策など商店街組織の覚醒が求められて

いる。また、日出城址周辺は、まちなみ整備事業により、観光入込客が増加傾向にあるが、近隣の商

店街はこの立地条件を有効に活用できていない状況にある。観光と連携した商業活性化の取組等の課

題がある。 

（事業内容） 

① 地域振興事業への協力 

日出町が主催する地域イベントを支援し、交流人口の拡大を図り、地域経済の活性化を図る。 

・城下かれい祭り 

 日出町の特産品として広く知られる「城下かれい」を町内外に、二百有余年の歴史を持つ代表的

特産品であることを周知させるとともに交流人口増大による地域振興を図ることを目的に開催す

るもの。日出城址周辺地域で開催し、様々なイベントや出店がある。 

・ひじ産業文化祭り 

 日出町内の産業、文化及び芸術の振興を図ることを目的に開催するもの。 

地域の農産物、水産物及び地域産業、文化活動等を通じて、日出町の魅力を広く町内外に向けて

情報発信を行い、本町を訪れる交流人口の増加を図り、まちの賑わいを創出することを目的に開

催する。 

 

② 地域イベント開催 

ひじＫトラ市、納涼盆踊り大会等の地域イベントを実施し、交流人口の拡大を図り、賑わいづくり

を行うとともに、地域購買力の拡大を図る。 

 

③ 「日出町活性化委員会」の設立・開催 

日出町活性化委員会（日出町商工観光課、日出町観光協会、日出町商工会、農協・漁協等で構成）

を設立し、今後の日出町活性化の方向性を検討する。検討結果を日出町等に提言し、提言内容の実

現化について支援する。（年 1回会議を開催） 

 

 ・城下かれい祭り・・・日出町の特産品である 

「城下かれい」にちなんだ祭りで、日出町最大 

のビッグイベント。高級な「城下かれい」を手 

頃な値段で味わえる「城下かれいミニ懐石賞味 

会」を始めとして、商工会青年部によるステージ 

イベント、花火大会など、多くの催しが開かれる。 

県内外の各地から集客、毎年５月開催。                   

 

  

  
（城下かれいミニ懐石料理） 

会」 
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（ひじ産業文化まつり） 

 

・ひじ産業文化まつり・・・日出町の“収穫の秋”を 

満喫できるお祭り。農水産物の即売、ふるさとレス

トラン、模擬店出店、地域産業、文化活動等ステー

ジイベントが行われる。毎年１１月開催。県内外各

地から集客。 

 

 

 

 

       

・雛めぐり・・・毎年２月中旬から３月上旬までの期間、 

『ひじ雛めぐり』と題して、二の丸館をはじめ町内の各 

所に雛飾りが展示される。雛祭りの期間中は様々な催し 

が行われ、県内外各地からお雛様を見に訪れた人々で賑 

う。 

 

 

 ・Ｋトラ市・・・農業・漁業・商工業従事者及び 

一般の方が「軽トラックの荷台で日出町の産品 

を直売」。近隣エリアから集客  

 

 

 

・納涼盆踊り大会・・・伝統文化である盆踊りの継承、 

町民間の親睦を深めることを目的に毎年８月に開催し 

ている。主催は日出町商工会で近隣エリアから見物客 

で賑わう。花火打ち上げのほか、来場者には豪華景品 

が当たる抽選会を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雛めぐり） 

（Ｋトラ市）  

（納涼盆踊り大会） 
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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 

 

（現状と課題） 

現状、外部支援機関とは、支援案件に応じて常に連携してきた。大分県、大分県商工会連合会、

日本政策金融公庫等との研修会により、小規模事業者の経営支援に関するノウハウ、支援事例につ

いて情報交換し共有している。本事業により小規模事業者の収益拡大を図るには、他の支援機関と

より緊密に連携し、それぞれの機関が有する強みを活かしたきめ細かい経営支援を行うことが重要

であり、小規模事業者が抱える様々な経営課題に迅速に対応することが課題である。また、収益が

低迷している小規模事業者に対し、連携支援による経営の抜本的な改善にも取り組んでいくことが

必要である。 

このため、当会では様々な関係機関と連携し、より困難な経営支援にも積極的に取り組み、そし

て現場で得た経営支援に関するノウハウを蓄積し、組織基盤の強化を図る。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して支援のノウハウや需要動向などに関しての情報共有を

図りたいと考えている。 

 

 （事業内容） 

これまでの支援案件の中で培ってきた連携を継続・発展させていくことで、連携を通じた支援ノウ

ハウ等の情報交換を実施する。 

 

① 情報交換の狙い（効果） 

  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」・「需

要の動向」・「支援ノウハウ」等について情報交換を実施することにより、新たな需要開拓等の課

題解決を図ることである。より高度且つ専門性高い分野の情報交換のために、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ことが重要であることから、経営発達支援事業の対象事業者

以外であっても、日々の案件において積極的に専門家や他の支援機関との連携を図ることで互いの

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 回数等 

大分県商工会連合会 最も密接な連携先。一次さばき後、単独で対応でき

ない高度且つ専門的な案件等はまず商工連に相談。 

常時 

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連携す

る。各種補助制度において支援協力を受ける。 

常時 
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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。 

常時 

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

の窓口でもあり、情報収集を行う。 

常時 

日本政策金融公庫 特に小規模事業者経営発達支援資金。 常時 

大分県産業科学技術センター 技術系の案件全般について支援依頼を行う。 常時 

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。 常時 

おおいたスタートアップセンター 創業等について相談及び創業スクールでの連携 常時 

大分県発明協会 知的財産関連について相談。 常時 

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。 随時 

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。 随時 

大分県よろず支援拠点 様々な案件で相談を予定。 随時 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題）  

大分県商工会連合会が主催する職員研修会等を中心に参加し支援能力の向上、自己研鑚に努めていた

が、個人の指導能力の差異や地域特有の経営課題等が加味されないなどの課題がある。 

特に金融、税務、労務、経営全般といった従来からの支援能力に加え、地域内小規模事業者の収益向

上に対して短期的・直接的に結びつく経営戦略や支援施策の提案等の能力が求められている。地域内

小規模事業者に対する伴走型支援や新しい中小企業施策等の変化に応えるため、職員の資質向上は商

工会の重要な課題である。職員の資質向上のため、大分県商工会連合会の開催する研修会の他、不足

する知識や技能を習得するために関係機関の開催する研修へ積極的に参加し、職員の自覚とやる気を

引出すことができるよう環境整備を図り職員のスキルアップを図っていく必要がある。 

 

（事業内容） 

① ＯＪＴによる資質向上 

ア．巡回・窓口指導において、２次対応以降は支援経験豊富な経営指導員と原則２人の経営指導員

等がペアとなって伴走型支援を実施し、組織全体で支援能力の向上を図る。 

イ．高度且つ専門性の高い分野の相談に対して、専門家派遣等を行う際には、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る。 

 

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支援能力の一層の向上のため、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する。 
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ア．管理職（事務局長）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、組織内で適切に報告し共有化を図る。 

 

イ．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」 

や外部機関が開催する研修会に参加させる。具体的な研修内容は次のとおり。 

 

（イ－１）職務別能力向上研修 

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

（イー２）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

化する。 

 

③ 組織内で共有する取組み 

ア. 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ると

ともに、小規模事業者の経営課題解決に向けた情報交換を行い、支援能力の向上を図る。 

また、支援事例の発表や経営課題の解決に向けた情報交換を行い、支援能力向上を図る。 

 

イ. 小規模事業者ごとに、巡回・窓口指導おける指導履歴を文書化（カルテ等）、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る。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

足度の向上に努める。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
経営発達支援事業の取り組みを実効あるものとして展開していくため、ＰＤＣＡサイクルにより、 

検証及び改善を図るとともに伴走型支援体制を構築する。 

 

① 目標設定及びＩＴ活用による進捗管理等 

ア．理事会及び活性化委員会による目標設定 

イ．経営支援会議よる事業の推進等 

ウ．経営指導員等で構成する経営支援会議の設置 

  エ．巡回・窓口指導おける指導履歴や「経営分析・事業計画策定マニュアル」等の文書化と見直し 
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オ．ＩＴ(県連業務支援システム)を活用した四半期ごとの進捗管理 

 

② 外部評価委員会による評価・検証 

      毎年度終了後、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検

証を行う。 

ア．本事業の評価にあたっては、大分県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」を利用する。 

なお、外部評価委員には次表の委員を予定している。 
 

経営発達支援事業外部評価委員会名簿（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

者からのアンケート結果を基に作成した自己評価書を作成する。 
 

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

て、大分県商工会連合会が設置する外部評価委員会に提出する。 

 

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

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

本会に対して助言等を行う。 

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

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

 

カ．理事会で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会にも報告する。 

 

キ．事業の成果、評価、見直しの結果については日出町商工会のホームページにて計画期間中公表

（http:// hiji.oita-shokokai.or.jp/）するとともに、本会事務所にも常設して閲覧可能な状

況とする。その他、本会通常総会資料、日出町商工会の広報誌にも記載し報告する。 

 

 

 

 

(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 

 

（令和３年１２月２１日現在） 

 

（１）組織体制 

Ⅰ．経営発達支援事業を実施する者 

経 営 指 導 員  ３名 

 

  Ⅱ．商工会の組織、職員数 

事 務 局 長  １名 

経 営 指 導 員  ３名 

経 営 支 援 員  ２名 

記帳指導職員  ２名 

 

 

（２）連絡先 

    日出町商工会  

  住 所 〒８７９－１５０６ 大分県速見郡日出町２６１２番地２ 

    電 話 ０９７７－７２－２２３２ 

    ＦＡＸ ０９７７－７２－１６６７ 

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

メールアドレス    info＠hiji.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調達方法 

 

                                     （単位 千円） 

 Ｈ３１年度 

（31年 6月以降） 
Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度 

必要な資金の額 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 小規模企業対策事業費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 経営分析事業費 100 100 100 100 100 

経営計画策定等支援事業費 400 400 400 400 400 

市場調査費 300 300 300 300 300 

販路開拓支援事業費 600 600 600 600 600 

事務費 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

調達方法 

会費 国補助金 県補助金 町補助金 事業受託費 
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（別表４） 

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

連携する内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


