
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
別府商工会議所（法人番号 2320005002701） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

別府商工会議所では、小規模事業者自身が「経営状態」や周囲の「経済・需要

動向」を知り、「魅力ある個社づくり」に積極的に取り組もうとする「やる気」

を創出することを第一と考え、まずは事業者の現状把握と同時に、経営計画策定

の重要性への理解を深め、小規模事業者自らが、事業計画の策定・実施まで自立

して実行することにより、意識改革などが芽生え、「持続的発展」へつながるこ

とを目標し伴走型支援を行う。 

（１）小規模事業者の現状把握、事業計画書の作成支援 

（２）観光需要、主にインバウンドへの対応支援 

（３）個店の魅力ある商品（またはサービス）の販路開拓支援 

（４）新たな取り組みを行う小規模事業者、創業相談、創業塾の開催による新

規創業支援 

（５）地域一体となった経営支援 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）管内景気動向調査の実施 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営分析支援ツールを活用した経営分析及び専門家の派遣 

（２）分析結果の活用 

３．事業計画策定に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定セミナーの開催 

（２）事業計画の策定 

（３）創業計画の策定 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）経営指導員の定期的なフォローアップ 

（２）各支援機関等との連携・専門家派遣等の活用 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）飲食店における外国人利用調査 

（２）バイヤーへの需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）外国人観光客を取り込むための支援 

（２）各種展示商談会への出展支援 

（３）新商品・サービスの広報支援 

 

Ⅱ.地域経済活性化に資する取組 

観光立市別府にふさわしい観光振興を中心としたイベントを、行政や市内外

の団体組織と各関連運営組織を通じ意思疎通を図りながら実施する。 

 

連絡先 

別府商工会議所 中小企業相談所 

別府市中央町 7番 8号  ℡0977-25-3311 

E-Mail webmaster@beppu-cci.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．別府市の現状 

 
（１）別府市の概要 

別府市は、大分県東海岸のほぼ中央に位置しており、隣接する大分市とは、６車線ある約７㎞の

別大国道（国道 10号線）で結ばれており、車での所要時間も約 10分足らずである。 

さらに、市内に 4 カ所ある JR日豊本線の各駅からも大分市中心部まで 10〜30 分程度の距離であ

り、大分市のベッドタウンとしての役割も担っている。 

市内には多数の温泉が湧き出ており、泉源総数 2,292 ケ所、湧出量毎分 87,346Lと、日本一の湧

出量と泉源数を誇る。医療、浴用などの市民生活はもとより、観光、産業などにも幅広く活用され

ており、別府市は温泉資源の開発により経済発展を図る国際観光温泉文化都市にも指定されている。 

また、国際的な大学など５つの大学施設があり、約 8,500 人の学生（内、約 3,300 人が留学生）

が在籍していることから、「観光」に加え「大学」のまちでもある。また、国立病院、大学病院、厚

生病院のほか多数の民間医療施設に加え、障がい者就労施設の「太陽の家」、養護学校、老人福祉施

設など「総合福祉」の顔ももっている。   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         別府市全図 

                       
（２）人口 

昭和５５年（1980年）の 136,485人をピークに人口減少が続き、平成５２年（2040年）には人口

が 10 万人を割り込むと社人研により推計されている。一方、外国人住民人口は近年おおむね横ば

いで推移している。これは、既存の大学１校と短期大学１校に加え、平成１２年、学生の半分が留

学生である立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）が開学したことにより、人口に対する留学生の割合

が高くなったことが要因の一つと考えられる。 
 

 〈留学生の人口密度〉 

市区町 別府市 東京都文京区 東京都千代田区 千葉県東金市 

密度（％） ２．２８ １．４０ ０．５２ １．２９ 
※地域人口に占める留学生の比率。都道府県単位での数値は容易に把握可能であるが、市区町単位での数値の把握は難し

いため、平成 26年 11月に別府市が独自で全国の主な地域へ聴き取り調査。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%B1%8A%E6%9C%AC%E7%B7%9A
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※社人研～国立社会保障・人口問題研究所 

 
（３）産業 

別府市は、世界でも屈指の温泉資源を有しており、市民生活はもとより観光、産業などにも幅広

く活用され、古くから日本を代表する温泉地として発展してきた。また、江戸時代には多くの湯治

客が集まり、滞在中に使用した飯籠、米あげ笊（ざる）といった竹製の生活用品が売られるように

なり、土産品としての需要が増加すると共に竹細工市場は拡大し、別府の地場産業として定着した。 

その後、技術者育成を目的とした学校が設立され、日本で唯一の竹工芸専門訓練校として、多く

の技術者を輩出している。昭和 54年には大分県で唯一国から「伝統工芸品」の指定を受けている。 

別府市の基幹産業は、豊富な温泉資源をいかした観光産業であるが、宿泊業・飲食業・小売業等

の観光関連産業の他、近年では医療・福祉分野の産業集積が進んでおり、観光関連産業同様、付加

価値額及び従業員数の特化係数も高く、人口１０万人あたりの施設数も全国平均を大きく上回って

いる。 

更に、平成２８年の業種別事業所数を見てみると、基幹産業である宿泊業・飲食業・小売業の割合

が４３．７％と高い割合を占めているが、事業所数の推移を見てみると年々減少傾向にある。しかし、

高齢化に伴い医療・福祉については緩やかに増えており、古くからの湯治文化を背景に、産業集積に

強みがある。 

 
 〈平成２８年 別府市内事業所の業種構成〉 

１．建設業 347（6.2％） 
６． 生活関連サービス業、 

娯楽業 
614（10.8％） 

２．製造業 171（3.0％） ７．医療、福祉 558（9.8％） 

３．卸売業、小売業  1,390（24.5％） ８．その他 820（14.5％） 

４．不動産業、物品賃貸業   681（12.0％）   

５．宿泊業・飲食サービス業 1,089（19.2％） 合計 5,670（100％） 

 ※経済センサス活動調査 

 

 

 



３ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 
   ※別府市統計書（H16～H26） 経済センサス活動調査（H28） 

 
（４）観光 

西の横綱と評されるように温泉源泉総数や一日の総湧出量は、２位の由布院を大きく引き離し日

本一である。さらに温泉の泉質１０種類のうち７種類が存在し、豊富な温泉資源に恵まれている。

近年では、国際音楽祭の「別府アルゲリッチ音楽祭」や「ベップ・アート・マンス」などの国際色

豊かで芸術文化系の新しい観光メニューもそろえ留学生の多さとともに、かつての温泉街のイメー

ジから国際温泉文化都市としての国際的な観光都市のイメージへと変化している。 

別府市観光動態調査（*1）によると、近年、外国人観光客増加の追い風もあり、宿泊客・日帰り

観光客ともに増加傾向にあったが、熊本地震により、平成 28 年は観光客が大きく減少した。その

中で、外国人観光客は２％増加しており、大きく震災の影響を受けることなく年々増加している。 

今後、2019年にはラグビーワールドカップ、2020 年には東京オリンピック・パラリンピックが

開催され、全国的に観光客（特に外国人観光客）の増加が予想されるが、特に、ラグビーワールド

カップは大分でも開催され、出場する有名チームが別府市内にキャンプを行うことが決定してお

り、世界各地から多くの外国人観光客が見込まれる。更に、世界のマスメディアが来別することか

ら、別府市を世界に発信するチャンスであり、更なる観光客の増加が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （*1）別府市統計書（平成 22 年より、全国共通基準に準じて観光入込客統計を開始したため、それ以前の数値

と比較することはできない） 

 

 （５）別府市の取り組み 

   別府市が策定している、「別府市後期基本計画」では、基本目標に「観光資源を活かした多様な

交流と産業が育ち、まちに活気がある」としており、重点目標は「【観光・交流】観光資源の新た

な活用と展開により、たくさんの観光客が訪れている」「【産業・就労】産業が育ち、多様な働く
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場と働きやすい環境が整っている」としている。 

別府市では、観光に携わる市内の企業や個人が協働し、具体的な観光施策に取り組む場及び産業

活性化基盤の整備、新産業の創出と企業支援等、別府市の地域の振興に関する諸施策と連携した活

動を行い、地域経済の持続的な発展と住民の生活の向上に寄与することを目的とし、別府市産業連

携・協働プラットフォーム（以下、B－biz Link）を平成２９年９月に設立し、各種事業・支援を

行っており、新産業の創出と起業支援では、商工会議所等と連携し、創業支援を推進している。 

 

 

２．小規模事業者の現状と課題 

 
別府市の産業は、観光需要に支えられた宿泊・飲食・観光施設や医療・福祉などの各種サービス業、

また市外資本による食品、生活雑貨の小売業などを中心とした構成となっている。 

昭和５０年代以降の観光低迷期に多くの事業者の体力が低下し、さらには市外資本の大型商業施設

やスーパーマーケット、ドラッグストアの出店攻勢、隣接市大分市における相次ぐ大型商業集積の誕

生、更に経営者の高齢化などで現在では事業所数、特に小規模事業者数は大きく減少している。 

平成２１年と平成２８年の業種別小規模事業者数を比較すると、減少率の高い順に、卸・小売業

（22.3％）製造業（19.1％）建設業（17.3％）となっており、卸・小売業では地域変化、商業変化に

対応できなかったことが減少率の高さにつながったと考えられる。小規模事業者が持続的発展をする

ためには、常に変化を把握し、事業計画に反映させていくことが重要である。 

また、近年増加しているインバウンドへの対応について、特に小規模事業者の対応が遅れているの

が現状であり、新たな需要獲得のためにも、インバウンド対策にどう取り組んでいくかが課題である。 

 
〈業種別小規模事業者の推移〉 

年 度 建設業 製造業 卸・小売業 不動産業 
宿泊・飲食

ｻｰﾋﾞｽ業 

生活関連 

ｻｰﾋﾞｽ業・

娯楽業 

医療・福祉 その他 合計 

平成 21年 398 194 1,171 804 848 570 116 582 4,683 

平成 24年 350 180 1,075 718 833 573 113 509 4,351 

平成 26年 341 176 971 692 858 563 112 502 4,215 

平成 28年 329 157 910 669 780 563 116 443 3,967 

※経済センサス基礎調査Ｈ21.Ｈ26 活動調査Ｈ24.Ｈ28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ※事業者数：別府市統計書、Ｈ28経済センサス 

      小規模事業者数：大分県調査（平成 21年以降経済センサス数値を基に計算） 
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３．会議所のこれまでの取り組み 

 
  別府商工会議所では、小規模事業者への支援として、経営指導員による特別巡回を実施しており、

個別の経営指導とともに、小規模零細事業者の要望・意見が反映された事業の展開を目指し、事業者

の直面する問題についての個別ヒアリングを行っている。 

また、商人塾等の各種セミナーの開催や、会員事業所間の交流促進・新規販路開拓支援を目的に会

員交流大会を継続実施しており、平成２８年以降は、「観光産業の街づくり」「個店や商店街の支援強

化」「組織の活性化と外部有識者などの活用」を三本柱に、セミナーや会員交流大会の継続実施、経

営指導員の巡回強化、商店街との意見交換会等を実施しており、小規模事業者の抱える問題点のヒア

リングと解決策等の検討を行っている。 

主に小規模事業者への取り組みとして以下の事業を実施している。 

 

（１）別府市企業景況調査事業 

  市内中小企業の景気動向及び事業者が抱える経営問題を継続的に調査、分析、把握することに

より、中小企業施策の推進に資することを目的として実施している。 

  

 [実施回数] 年２回（７月・１月）   [調査対象事業者数]  ３９０事業所 

  [分析方法] 外部専門家へ委託 

 

（２）商人塾 

    昨今の厳しい環境の中、事業主は後継者への事業承継を躊躇している現状があり、厳しい環

境を乗り切るために、事業承継予定者には、経営の基礎知識とともに、先を見通す視野や戦略を

立てる知恵、バランスのとれた経営力が必要であることから、事業承継予定者及び事業承継後間

もない経営者、経営を基礎から学びたい者を対象に、商人塾を開催している。 

   

  [開催回数] 年１回 ５日間開催    [受講者数] 定員１０名 

 

  （３）べっぷ創業塾 

    創業を考え、具体的にアクションを起こそうとする方や創業間もない方を対象に、事業開始

のための心構え、ビジネスプランの作成研修、公的融資制度の紹介等を通して、実際に創業に役

立つ知識、情報を取得させ、各自が作成した事業計画書を最終日にプレゼンし、客観的な意見を

得ることにより、計画をブラッシュアップし、起業への第一歩を踏み出すために不可欠な指針を

形成する機会を提供することを目的として商人塾を開催している。 

 

 [開催回数] 年１回 ４日間開催    [受講者数] 定員１０名 

 

  （４）専門家による無料相談会 

    より専門的な相談に対応するため、商工業者を対象に、弁護士による無料相談会を毎月第３

水曜日、税理士による無料相談会を税理士事務所で随時開催している。また、外国人の創業予定

者を対象に、行政書士による無料相談会を、行政書士事務所で随時開催している。 

 

  （５）その他 

    中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業（ミラサポ）を使っての専門家派遣や消費

税軽減税率対策窓口相談等事業での専門家派遣・セミナーの開催、小規模事業者持続化補助金申

請支援事業での補助金の申請支援、別府市創業支援事業での補助金申請支援、経営革新チャレン

ジ支援事業等、小規模事業者への支援を随時行っている。 
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４．中長期的な振興のあり方 
  

 （１）中長期的目標 

別府市の基幹産業は豊富な温泉資源を活かした「観光産業」であり、長年、地域需要は国内観光

客と市民に限られていた。しかし近年では、国際観光温泉文化都市として、海外からの観光客の増

加や、大学生、留学生、他地域からの移住者など新しい需要が加わり、地域の様子（「顔」）は多様

化している。 

このような地域変化に伴う商業環境の変化に対応できず、多くの小規模事業者が減少している現

状に歯止めをかけ、地域を支える小規模事業者が安定的に利益を計上する事業者へと体質改善を図

ることで、「持続的発展」へつながるよう、１０年先を見越した振興のあり方を以下に示す。 

 

①小規模事業者数の減少を抑制するためには、小規模事業者自身が経営状況を把握して事業計画を

作成し、目標をもって経営を行うことにより、今後の地域変化や商業環境の変化に対応しながら

持続的発展をしていくことが重要である。そのため、事業計画の策定を行う事業所の掘り起こし

を行い、事業計画の策定から事業計画の実行を含め、小規模事業者が持続的発展出来るよう伴走

型支援を行う。 

 

②今後インターコンチネンタルホテルや星野リゾート等の高級ホテル、宿泊特化型のビジネスホテ

ル等が相次いで建設予定であり、また様々な大型イベント（2019ラグビーワールドカップや 2020

東京オリンピック他）に合わせ国内外問わず多くの観光客の受け入れが可能となり、更なる需要

が期待される。年々増え続ける観光客をビジネスチャンスととらえ、国内観光客だけでなく、外

国人観光客へも対応ができるよう経営支援を行い、特に需要が高くなる飲食店等を中心に、新た

な需要を取り込むため小規模事業者や起業・創業希望者及び創業者に対し伴走型の支援を行い、

持続的（１０年以上）発展と売上増に取り組む。 

 

③熊本地震等の大災害が発生した場合、国内外の観光客が大きく減少することによる、小規模事業

者への影響を踏まえ、観光に左右されない、個店の魅力ある商品・サービスを選定していくこと

が必要である。そこで、商品の開発と掘り起こしを行い、販路開拓に向けた伴走型支援を行うこ

とにより、安定的に利益を計上し持続的発展に取り組む。 

 

（２）別府市後期基本計画との整合性 

「別府市後期基本計画」では、別府市が設立した「B-biz Link」と連携しながら、観光資源の

新たな活用と展開により、多くの観光客が訪れるよう、観光に携わる市内の企業や個人が協働し、

具体的な観光施策に取り組むことにより、地域経済の持続的な発展と、産業活性化基盤の整備、新

産業の創業等の支援などを掲げており、高い整合性を有する。 

  
 （３）別府商工会議所としての役割 

   商工会議所は、地域性・総合性・公共性・国際性の４つの大きな特徴を持っており、商工業の振

興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体であり、その地区内に

おける商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的とし

ている。行政への提言や観光・商業の振興と地域づくり、小規模企業並びに市内商店街の育成、支

援対策の推進等さまざまな支援を行う。 
 
 

 

５．経営発達支援計画の目標 

 
上記の中長期的な振興の在り方を踏まえ、５年間の目標を以下のとおりとする。 
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（１）小規模事業者の現状把握、事業計画の策定支援 

小規模事業者自身が経営状況を把握して事業計画を策定し、目標をもって経営を行うことにより

今後の地域変化や商業環境の変化に対応しながら持続的発展をしていくことにより、小規模事業者

数の減少を抑制することを目標とする。 

 

 （２）新たな取り組み（外国人観光客への対応）を行う小規模事業者、創業希望者及び創業者への支

援 

今後３年以内には相次ぐホテルの建設により、別府市内の客室数が約 1,000 室増える見込みであ

る。その中で、中心市街地への宿泊特化型ビジネスホテル等の建設により、今後泊食分離が進んで

行く事を踏まえ、特に需要が高くなる飲食店等を中心に、国内観光客だけでなく、外国人観光客の

新たな需要を取り込む小規模事業者や起業・創業希望者及び創業者への支援を行い、持続的（５年

以上）発展できることを目標とする。 

 

 （３）個店の魅力ある商品・サービス及び新商品の販路開拓支援 

熊本地震等の大きな災害時に影響を受ける観光需要だけでなく、観光に左右されない個店の魅力

ある商品・サービスや新たに開発した新商品・サービスの販路開拓支援を行うことにより、安定的

に利益を計上し持続的発展が出来ることを目標とする。 

 

  

６．経営発達支援計画の目標達成に向けた方針 
小規模事業者自身が「経営状態」や周囲の「経済・需要動向」を知り、「魅力ある個社づくり」に

積極的に取り組もうとする「やる気」を創出することを第一と考えることから、まずは、意識改革な

どが小規模事業者自身の中に芽生え、「持続的発展」へつながることを目標とし、伴走型支援を行う。 

また、小規模事業者の起業・創業支援では、中長期的な見通しを踏まえた創業計画策定等の伴走型

支援を行うことにより、持続的に発展していくことを目指す。 

 

 （１）小規模事業者の現状把握、事業計画の策定支援 

巡回指導等を通じ、事業計画策定の重要性を積極的に説明し、経営指導員との十分なヒアリング

を通じ、小規模事業者自らが経営分析より現状を把握、課題を明らかにすることにより、課題解決

に向けた事業計画書の作成支援を行う。 

 

 （２）新たな取り組み（外国人観光客への対応）を行う小規模事業者、創業希望者及び創業者への支

援 

国際的な大型イベントもあり、近年ますます増加することが予想される観光客、特に外国人観光

客の更なる需要が期待される中心市街地の飲食店等を中心に、新たな需要を取り込む小規模事業者

や起業・創業希望者及び創業者に対し、経営指導員が中心となり、各支援機関と連携を取りながら

誘引するための伴走型支援を行う。 

 

 （３）個店の魅力ある商品・サービス及び新商品の販路開拓支援 

巡回により発掘した個店の魅力ある商品・サービスや新たに開発した新商品・サービスの新たな

販路開拓を行うため、出展にあたっての準備段階から展示会等への出展、出展後のフォローまで、

より効果的な販路開拓を行うための伴走型支援を行う。 
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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３１年４月１日～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 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 
【現状と課題】 

これまでは、会員事業所を 390社抽出し、景況調査を年２回実施しており、分析は専門家へ依頼し

ているが、約３割の回収率と外部及び小規模事業者に対して調査結果の提供を行っていない。 

また、経営指導員が巡回時に事業所へ直接ヒアリングし景況感の調査を行っているが、経営指導員

間での情報交換及び外部への調査結果の提供は行っていない。 

 

【改善方法】 

調査対象の事業所を管内小規模事業者１００社に絞り実施回数を増やす。調査方法は、郵送や経

営指導員の巡回指導時等のヒアリングにより回収率を上げ、より正確な調査を行う。同時に、調査

結果を巡回時や会議所ホームページ等を使い、小規模事業者等へ会員・非会員問わず広く情報提供

を行う。 

  
【事業内容】 

（１）管内景気動向調査の実施（継続） 

  ［調査対象］ 管内小規模事業者１００社（卸売業、小売業、飲食サービス業から各 20社、建設業、

製造業、医療・福祉、宿泊業から各 10社） 

［調査手法］ 対象事業所へ年４回「調査票」を郵送し、FAX 及び返信用封筒にて回答を行う。更

に回答のない事業所に対し経営指導員が巡回にて直接ヒアリングを行い、アンケー

トの回収を行う。 

［調査項目］ 前年同期と今期及び今期と来期の比較を以下項目でおこなう。 

       ａ．売上高   ｂ．売上単価  ｃ．資金繰り 

ｄ．借入難度  ｅ．収益状況（経常利益） 

ｆ．雇用状況（人手の過不足） 

g．今期、直面している経営上の問題点について。 

     ※これまで行った景況調査のデータを活用し分析を行うため、調査内容については

同じものを使用する。 

［分析手法］ 経営指導員がアンケート内容についてチェックを行い、分析は外部専門家（中小企

業診断士）へ委託し、DI値による分析を行い時系列実績と見通しをまとめる。 

 

（２）調査結果の活用 

 調査報告書を毎回調査時に作成し、調査対象に選定した小規模事業者等に提供するほか、別府

商工会議所ホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。更に経営指導員等による巡回

指導時の参考資料として、小規模事業者に効果的な情報提供を行う。 

また、行政や他の支援機関、地元新聞へ調査報告書を郵送し情報提供を行う。 
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〈目標〉 

事   項 単位 
H29 年 度

（基準値） 
H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35年度 

調査実施回数 回 2 4 4 4 4 4 

調査結果公表回数 回 0 4 4 4 4 4 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
【現状と課題】 

これまで、経営分析に関しては、小規模事業者経営改善資金（マル経）推薦等の経営支援や経営

革新計画策定、各種補助金等の申請、または相談者からの自発的な要請があった場合にのみ行って

おり、深堀した分析作業もほとんど行われていなかった。 

また、小規模事業者は経験や長年の感覚で経営を行っていることが多く、財務諸表の把握及びそ

の重要性の認識が低い。小規模事業者の経営力向上を図るには、個々の経営状況を把握・分析し、

計画的な経営を行うことが重要である。 

 

【改善方法】 

従来の支援に加え、巡回や窓口相談時に掘り起こしを行い、意欲ある小規模事業者に対し、経営

分析の必要性を積極的に説明し、経営分析による小規模事業者自身の現状把握を促し、事業計画策

定の基礎資料となり得る経営分析を実施する。 

 
 【事業内容】 

（１）経営分析支援ツールを活用した経営分析及び専門家の派遣（新規） 

   経営分析への取組を促すため、なるべく簡易なＳＷＯＴ分析シートを作成し、巡回指導や窓口相

談時にヒアリングにて分析シートを記入する。併せて、過去３期分の財務資料を預かり、中小企業

基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」や経済産業省が提供する「ローカルベンチマー

ク」を利用し、ＳＷＯＴ分析や、安全性、収益性、効率性、生産性、成長性についての財務分析を

行い、数値結果を説明し、課題の抽出と改善の方向性を検討する。 

   更に、必要に応じキャッシュフロー計算書や資金繰り表の作成し、資金繰り状況を分析する。 

また、専門性が高く、複雑化する経営課題については、大分県よろず支援拠点や、ミラサポ等専

門家派遣制度、当所主催の無料税務相談や無料法律相談等を利用して、経営分析に取り組み課題解

決につなげる。 

 

 [対 象 者] 管内の小規模事業者 

 

  [分析項目] (SWOT分析)事業所の概況、経営目標、雇用状況、立地環境、競合状況等、自社の「強

み」と「弱み」、「機会」と「脅威」、商品・サービス、保有技術の「特色」と「強み」

等 

(財務分析)売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等、安全性や収益性、効率性、

生産性、成長生について 

 

  [分析方法]  中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」や経済産業省が提供す

る「ローカルベンチマーク」を利用し、経営指導員が分析を行う。専門性が高い分析

については、専門家派遣を活用し一緒に分析を行う。 
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（２）分析結果の活用 

     ＳＷＯＴ分析や財務分析の分析結果は、経営指導員が直接当該事業者に提供・説明する。事業所

に分析結果を踏まえ自社の状況を把握してもう事により、需要を見据えた計画的な事業展開への指

針としてもらい、今後の事業計画の策定支援をする際の基礎資料として活用する。 

また、類似の事業所指導の参考資料として、経営指導員の定期的な会議を行い、収集データの共

有化を図りスキルアップに活用する。 
 

〈目標〉 

支援内容 単位 
H29年度 
（基準値） 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

経営分析件数 社 0 36 36 54 54 54 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

 【現状と課題】 

   経営分析同様、事業計画策定支援は、相談者からの自発的な要請があった場合や補助金申請、経

営革新計画策定、融資関係書類作成時のみ行っていた。また、経営計画策定セミナーは開催してい

ない。事業所の持続的な発展を推進するためには、課題解決と今後の需要を見据えた具体的な事業

計画を策定する事が重要である。 

また、小規模事業者の創業時は、開業資金に関する相談が多く、経営理念等、詳細な事業計画を

作成せず、中長期的な見通しがないまま創業に至っているのが現状であり、相談のあった創業者に

対し創業計画策定支援が十分にできているとは言えない。 

 

 【支援に対する考え方】 

経営分析を行った事業所に対し事業計画策定の重要性を認識していただき、上記２．の経営分析

や地域の景気動向調査を有効に活用し、事業者との十分なヒアリングを通じ中長期的な経営目標を

確認するとともに、その将来目標達成のための具体的な「取組」を事業計画に反映させた事業計画

策定の支援及び伴走型の指導・助言を行う。併せて事業計画策定セミナーを開催し、新たな事業計

画策定に取り組む事業所の掘り起こしを行う。 

また、起業を目指す方を支援するため、創業セミナーを開催。セミナー時及び創業相談時に創業

計画策定支援を行い、創業後も巡回指導を通じて、伴走型支援を行う。 

 

 【事業内容】 

（１）事業計画策定セミナーの開催（新規） 

  経営分析を行った事業所を対象に事業計画策定セミナーを開催する。事業者に事業計画策定の重

要性を認識してもらい、事業計画策定までのポイントを知ってもらうことにより、より経営分析を

活かした実現可能な事業計画の策定が出来る 

   また、セミナー参加者に対し、経営分析を含めた事業計画策定までのフォローアップを行い、発

達的支援に繋げる。 

   

 [募集方法] 会議所ニュース及びホームページ掲載、チラシを作成し経営指導員巡回や窓口相談

時配布 

[カリキュラム] 

 時 間 講義項目 内 容 

３時間 

・事業計画とは 

・事業計画書と戦術・プラン 

・事業計画書の作成手順 

・事業計画書の作成実習 

・事業計画の必要性 

・事業計画の種類や作成に必要なこと 

・事業計画書のポイント 

・経営者に求められるもの 
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（２）事業計画の策定（新規） 

巡回指導や窓口相談で経営分析を行った事業所に対し、事業計画策定支援を行い、計画に沿った

経営が実施できるまで支援、助言を行う。事業計画策定にあたっては、中小機構基盤整備機構が提

供する「経営計画つくるくん」も活用しながら、慣れない小規模事業者が経営計画策定に気軽に取

り組めるように工夫する。このことにより、２．で経営分析を行った事業者の９割程度/年の事業計

画策定を目指すまた、必要に応じ各支援機関（大分県よろず支援拠点、金融機関等）の連携や、ミ

ラサポ等専門家派遣制度を活用し、効果的で実現可能な事業計画書の作成を目指す。 

 

（３）創業計画の策定（継続） 

①創業計画策定には、B-biz  Link の創業支援事業との連携や、必要に応じ各支援機関（大分県よ

ろず支援拠点、金融機関等）の連携、ミラサポ等専門家派遣制度を活用し、効果的で実現可能な

計画書の作成を目指す。 

②創業者及び創業予定者を対象に、経営基礎を習得する機会として年１回創業セミナー（創業塾）

を開催。セミナーを通して創業計画策定を支援することにより、持続的発展を目指す。 

 

[カリキュラム] 

 日 程 講義項目 内 容 

１日目 

・創業の心構え 

・実際の創業者からの体験談 

・創業時の資金計画について 

・事業とは何か 

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ、事業ｺﾝｾﾌﾟﾄとは何か 

・事業計画の必要性 

・経営者に求められる資質 

・創業の際の資金調達のコツとポイント 

２日目 ・経営力を身に着けるためには 

・経営力を身につける 

・お客様（取引先）に求められる良い会社

づくり 

３日目 
・ビジネスプランの必要性、作成ポイント 

・ビジネスプラン作成実習 

・創業における基礎知識の習得 

・事業計画作成の目的と手順 

・必要な資金計画の作成手段 

４日目 ・ビジネスプランの個別発表、講評 
・実際に作成した事業計画に基づきプレゼ

ンを行う 

 

 

〈事業計画策定セミナー目標〉 

支援内容 単位 
H29年度

（基準値） 
H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画策定セミナー 

実施回数 
回 0 1 1 1 1 1 

セミナー受講者数 人 0 10 10 14 14 14 

 

〈事業計画策定目標〉 

支援内容 単位 
H29年度 
（基準値） 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画策定件数 社 0 32 32 47 47 47 

 

〈創業計画策定目標〉 

支援内容 単位 
H29年度

（基準値） 
H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

創業計画策定件数 社 14 18 18 21 21 21 

創業セミナー（創業塾）

実施回数 
回 １ １ １ １ １ １ 

創業塾受講者数 人 10 10 10 10 10 10 
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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】 

 
 【現状と課題】 

積極的な事業計画策定支援を行っていなかったため、事業計画策定後の定期的なフォローアップ

は行っておらず、事業所からの相談があった時のみの対応となっていた。事業計画策定事業者が、

事業計画を進める中で、当初に策定した計画通りに実施し、自ら計画の進捗管理を行い、課題の把

握・解決を行うことは容易ではない。 

  

【改善方法】 

策定した事業計画が計画倒れにならないように、事業計画策定に関わった経営指導員が、事業計

画の実施状況を定期的に確認。必要に応じた支援をすることにより、事業計画の達成を実現させる。 

 

【事業内容】 

（１）経営指導員の定期的なフォローアップ（新規） 

事業計画策定をしたすべての事業所に対し、原則３ケ月に１回の巡回支援を実施し、事業計画の

進捗状況を確認する。その時、事業計画の実行にともなう課題や問題に対し、早期に対応すること

により実行に向けたフォローアップを行う。その際、支援内容を経営指導員で共有するための会議

を月２回開催し、事業計画の実施状況の検証や経営状況の確認を行い、着実に事業計画策定後の実

施支援を行う。 

また、創業計画策定を行ったすべての創業者について、１年目は原則３ケ月に１回の巡回支援を

実施し、経営安定のための税務支援、財務管理などの面からも支援を行い、事業計画の進捗状況及

び妥当性等を検討し、継続的な支援を行う。 

 
（２）各支援機関等との連携・専門家派遣等の活用（新規） 

事業計画実行に際し、例えば売上が上がらない等の経営指導員だけでは解決できない課題によっ

ては、専門家の派遣や他の支援機関と連携を図り支援を行っていく。 

また、環境の変化等により事業計画の修正を必要とする場合も、必要に応じ専門家を派遣するこ

とにより、経営環境の変化に対応した事業計画の修正を実施する。 

 
  〈目標〉 

支援内容 単位 
H29年度

（基準値） 
H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画策定者フォロー

アップ対象事業者数 
社 ０ 32 32 47 47 47 

事業計画策定者の 

フォローアップ延回数 
回 ０ 128 128 188 188 188 

創業計画策定者フォロー

アップ対象事象者 
社 ０ 18 18 21 21 21 

創業計画策定者の 

フォローアップ延回数 
回 ０ 72 72 84 84 84 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
 【現状と課題】 

現在、別府市への観光客は年々増え続けており、2019 年のラグビーワールドカップ、2020年の東

京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、別府市内に高級ホテルやビジネスホテルが数多

く建設され、別府市内の客室数が約 1,000 室増える予定である。特に中心市街地は宿泊特化型のビ

ジネスホテル等の建設が予定されており、泊食分離が進んでいくことが予想される。その中で今後

ますます増えることが予想される外国人観光客は、平成２８年の熊本地震以降も増え続けており、
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新たな販路開拓を行うビジネスチャンスであると思われる。 

しかし、特に小規模事業者はその対応が遅れており、機会を逃している状況にあるが、事業所か

らの相談がない限り、積極的な支援は行っていない。 

また、需要動向に関する情報収集・データは、支援者及び事業者自身で収集していたのが実情で

あり、個々の情報収集には限界があり、事業者が求める情報収集を行っていないのが現状である。 

 

【改善方法】 

消費者ニーズや流行、市場環境は日々変化しており、小規模事業者が事業の持続的な発展を行う

上で、事業者の需要開拓につながる調査や分析を実施し、有用性の高い情報を提供することで小規

模事業者が市場ニーズに合わせた経営戦略を立てられるよう支援を行う。 

事業計画を策定した事業所の中から、事業計画実施において販路開拓に必要な需要動向調査を行

う事により、事業計画の達成を目指す。 

 

【事業内容】 

（１）飲食店における外国人利用調査（新規） 

年々増えている外国人観光客の多くは、別府市内に宿泊する際、ホテルや旅館等で食事をするこ

となく、また飲食店に入ることもなくコンビニやスーパー等で購入したものを部屋で食べている状

況である。理由の一つとして飲食店の対応の遅れが考えられる。たとえメニュー等の対応をしたと

しても、実際に利用があった際の対応についての知識は不十分であり、新たな需要の取り込みがで

きていない。 

そこで、事業計画により外国人観光客の取り込みを行う飲食店を対象に、留学生や在住外国人に

実際利用していただき、アンケート調査を実施する。泊食分離が進むなか、外国人観光客が飲食店

に求めるサービスは何かを的確に把握するための需要動向調査を行う。 

  
 [ｻﾝﾌﾟﾙ数] 別府商工会議所が依頼した別府市内在住の外国人５名/社 

  

 [調査手段] 外国人観光客をターゲットとする飲食店６社を選出し、対象店舗に来店いただき、サ

ービスについて体験してもらう。体験終了後に経営指導員によるヒアリングを行いな

がらアンケート調査を行う。 

        

 [調査項目] 店舗を利用しやすさやサービスについて以下項目で調査をおこなう。 

a飲食店利用頻度 b店舗の入りやすさ cメニューのわかりやすさ 

d店内の雰囲気 e料理の提供方法 f支払手段 gその他気がついた事 

   

 [分析手段] アンケート結果の分析は、必要に応じ別府インターナショナルプラザ、よろず支援拠

点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ経営指導員が行う。 

 

[分析結果の活用] 分析結果は、経営指導員が実施した事業所へ直接説明する形でフィードバックを

行い、サービス内容の向上、問題点改善に役立てる。 

 
（２）バイヤーへの需要動向調査（新規） 

   人口等の減少により購買力も減少することが予想され、また観光客への販売に依存すると、熊本

地震等の大きな災害時に観光客が減少し、結果売上にかなりの影響がでたことから、その顧客を全

国や海外に広げることにより、一定の売上を維持することができると思われる。 

そこで、小規模事業者の独自商品（主に食品）に対し、同種商品等に精通しているバイヤーの意

見を分析することにより、商品の魅力向上を図り、新たな販路を模索する。 

 

[ｻﾝﾌﾟﾙ数] １社につき展示商談会に来場したバイヤー３０人程度 
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  [調査手段] 東京等で行われる展示商談会に参加し、来場者（バイヤー）に対し、アンケート又は

ヒアリングにて調査を実施する。 

         ・FOODEX JAPAN  ・九州食の展示商談会  ・通販食品展示商談会 

         ・Food EXPO Kyushu ※どれか一ヶ所以上参加 

 

  [調査項目] 提供する商品について以下の項目で調査をおこなう。 

ａ価格 ｂ容量 c品質 d商品デザイン・パッケージ e商品記載情報量 

          f商談においての重視点等 gその他事業者と相談の上項目の検討を行う。 

 

[分析手段] アンケート結果の分析は、必要に応じよろず支援拠点の販路開拓の専門家等に意見を

聞きつつ経営指導員が行う。 

 

[分析結果の活用] 分析結果は、経営指導員が実施した事業所へ直接説明する形でフィードバック

を行い、商品力の向上、問題点改善に役立てる。 

 
  〈目標〉 

 支援内容 単位 
H29年度 
（基準値） 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

飲食店の外国人利用調査

事業者数 
社 0 6 6 6 6 6 

バイヤーアンケート調査

事業者数 
社 0 3 6 6 7 8 

※経営指導員６名 展示商談会への出展支援時に行うバイヤーアンケート調査について、初年度は２名で

１社の支援を行うことにより、経営指導員の支援スキルをあげ、次年度より１人１社の支援を行う。 

           

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 
【現状と課題】 

上述の調査や経営分析、経営計画策定支援を通じ、小規模事業者の個々で行う需要開拓は、事業

を継続的に発展させるために取り組まなければならない重要な課題となっている。しかし、現状は

従来のままの業態であり、消費者ニーズや市場の変化に対応できておらず、人口の減少や大型店の

出店等、厳しい状況となっている。 

開拓手段の一つである、新たな販路開拓に繋がるイベントや展示会が全国各地で開催されている

が、出展内容の理解や人手や資金、時間の問題があり、有効に活用されていない。更に、いままで

展示商談会などへの出展支援は行っていない。 

更に、販路を開拓するためのＨＰやチラシ等の作成費用の負担が大きく、広報ができていない小

規模事業者も多い状況がある。 

また、年々増え続ける外国人観光客に対して、新たな販路開拓の可能性がありながら、その対応

は出来ておらず、その支援も十分ではない。 

  

【改善方法】 

小規模事業者が新たな需要を取り込んだ販路開拓を行い、持続的発展できるよう支援を行う。 

 

【事業内容】 

（１）外国人観光客を取り込むための支援〈ＢtoＣ〉（新規） 

   ５．需要動向調査の結果を踏まえ、飲食店を中心に外国人観光客をターゲットとした小規模事業

者の事業計画にある販路開拓を実行するために、経営指導員が中心となり各専門機関（よろず支援

拠点・ミラサポ専門家派遣等）と連携をとりながら、外国人観光客に来店いただけるよう伴走型支

援を行う。具体的には、外国人観光客の需要を取り込むために必要なサービス（キャッシュレスや
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メニューの説明等、店舗を利用しやすくするための工夫等）を提供するための支援であり、小規模

事業者のみで行うのは困難であることから、実施前から実施後の分析まで継続して支援を行う。 

   新たな需要を開拓することにより、売上が実施前より月平均１０％増になることを目標とする。 

     

（２）各種展示商談会への出展支援〈ＢtoＢ〉（新規） 

   事業者へ随時下記のイベント情報等提供を行うとともに、事業計画実行に必要と思われる商談会

については、積極的に斡旋し、出展支援を行う。展示商談会へは経営指導員が同席し、展示販売動

向やバイヤーの反応を把握することにより、商談成立できるよう、販路開拓につなげるための販

売・商談条件の整理・アドバイスや更なる新商品開発・改良等のためのアドバイスを行い、伴走型

によるフォローアップ支援を行う。 

   また、展示会出展前と出展後にセミナーを開催。事前セミナーでは、出展ブースのレイアウト等

出展のノウハウを勉強し、出展後セミナーでは、名刺交換をしたバイヤーや商談会の内容について

ヒアリングを行い、今後の販路開拓に向けたフォローアップを行う。 

 

〈参考〉 

①FOODEX JAPAN   東京で毎年開催される国際食品・料飲展。年に１回４日間に渡り開催され、

2018 年は世界 83 ケ国・地域、3,466 社/4,011 ブースが出展。来場登録者

数は 72,428名。 

②九州食の展示商談会 熊本県で開催される展示商談会。年に１回２日間開催され、2017年は 288

社が出展。全国のバイヤーが来場し、予約商談会や自由商談会等が行われ

る。来場者は２日間で約 2,600人。 

③Food EXPO Kyushu  福岡県で開催される国内外食品商談会。年に１回２日間開催され、2017

年は 178社・団体が出展。来場者数は、２日間で 4,057人。   

④通販食品展示商談会 東京で行われる通販・宅配食品業界に特化した展示商談会。年に１回２

日間開催され、2017 年は 128 社・団体が出展。来場者数は２日間で 4,289

人。 

   

（３）新商品・サービスの広報支援（ＢtoＣ） 

   小規模事業者が販路開拓に取り組む新商品・新サービスを広報するため、会議所ニュースやプレ

スリリース、会議所ホームページでの紹介を行う。 

また、外国人観光客へ向けた広告宣伝ツール（数社を集めたチラシ・パンフレット等）を作成し、

観光客へ配布することにより、更なる広報支援を行う。 
 

〈外国人観光客を取り込むための支援目標〉 

支援内容 単位 
H29年度 
（基準値） 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

外国人観光客への対応

支援事業者数 
社 0 6 6 6 6 6 

売上増加率/社 ％ 0 10 10 10 10 10 

 
〈各種展示商談会への出展目標〉 

支援内容 単位 
H29年度 
（基準値） 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

各種展示会・商談会への

出店事業者数 
社 0 3 6 6 7 8 

成立件数/社 社 0 1 2 3 3 4 

※経営指導員６名 展示商談会への出展支援について、初年度は２名で１社の支援行うことにより、経営指

導員のスキルをあげ、次年度より１人１社の支援を行う。 
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  〈新商品・サービスの広報支援目標〉 

支援内容 単位 
H29年度 
（基準値） 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

新商品・新サービス広報

事業者数 
社 0 6 6 6 6 6 

広告宣伝ツールの作成

回数 
回 0 1 1 1 1 1 

  
   

 

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 

 
別府商工会議所は、観光立市別府にふさわしい観光振興を中心としたイベントを行政や市内外の団

体組織と以下の運営組織を通じ意思疎通をはかりながら実施する。 

 
【事業内容】 

  

（１）別府まつり振興会 

   別府市内の主要観光イベントを実施する任意団体で、当所会頭は副会長。また各イベントの実行

委員に当所職員を派遣している。構成メンバーは、行政（別府市、県土木事務所・保健所、別府警

察署、自衛隊別府駐屯地ほか）と市内各団体等（商工会議所、観光協会、旅館組合、商店街連合会、

自治会、新聞社、テレビ局ほか）で、会議を年２回開催。「別府八湯温泉まつり」「べっぷ鶴見岳一

気登山」「べっぷ火の海まつり」「BEPPUダンスフェスタ」「千灯明」「べっぷ Hanabiファンタジア」

の６つのまつり・イベントごとに実行委員会を設置し、振興会構成各団体等から選出された委員が

綿密な情報交換を重ね企画・運営を行う。特に観光イベントについては下記の通りである。 

 

  ① 別府八湯温泉まつり 

温泉の恵みに感謝するまつりで、歴史も古く別府を代表するまつり。明治４３年に別府商工会議

所が企画した「温泉市大売出し」が始まりで、１００回以上行われている。毎年 4 月 1 日の「温泉

感謝の日」では、市内１００ケ所以上の温泉施設で入浴が無料となり、以後約 1 週間、市内の８ケ

所の温泉地域でさまざまな行事が行われる。運営する別府まつり振興会には、別府商工会議所の会

頭をはじめ役職員が役員として参画し、別府八湯温泉まつり実行委員会にて協議を重ね、開催当日

も当所職員が全員体制で現場運営に携わる。温泉の無料開放などが、多くの県内外の観光客を呼び

寄せる。 

②べっぷ火の海まつり 

毎年７月下旬の３日間、中心市街地で開催される夏の代表的イベント。別府駅前通りを中心とし

たエリアに市内外からの有志による夜店・屋台が約７０店ほど「夕涼みワイワイ市」「べっぷ屋台村」

として立ち並ぶ。また、海浜公園では、市内の団体や企業、留学生のグループによる「音頭大会」、

県内最大規模を誇る「花火大会」などが行われ、市民はもちろん遠来からの多くの観光客が別府を

訪れる。本まつりも別府まつり振興会の運営で、別府商工会議所からも別府夏の宵まつり実行委員

会に参画し地域経済活性化を目指すという共通認識のもと協議を重ねている。また、開催当日の運

営やイベントへの参加は、役職員、女性会、青年部な当所全組織をあげての取り組み行う。 

③べっぷクリスマス Hanabiファンタジア 

平成６年（公社）別府青年会議所の発案で「子供たちの健全育成」と「中心市街地の活性化」を

目的とし実施されたクリスマスイベント。市民はもとより県内外から延べ１０万人の観光客が訪れ

る。１２月のクリスマス時期２日間に別府駅から海岸付近の中心市街地で行われる。「１０００人の

子供たちによるクリスマスソングを歌う会」や「留学生アジアン屋台」などの屋台マーケット、ス
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テージイベント、商店街協賛イベント、そしてメインは、２日間にわたって行われる１万発をこえ

る花火大会。主催は別府まつり振興会で冬の祭典実行委員会を設置、構成メンバーの中心市街地活

性化という共通認識のもと、別府商工会議所は準備段階から参画し、開催当日には他の支援団体と

協力し職員が運営に携わる。 

 
 （２）財団法人アルゲリッチ芸術振興財団 

別府アルゲリッチ音楽祭の企画・運営を行っている財団で、別府商工会議所は事業発足当初より

参画し、現在は商工会議所、観光協会、旅館組合、商店街、金融機関、まちづくり団体で構成する

サポートメンバーとして年６回開催されるサポート委員会に出席。音楽祭開催期間中は職員がスタ

ッフとして支援を行っている。芸術文化の振興により地域活性化を目指すという共通認識のもと、

今後も引き続き参画支援を行う。 

 

①別府アルゲリッチ音楽祭 

世界的有名なピアニストであるマルタ・アルゲリッチが総監督を務め、毎年 5 月に約１ケ月間開

催される。平成 6 年に別府市内在住で古くからの友人であるピアニスト伊藤京子氏とともに企画し

た音楽フェスティバルを大分市で開催したことが縁となった。アルゲリッチ氏は、同年本市に完成

したビーコンプラザ・フィルハーモニーホール名誉音楽監督に就任。翌年には、はじめて本市でコ

ンサートを開き、以後アルゲリッチ氏の人脈により世界中から著名な演奏家を招聘し毎年音楽祭を

開催している。この時期、国内外から多くのクラッシク音楽の愛好者が別府に訪れている。 

 

 

（３）混浴温泉世界実行委員会 

   平成 21 年に別府市においてはじめておこなわれた現代芸術のイベント、別府現代フェスティバ

ル「混浴温泉世界」の実行委員会。NPO法人の BEPPU PROJECTが事務局をつとめ、委員には大分県、

別府市、商工会議所、観光協会、青年会議所、商店街、報道機関、県内の大学、まちづくり団体な

どから選出されており、実行員会は年５回開催される。別府商工会議所からは会頭、専務理事、担

当部長が委員会のメンバーとなっており、「地域×アート」の取組により別府の魅力を全国に発信

し、魅力ある地域づくりを目指すという共通認識のもと委員会での協議を重ねている。今後も他の

団体からの委員との十分な連携のもと事業に参画していく。開催しているイベントは下記のとおり

である。 
      

①ベップ・アート・マンス 

毎年１１月の１ケ月間、別府市で開催されるさまざまな文化事業を紹介し支援する、登録型の市

民文化祭。平成２９年度は９３団体/１０７プログラムが登録され、市内全域で開催される。これま

で別府をとりあげていなかった文化系情報誌やほかのメディアが、本イベントを通じ別府情報を発

信したことで、芸術・文化への市民の関心が高揚し興味ある国内外の人々が、多く訪れるようにな

った。別府商工会議所は、本イベント開始時より当初の運営主体である NPO 法人の BEPPU PROJECT

とともに中心市街地活性化のための本事業に中心的役割で参画しており、混浴温泉世界実行委員会

のもと別府市における芸術文化の振興と活力あふれる地域の実現を目指すという共通認識を持ち、

毎年の開催を当所組織あげて協力支援していく。 

 

②ｉｎ ＢＥＰＰＵ 

別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」の後継企画として平成２８年より毎年開催されて

いる。国際的に活躍する１組のアーティストのみを別府に招聘し、地域性を活かしたアートプロジ

ェクトを実施。イベント名は「ｉｎ ＢＥＰＰＵ」の前に招聘したアーティストの名前をつけてお

り、平成２９年度は、公共空間を大胆に変容させるアートプロジェクトを展開し、国内外で話題を

巻き起こしてきた西野達氏を招聘し、「西野達ｉｎ別府」と題して開催された。 
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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）日本政策金融公庫別府支店との連携 

経営指導員が、マル経資金（*2）の斡旋に関しての各商工会議所においての支援事例を学び、よ

り効果的な支援方法習得することを目的に、日本政策金融公庫別府支店と支店管内の５つの商工会

議所（別府・日田・中津・豊後高田・宇佐）で、各商工会議所地域持ち回りで、年１回「小規模事

業者経営改善資金融資制度連絡研究会」として開催する。研究会では、各地域からの事例発表や公

庫による融資制度活用などの説明を受ける。さらに公庫職員と各会議所職員との懇親の場を設け情

報交換を行い、公庫と各地商工会議所の効果的な支援方法を習得することで当所の小規模事業者に

対する支援スキルの向上を図る。 

 
（*2）商工会や商工会議所などから経営指導を受けた小規模事業者が、利用できる無担保、無保証人の融資。正式名称は

「小規模事業者経営改善資金」。日本政策金融公庫の融資で、商工会や商工会議所の推薦が必要。 

 

（２）商工団体事務局連絡会議 

大分県内の１０商工会議所、大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会の経営指導担当者

が出席し、大分県商工労働部主催で年６回開催。この連絡会議において支援状況、支援事例や支援

ノウハウについて意見交換や情報交換を行い、各支援機関の成功事例等を参考に効果的な経営支援

手法を学ぶことで小規模事業者へのスムーズな支援につなげる。 

   
（３）おおいた経営支援プラットフォーム 

大分商工会議所が代表機関で、別府商工会議所を含む県下の全商工会議所と県下に本店のある６

つの金融機関の構成となっている地域中小企業支援機関の連携体で、中小企業庁から認定を受けた

プラットフォーム。経営相談のうち専門家派遣などの高度で専門的な相談支援やイベント・セミナ

ーへの小規模事業者の参加を推進する。特に創業や経営革新、販路開拓などの補助金申請時に民間

金融機関融資利用と合わせ構成員で連携し積極的な支援を行う。また、民間金融機関の最新の融資

制度、与信スタンス等の情報を入手しておくことで、小規模事業者へのスムーズな支援につなげる。 

 

（４）その他支援機関との連携 

支援の過程で生じる様々な課題に対応するため、大分県産業創造機構（大分県よろず支援拠点）、

一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK、一般社団法人別府インターナシ

ョナルプラザなどの支援機関や担当者および専門家と常時情報交換を行い、小規模事業者に対する

支援スキルの向上を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

     
（１）資質向上のための研修会の受講 

経営支援の基本的知識と手法を習得するため、全職員が、大分県商工会議所連合会主催の研修会

に支援経験年数別で総時間８時間から最高２７時間の研修を受講する。更に、独立行政法人中小企

業基盤整備機構が主催する、小規模事業者の支援に必要なノウハウ習得につながる総規模事業者支

援研修を積極的に受講することで経営指導員の資質向上をはかる。 

  

（２）専門家派遣時の同行 

専門家派遣による経営支援時には、必ず別府商工会議所職員が同行し専門的支援ノウハウの習得

に努め、若手職員については、ベテラン職員に帯同し小規模事業者への「接し方」や「助言の方法」

「情報収集や分析のやり方」などをＯＪＴにより学び支援能力向上をはかる。 
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これらにより得た情報やノウハウについては、毎月の職員会議にて報告を行い、経営指導員のみ

ならず一般職員の能力向上、ノウハウの共有化を図る。 

 

（３）経営支援データの共有及び情報交換のための定期的な会議の開催 

全職員による経営支援情報共有のため、経営支援の記録データ（①巡回相談票 ②窓口相談票 ③

サーバー内の経営カルテ）のうち、サーバー内の経営カルテで支援内容を把握し、詳細については

関係資料等を添付した紙媒体による相談票（巡回・窓口）で確認できるよう経営支援情報データの

適切な管理、保管を行う。 

経営指導員等間の経営支援ノウハウの情報交換では、毎月１回の「マル経資金事前検討会」後に

「中小企業相談所会議」を開き、各経営指導員が抱える支援案件や各職員が参加した研修会や専門

家派遣で得た支援ノウハウについての情報交換を行い、より深耕な経営支援を実施する。 

  

 

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 
 

  本計画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）商工団体事務局連絡会議（*3）において、事業の進捗状況を報告。 
 

（*3）大分県商工労働企画課が主催し、大分県下の商工会議所（１０か所）、大分県商工会連合会、大分県中小企業団体

中央会の構成で、おおむね年６回県庁で開催されている。 

 
（２）外部有識者等による外部評価委員会（*4）の設置 

本事業年度終了後に成果指標、活動指標、収支の状況等を基に作成した事業評価書作成し、経営

発達支援会議にて改善策の立案・検討を行い、報告書を作成。当所執行部会議で報告すると同時に、

外部評価委員会を開催し、事業評価書を基に目標の達成状況の確認、結果についての妥当性を審議・

評価をし、改善すべき事項について助言等を行う。 

外部評価委員会からの助言を受け、経営発達支援会議にて支援等の事業内容について再検討を行

い、次年度以降の改善案を執行部会議に報告し承認を受け、外部評価委員会へも報告するとともに、

別府商工会議所ホームページへ掲載することで、管内の小規模事業者等が常に閲覧できる状態にす

る。 

  

 

月 会議等 事    項 

４月（中旬） 経営発達支援会議 事業評価書を基に改善策の立案・検討 

５月（上旬） 執行部会議 上記評価の報告 

 外部評価委員会 上記評価の報告及び改善策の助言 

  （下旬） 経営発達支援会議 次年度以降の改善案を作成 

６月（上旬） 執行部会議 次年度以降の改善案の報告・承認 

 

（*4）外部有識者等による外部評価委員会 

（１）行政 大分県商工労働企画課       １名 

大分県経営創造・金融課      １名 

別府市産業政策課         １名 

（２）協力団体等 日本政策金融公庫 別府支店    １名 

（公財）大分県産業創造機構    １名 

（一社）別府ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾗｻﾞ    １名 
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（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、当所ホームページにて随時公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     報告     評価 

                                  報告 

                  指示 

 
                   

                   立案・報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者等 

外部評価委員会 

県下商工団体連絡会議 
 

公表 
県H

P
に
て 

執行部会議（正副会頭ほか） 経営発達支援会議 

閲覧 

本
所H

P

に
て  



２１ 
 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

 

（平成３０年４月現在） 

（１）組織体制 

別府商工会議所の現況 

① 会員数   １，８７３社 （法人：1,116社  個人：725社  団体ほか：32社） 

② 議員数   ７７名 

③ 職員数   １５名 

    （内訳） 

     ＜一般職員＞  3名  ＜契約職員＞ 3名 

＜経営指導員＞ 6名  ＜補助員＞  2名   ＜記帳専任職員＞ １名 

   

 

④経営発達支援事業の実施体制 

 
                           報告 

 

             
報告   指示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    別府商工会議所 中小企業相談所 

    〒874-8588 別府市中央町７番 8号 

    電話 0977-25-3311   Fax 0977－26－2232 

（http：//www.beppu-cci.or.jp）(Email:webmaster@beppu-cci.or.jp) 

 

 

 

 

 

 

  中小企業相談所 

経営指導員 5 名 
  補助員 2 名 

記帳専任職員 1 名 
 
 

所長（経営指導員）１名 

専務理事・事務局長 
 

執行部会議 
 
 

 
総務部  

観光・事業部 
 

2 名 
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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 31年度 

(31 年 4

月以降) 

32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 1,900 1,900 1,950 1,950 1,950 

 

管内景気動向調査 

事業計画策定セミナー 

創業セミナー（創業塾）の開催 

外国人観光客へのアンケート調査 

展示会出展支援 

出展者セミナーの開催（２回） 

外国人観光客に対する対応支援 

新商品・サービスの広報支援 

 

400 

100 

150 

150 

300 

100 

200 

500 

400 

100 

150 

150 

300 

100 

200 

500 

400 

100 

150 

150 

350 

100 

200 

500 

400 

100 

150 

150 

350 

100 

200 

500 

400 

100 

150 

150 

350 

100 

200 

500 

（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 

県補助金（経営改善普及事業）、市補助金、事業受託料 会費収入ほか 

 

 

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

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

連携する内容 

 

    １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

     （1）管内景気動向調査の分析 

     

    ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

     （1）経営分析支援ツールを活用した経営分析及び専門家の派遣 

 

    ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

     （1）事業計画策定支援 

     (2) 創業計画策定支援 

 

    ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

     （1）各支援機関等との連携・専門家派遣等の活用 

 

    ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

     （1）飲食店における外国人利用調査 

     （2）バイヤーへの需要動向調査 

 

    ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

     （1）外国人観光客を取り込むための支援 

     （2）各種展示商談会への出展支援 

      (3) 新商品・サービスの広報支援 

 

連携者及びその役割 

 

前葉の「連携する内容」の項目ごとに以下のようにおこなう。 

 

１ 

 
 

「管内景気動向調査」を DI値により判断状況を表示し文章による解説を付記

する 

連携者 中小企業診断士・行政書士・社会保険労務士 清成真一事務所 

代表 清成 真一 （経営革新認定機関） 

大分市大石町５－３ メゾン荏隈１０１ ℡ 097-549-4028 
 
２ 

 
 

経営分析の必要な対象者の掘り起こし 

連携者 南九州税理士会別府支部 支部長 安部 忍 

別府市中央町７番８号 ℡0977-75-8813 
 

役割 

役割 
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連携者 （公社） 別府法人会 会長 菅 健一  

別府市中央町 7番 8号  ℡0977-75-7515 

 

 
 

経営分析支援ツールの活用及び高度な分析指導のための専門家派遣 

 

連携者 （独）中小企業基盤整備機構 九州本部 本部長 山地 禎比古 

福岡市博多区祇園町４番２号 ℡092-263-1500 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

 
３ 

 
 

高度な事業計画及び創業計画策定のための支援 

連携者 （独）中小企業基盤整備機構 九州本部 本部長 山地 禎比古 

福岡市博多区祇園町４番２号 ℡092-263-1500 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

連携者 中小企業診断士・行政書士・社会保険労務士 清成真一事務所 

代表 清成 真一 （経営革新認定機関） 

大分市大石町５－３ メゾン荏隈１０１ ℡ 097-549-4028 
連携者 （一社）別府市産業連携・協働プラットフォーム B－biz LINK 

理事長 阿南 寿和 

別府市末広町１番３号 ℡0977-76-5205 

連携者 日本政策金融公庫 別府支店 支店長 伊藤 靖生 

別府市餅ケ浜町 9番 1号 ℡ 0977-25-1151 

 
４ 

 
 

事業計画策定後の事業実施（販路開拓、新商品サービス開発、経営革新、申

告等）のための融資、取引、ほか専門家派遣などの支援 

連携者 （独）中小企業基盤整備機構 九州本部 本部長 山地 禎比古  

福岡市博多区祇園町４番２号 ℡092-263-150 

連携者 ジェトロ大分貿易情報センター 所長 岡野 祐介 

大分市東春日町１７－１９ 大分ｿﾌｨｱﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ内 ℡097-513-1868 

連携者 日本政策金融公庫 別府支店 支店長 伊藤 靖生 

別府市餅ケ浜町 9番 1号 ℡ 0977-25-1151 

連携者 大分県産業科学技術センター センター長 吉岡 誠司 

大分市高江西１丁目 4361-10 ℡097-596-7100 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

連携者 （一社）大分県発明協会 会長 石井 四郎 

大分市高江西１丁目 4361-10 ℡097-596-6171 

役割 

役割 

役割 



２５ 
 

連携者 中小企業診断士・行政書士・社会保険労務士 清成真一事務所 

代表 清成 真一 （経営革新認定機関） 

大分市大石町５－３ メゾン荏隈１０１ ℡ 097-549-4028 

連携者 大分県商工労働部 部長 高濱 航 

大分市大手町 3-1-1 （経営創造・金融課）℡097-506-3232 

連携者 （一社）別府市産業連携・協働プラットフォーム B－biz LINK 

理事長 阿南 寿和 

別府市末広町１番３号 ℡0977-76-5205 

連携者 南九州税理士会別府支部 支部長 安部 忍 

別府市中央町７番８号 ℡0977-75-8813 

 
５ 

 
 

飲食店における外国人利用調査及びバイヤーへの需要動向調査への支援 

連携者 別府料飲協同組合 理事長 赤嶺 りさ 

別府市元町１５－７ ℡0977-22-2478 

連携者 （一社）別府インターナショナルプラザ 代表理事 隈田 京子 

別府市京町１１－８ APUプラザ１F ℡097-506-3218 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

連携者 大分県商工労働部 部長 高濱 航 

大分市大手町 3-1-1 （商業・サービス業振興課）℡097-506-3285 

連携者 別府市経済産業部 部長 白石 修三 

別府市上野口町１番 15号 （産業政策課）℡0977-21-1123 

 
６ 

 
 

外国人観光客を取り込むための支援 

 

連携者 （一社）別府インターナショナルプラザ 代表理事 隈田 京子 

別府市京町１１－８ APUプラザ１F ℡097-506-3218 

連携者 別府市旅館ホテル組合連合会 組合長 西田 陽一 

別府市北浜２－１０－１９ グランメールビル４階 ℡0977-22-0401 

連携者 別府料飲協同組合 理事長 赤嶺 りさ 

別府市元町１５－７ ℡0977-22-2478 

連携者 （独）中小企業基盤整備機構 九州本部 本部長 山地 禎比古 

福岡市博多区祇園町４番２号 ℡092-263-1500 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

 

 
 

各種展示商談会への出店支援及び出展者セミナー開催 

 

連携者 大分県商工労働部 部長 高濱 航 

大分市大手町 3-1-1 （商業・サービス業振興課）℡097-506-3285 

連携者 （独）中小企業基盤整備機構 九州本部 本部長 山地 禎比古 

福岡市博多区祇園町４番２号 ℡092-263-1500 

役割 

役割 

役割 



２６ 
 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

 

 
 

新商品・サービスの広報支援 

 

連携者 （一社）別府インターナショナルプラザ 代表理事 隈田 京子 

別府市京町１１－８ APUプラザ１F ℡097-506-3218 

連携者 大分県よろず支援拠点（（公財）大分県産業創造機構） 

理事長 姫野 清高 

大分市東春日町 17-20-2Ｆ ℡097-537-2837 

連携者 大分県商工労働部 部長 高濱 航 

大分市大手町 3-1-1 （商工労働企画課）℡097-506-3218 

連携者 別府市経済産業部 部長 白石 修三 

別府市上野口町１番 15号 （産業政策課）℡0977-21-1123 

 

 

役割 



２７ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

                      支援 

            

 

                           

                      連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
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 

 

    事業計画策定支援に関すること    事業計画策定後の実施支援に関すること 

 
    需要動向調査に関すること      新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 
新規創業者 

 

６ 

４

 

２

 

１

 
３

 

５

 

別府商工会議所 

大分県商工労働部 

商工労働企画課 

経営創造・金融課 

商業・サービス振興課 

 

６

 

別府市経済産業部 

産業政策課 

 

５

 

６

 

中小企業基盤整備機構 

九州本部 

 

２

 

３

 

４

 

ジェトロ大分 

貿易情報センター 

日本政策金融公庫 

別府支店 

大分県産業創造機構 

大分県よろず支援拠点 

大分県産業科学 

技術センター 

大分県発明協会 

 

経営革新認定支援機関 

清成真一事務所 

４

 

５

 

４

 

３

 

２

 

４

 

４

 

別府市産業連携 

協働ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ B-biz LINK 

 

４

 

３

 

別府インターナショナル 

プラザ 

南九州税理士会 

別府支部 

 

４

 

６

 

４

 

１

 

３

 

４

 

５

 

６

 

別府法人会 
２

 

４

 

５

 

６

 

６

 

３

 

２

 
別府市旅館組合 

連合会 

別府料飲 

協同組合 ６

 

５

 

６

 


	【別府商工会議所】　計画概要
	【別府商工会議所】　別表１～４

