
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

（法人番号 ） 

中津商工会議所（２３２０００５００７８２４） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

急速に進む高齢化と人口減少を見据えながら、地域経済を支える小規模事業

者の持続的発展のため、これまで以上に寄り添った支援を行う。支援にあたっ

ては、行政機関をはじめ地域金融機関、公的支援機関等と連携して支援を行い、

目標達成に向けてＰＤＣＡサイクルを的確に回転させる。 

（１）小規模事業者の経営体質の改善による経営基盤強化（経営力向上） 

（２）当所が地域団体商標を保有している｢中津からあげ｣の地域外向け商品販

売力の強化（地域力向上） 

（３）当市の小規模事業者の市外での販路開拓・拡大 

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 

（１）中小企業景況調査 

（２）地域経済動向調査 

２．経営状況の分析に関すること 

（１）経営指導員による経営分析（財務分析、資金繰り分析など） 

３． 事業計画策定支援に関すること 

（１）事業計画策策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画策定後のフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

（１）中津からあげ専門店における需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）物産展・商談会の開催 

（２）各種物販サイトへの登録案内および登録支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済活性化事業 

地域経済の活性化に資するための各種事業を実施する。 

（１）空き店舗対策事業の実施 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関することこと 

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 

連絡先 

〒871-8510 大分県中津市殿町 1383-1 

中津商工会議所 中小企業相談所 

電話番号 0979-22-2250 ＦＡＸ番号 0979-22-1750 

E-mail info@nakatsu-cci.org ホームページ www.nakatsu-cci.org 

 

mailto:info@nakatsu-cci.org
http://www.nakatsu-cci.org/
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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．中津市の概況 

【沿革】中津市は、１９２９年（昭和４年）４月

に中津町に小楠村を合併し、中津市制が布か

れた。２００５年（平成１７年）３月１日には

中津市、下毛郡三光村、同郡本耶馬渓町、同郡

耶馬溪町、同郡山国町の１市 

１村３町が合併し、現在の中津市が誕生した。 

 

【位置】中津市は、大分県の西北端に位置し、

東は宇佐市、南西は玖珠郡・日田市、北西は福岡県に接し北東は周防灘に面している。 

 

【交通】北九州市方面（国道１０号）、大分市方面（国道１０号）、耶馬渓・日田方面（日

国道２１２号）の分岐点である。また市内中心部から大分市まで車で１時間３０分、

北九州市まで車で１時間弱の距離にある。２０１５年（平成２７年）３月には東九州

自動車道・中津ＩＣが開通。２０１６年（平成２８年）４月には東九州自動車道が北

九州から宮崎間がすべて開通し、産業・観光など今後の発展が期待される。また、中

津市の海岸線を走る大分県道２３号中津高田線はダイハツ車体（現ダイハツ九州）の

移転に伴い、片側２車線に拡幅されている。市内にあるＪＲ中津駅は、すべての特急

列車が停車し、新幹線の最寄り駅であるＪＲ小倉駅までは、約３５分で行くことがで

きる。 

港湾では、市内にある中津港は１９９９年（平成１１年）に重要港湾に、また、２０

１０年（平成２２年）重点港湾に指定されている。２０１５年（平成２７年）の東九

州自動車道の開通により、中津港の利便性が格段に向上しており、ＲＯＲＯ船の就航、

クルーズ船の誘致など、今後の開発が期待されるところである。 

 

【地勢】面積は、４９１．５３km²で、市域の約８０％を山林原野が占め、山国川下流の

平野部にまとまった農地が開け、中津地域を中核としている。北部は狭く南部に西方

に大きく張り出した形状を示し、西側に英彦山がそびえ、地域を貫流する山国川の分

水嶺となっている。 

 

【産業】基幹産業は、１．衛生陶器、２．半導体産業、３．自動車関連産業の製造業が

中心で、1．ＴＯＴＯサニテクノ(株)、２．ルネサスセミコンダクタパッケージ＆テス

トソリューションズ（株）（旧九州日本電気(株)）３．ダイハツ九州(株)、が有名であ

る。 

 

【観光】中津の城下町は、福澤諭吉旧居、中津城などの文化財や歴史的建造物、市域南

部には青の洞門、羅漢寺、古くから景勝地として有名な耶馬溪がある。耶馬溪は、１

９１６年（大正５年）に日本新三景に選ばれるなど、古くから観光地として有名であ



２ 
 

ったが、近年は、近隣の温泉地である由布院温泉、黒川温泉などに観光客が流れ、観

光客は減少傾向にある。２０１７年（平成２９年）４月に中津市・玖珠町にまたがる

広大な景勝地・耶馬渓の歴史や文化を語るストーリー「やばけい遊覧～大地に描いた

山水絵巻の道をゆく～」が日本遺産に認定された。日本遺産は、地域の歴史的魅力や

特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを認定し、ストーリーを語る上で

不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、

国内外に戦略的に発信することにより、地域の活性化を図るため文化庁が２０１５年

（平成２７年）に創設した制度。各ストーリーが広域に渡って展開されているため、

ひとつのストーリーにたくさんの見どころがあり、観光での活用が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口推移】中津市の人口は、昭和６０年をピークに減少傾向が続き、２０１５年（平

成２７年）の総人口は、８３，９６５人で、１９９５年（平成７年）比で、▲２，７

１４人（▲３．１％）と減少している。同じく生産年齢人口▲６，７５２人（生産年

齢人口割合▲６％）、老年人口６，８６５人増加（老年人口割合８．８％増加）、年少

人口▲３，７６５人（年少人口割合▲２．８％）と少子高齢化、人口減少の状況にあ

る。 

 

 

（人口推移および将来予想） 

（資料；国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所） 

 

年 号 総 人 口 年 少 人 口 生産年齢人口 老 年 人 口 

Ｓ５５年 85,963 19,124 （22％） 55,045 （64％） 11,794 （14％） 

Ｓ６０年 87,736 18,732 （21％） 56,071 （64％） 12,916 （15％） 

Ｈ ７年 86,679 15,344 （18％） 54,623 （63％） 16,707 （19％） 

Ｈ１７年 84,368 12,359 （15％） 51,677 （61％） 20,319 （24％） 

Ｈ２７年 83,965 11,579 （14％） 47,871 （57％） 23,572 （29％） 

Ｈ３７年 81,158 10,977 （14％） 44,712 （55％） 25,469 （31％） 

中津市・玖珠町にまたがる広大な景勝地・耶馬渓の歴史や文化を語るストーリー 

「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」 
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２．地域・小規模事業者の現状と課題 

  中津市は中津商工会議所と中津市しもげ商工会が共存する地域であり、管内の中

で、旧三光村、旧本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町を除く旧中津地域を当所が管轄して

いる。事業所総数は３，０５７事業所、うち小規模事業者数は、２，３２２事業所（平

成２６年経済センサス調査）。産業別にみると、卸小売業（２９．６%）、サービス業（２

２．９％）、飲食業（１４．１％）、建設業（１１．５％）、製造業（６．８％）等の構

成割合である。事業所数の減少率は全体平均で▲６．４％（平成１８年対比）である。 

小規模事業者数の減少率に歯止めをかけるため、小規模事業者に寄りそった支援を

行うことが大きな課題である。 

  地方の小規模事業者は、必ずしも｢成長｣を目的として活動しているのではなく、地

域の様々なニーズに答えることを目的として活動し、地域経済に貢献している企業も

多く、結果的に地域に必要な存在となっている。他方で、経営課題の上位は、①販路

開拓、②人材不足、③新商品開発となっており、課題の解決には総合的な課題解決が

必要と考える。 
  

（商工業者の推移：平成１８年度・２６年度対比） 
 

商工業者数 建設業 製造業 卸小売業 飲食業 サービス業 その他 

H18年度民営

事業所数 3,207 311 208 1,165 498 710 315 

（内小規模事

業者数） （2,482） （286） （148） （817） （390） （556） （285） 

H26年度 3,057 284 205 1,011 483 599 475 

（内小規模事

業者数） （2,322） （268） （155） （687） （328） （531） （353） 

対比（数） △150 △27 △3 △154 △15 △111 160 
（小規模事業

者増減数） （△160） （△18） （7） （△130） （△62） （△25） （68） 

対比（率） 95.3％ 91.3％ 98.6％ 86.8％ 97.0％ 84.4％ 150.8％ 
（小規模事業

者増減比率） 
（△6.4%） (△6.7%) (△4.7%) (△13.3%) (△15.9%) (△3.5%) (23.9%) 

 

（商工業者の推移：経済センサス調査資料。平成１８年度は大分県事業所・企業統計資料） 

 

【工業】製造品出荷額等でみると、自動車関連産業が主体の輸送用機械製造業が７４．

１％、電子部品製造業が９．９％、窯業・土石製造業が３．９％となっており、３つ

の業種で約９０％を占めている。自動車産業は、ほとんどが本社を地域外に有する進

出企業であり、雇用や所得の向上という意味で地域経済に大きな役割を果たしてい

る。しかし、取引先や納入先が市外のケースが多く、地域の資金循環を安定成長させ

るためには、地元製造事業者の事業機会の拡大により、地域にとってのコネクターハ

ブ構造を強化拡大し｢地域型｣事業者との循環率を高めていくことが課題である。 

 

【商業】人口の減少や個人消費の低迷に加え、通信販売、ネットショッピングおよび近



４ 
 

隣都市部への買物客の流出などにより年間商品販売額が減少傾向にある。個人事業者

においては、経営不振や後継者不足などにより廃業するケースが増えている。商店街

では、全国展開しているロードサイド店舗の進出などにより購買力が奪われ、空き店

舗が増加している。地域内消費の拡大に取り組むことが喫緊の課題であり、地域特性

を最大限に活かした商業活性化策が求められている。 

 

【観光】中津市には、中津城、福澤諭吉旧居・福澤記念館、青の洞門等の観光地がある

ものの、近隣に知名度のある別府市、湯布院等があり、｢通過型観光地｣で滞在時間が

短く、観光客の購買は些少であり、地域経済への貢献度は低い。今後は、地域資源を

活用して、いかにして滞在時間を延ばすかが課題である。 

中津は、持ち帰り専門の鶏のからあげ店が数多く存在しており、全国的に有名であ

る。有名であるが故に、中津からあげとは関係

が無い、一定の品質が保持されていない商品

があるようである。地域ブランドの｢中津から

あげ｣を守るため、２０１６年（平成２８年）

に商工会議所として初めて地域団体商標に認

定され、中津商工会議所が商標を保有してい

る。今後、｢中津からあげ｣のブランドを守り、

地域振興・観光振興につなげる取り組みを行

う必要がある。 
 

 

 

３．商工会議所の現状と課題 

 

当所の経営支援は、年間１，０００件前後で推移し、金融の相談・斡旋、税務、記

帳、労働保険の相談が中心で、それらが７０％を占めている。特に、税務、記帳、労

働保険の相談については、コンピューターソフトが進化し、小規模事業者が自らで対

応できるケースが多くなり、相談は減少傾向にある。また、巡回時に小規模事業者が、

会議所に対して求めるものとして、｢販路拡大｣が多い。また、商工会議所の会員の廃

業数は７０件前後であるが、年々増加傾向である。 

今後は、小規模事業者の販路拡大に関する支援、経営分析、事業計画の策定支援を

行い、事業を継続して行える環境づくりを整備し、事業所に提供できるかが大きな課

題である。 

 

 

４．中長期的な振興のあり方と経営発達支援計画の目標 

 

【中長期的な振興の在り方】 

  以上の現状と課題を踏まえ、当市における高齢化と人口減少を見据えながら、地域

経済を支える小規模事業者を持続的に発展させる寄り添った支援を継続的に行うた

め、今後１０年先を見越した振興策のあり方を以下のとおりとする。 

地域団体商標｢中津からあげ｣ 
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 （１）小規模事業者が計画と目標をもった経営を行うことで持続的な発展が成し遂げ

られ、商工業者の減少に歯止めがかかること。 

 （２）当所が地域団体商標を保有している｢中津からあげ｣の販売を促進させることで、

売上拡大と地域の活性化が図られること。 

 （３）当市の小規模事業者の売上を増加させ、地域経済の活性化が図られること。 

 

【目標】 

当市の小規模事業者の現状・課題や中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の期

間における目標を以下のとおりとする。また、小規模事業者２，３００社維持し、地

域経済の停滞を防ぐ。 

（１）小規模事業者の経営体質の改善による経営基盤強化（経営力向上） 

（２）当所が地域団体商標を保有している｢中津からあげ｣の地域外向け商品販売力の

強化（地域力向上） 

（３）当市の小規模事業者の市外での販路開拓・拡大 

 

【目標達成に向けた方針】 

（１）記帳業務の推進を中心に、自社の業績が把握できるように促すことで経営分析

の下地を整えていく。巡回指導の強化により、地域の小規模事業者の特色と把握

に努める。小規模事業者が事業を持続的に行えるよう、本事業計画に基づく経営

基盤の強化・新たな需要の開拓・ビジネスモデルの再構築に重点を置いて取り組

む。 

（２）今後は個者支援を行う｢中津からあげ｣を取り扱う小規模事業者が手掛ける商品

に絞り込んだ需要動向調査を実施し、商品開発やマーケティング戦略にフィード

バックすることで売り上げ拡大に繋げる。当所が保有している地域団体商標｢中津

からあげ｣を活性化させることが、地域内小規模事業者活性化の中核に位置づけら

れることから、入込客による地元消費と域外への出荷力を持つ商品の販路拡大に

向け、マーケットインの考え方に基づくデータを収集・提供することにより売上

増を図ることを目標とする。 

（３）物産展・商談会を開催し、食品製造業者を中心とした小規模事業者に商談の機

会を提供する。合わせて着実に商談成立に結びつけるよう、商談シートの作成指

導、新商品開発やパッケージ開発など事前事後の支援などをとおして小規模事業

者の販路開拓・拡大に努める。 
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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 

 

以下の指針に基づき、各種事業を実施する。 

 

【指針①】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノ

ウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

【指針②】経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指

導・助言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型

の指導・助言 

【指針③】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用

した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

【指針④】マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催

又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開

拓に寄与する事業 

 

 

Ⅰ 経営発達支援事業 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 【指針③】 

 

（現状と課題） 

従来、地域の経済動向については中小企業庁が主催する中小企業景況調査を市内の

５０事業所を対象に四半期ごとに実施し、所内で情報共有を行っていたが、調査結

果を小規模事業者の事業計画策定支援などに有効活用できていなかった。 

 

（今後の取り組みと改善点） 

現在行っている景況調査を継続して実施するとともに各種情報源（※）も活用して、

地区内の経済動向を調査・分析し、景況感の動向をつかみ、地域の実情の即した効

果的な事業を実施するための判断材料にするとともに、地域内のあらゆる小規模事

業者の経営状況の分析や事業計画策定支援のための参考とする。 

 

※｢工業統計調査（経済産業省）｣、｢工業統計調査（大分県）｣、日経テレコン（｢日経

テレコンＰＯＳＥＹＥＳ｣など）、｢大分県内経済情勢報告（財務省九州財務局大分財

務事務所発行）｣など 
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（事業内容） 

 

（１）中小企業景況調査（継続） 

・地域内の５業種ごとに５０社を選定し、４半期ごとに調査を行い、地域の経済動向と

業態把握に努める。 

 

①調査する業種（５業種） 

製造業１６社、建設業８社、卸売業７社、小売業１１社、サービス業８社 

②調査項目（調査項目は中小企業庁の中小企業景況調査に順ずる） 

（ア）業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況、自社が直面している

経営の問題などについて調査を行う。 

（イ）中小企業景況調査の方法は、経営指導員が対象先を訪問し、巡回指導の際に

原則として聞き取り調査により行う。 

 

（調査票） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③調査結果の分析、活用 

（ア）中小企業景況調査の分析は、経営指導員が表計算ソフト（エクセル）を使って

行い、調査結果を時系列的に整理して地域における景況感の推移が分かるよ

うにする。 

（イ）調査結果は巡回指導や窓口相談においても随時情報提供を行うとともに、小

規模事業者の経営状況の分析や事業計画策定支援の参考資料として活用す

る。 

（ウ）調査結果の概要は４半期ごとに｢会議所ニュース｣に掲載し、｢会議所ニュース｣

のバックナンバーをホームページにより管内の全小規模事業者に広報する。 

 

（目標） 
調査内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査回数 4 4 4 4 4 4 
調査対象事業者数 50 50 50 50 50 50 
公表回数 4 4 4 4 4 4 
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（２）地域経済動向調査（新規） 

・従来、地域の経済動向について商工会議所が情報発信をすることはなかった。 

・地域の経済動向に関する情報提供は、これからの商工会議所の重要な役割であるとの

認識から、今後は定期的に情報提供を行うこととする。 

 

①調査・分析の方法 

・年に１回、各種情報源（※）を活用して、地区内の経済動向を独自に調査・分析し、

情報を整理した上で、中津市の状況を明らかにする。具体的には統計データや図表

などを用いて地区内の経済動向を提供する。分析については、大分県、中津市、大

分県よろず支援拠点の専門家等と連携して実施。 

 

※｢工業統計調査（経済産業省）｣、｢工業統計調査（大分県）｣、日経テレコン（｢日経

テレコンＰＯＳＥＹＥＳ｣など）、｢大分県内経済情勢報告（財務省九州財務局大分財

務事務所発行）｣など 

 

②調査項目 

（ア）最寄品、買回品、専門品、贈答品の買物場所および買い物頻度、買い物理由等 

（イ）市町村別 事業所数・従業者数・製造品出荷額等  

 ③調査結果の分析、活用 

（ア）調査結果は巡回指導や窓口相談においても随時情報提供を行うとともに、小規

模事業者の経営状況の分析や事業計画策定支援の参考資料として活用する。 

（イ）調査結果の概要は年 1 回、ホームページにて公開するとともに「会議所ニュー

ス」に 掲載し、「会議所ニュース」のバックナンバーをホームページにより管

内の全小規模事業者に広報する。 

（ウ）地域の実情に即した効果的な事業を実施するための判断材料にするとともに、

地域内のあらゆる小規模事業者に対し、的確な指導を行うための経営状況の分

析や事業計画策定支援のための参考とする。 
 

（目標） 

調査内容 現状 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 
調査対象事業者数 0 50 50 50 50 50 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

 

（現状と課題） 

・従来、経営分析は受動的な対応にとどまっており、経営分析の結果を事業計画策定に

活用するなどの取り組みがなされていなかったため、事業計画の妥当性についての判

断材料がなかった。 
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（今後の取り組みと改善点） 

・経営状況の分析は、小規模事業者の持続的発展を支援するために必要不可欠であるこ

とから、今後は地域内のあらゆる小規模事業者を対象に能動的に働きかけを行う。 

・小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開

催等の機会を通じて、小規模事業者に対して、経営分析の必要性を説明するとともに

経営分析を行うよう働きかける。 

・資金繰りの改善で返済状況の見直しが必要な場合や、事業承継が必要な場合など、専

門的な課題等については、必要に応じて大分県、地域金融機関、（公財）大分県産業創

造機構の専門家等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して、より丁寧

に支援する。 

・経営分析により、小規模事業者が抱える強みと弱み、経営課題を明らかにし、今後の

事業計画策定支援につなげる。 

 

（事業内容） 

（１）経営指導員による経営分析  

・財務面で経営体質の強化を図るため、財務分析、ＳＷＯＴ分析に関するセミナーを管

内の小規模事業者向けに、年に１回、開催し、経営分析に取り組む小規模事業者の掘

り起しを行う。 

・セミナーの開催告知は、会議所ニュース、会議所のホームページ等で、管内の小規模

事業者へ行う。 

・セミナーの参加者や融資斡旋履歴等を基に、分析の対象となる小規模事業者をピック 

アップし、経営指導員の巡回訪問や窓口相談の際、経営分析について働きかけを行う。 

 

①分析の対象事業者 

巡回、セミナーで、売上高が前年比で３％以上減少しているなど、経営改善に緊急

性を要する事業所や、 経営分析に興味を示した事業所を対象とする。 

 

②分析の方法 

（ア）『経営自己診断システム』（中小機構／Ｊ－Net21）を活用して財務分析を行う。 

『経営自己診断システム』の診断項目 

       個別指標診断の項目（収益性、効率性、生産性、安全性、成長性） 

資金繰り診断の項目（自己資本比率、流動比率など） 

（イ）ＳＷＯＴ分析支援する小規模事業者の「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」

を分析し、内部経営環境や外部経営環境についての状況を把握する。 

（ウ）資金繰り分析資金繰り表やキャッシュフロー計算書などを作成して資金繰り

状況を分析する。 

（エ）経済産業省の企業診断ツール｢ローカルベンチマーク｣を活用し、財務情報だ

けでなく、非財務情報を収集し、企業の現在の姿を映し、将来の可能性を評

価し、経営改善に向けた取組みを促す。 

 

 ③分析結果の活用 

（ア）経営分析の結果は、小規模事業者に個別にフィードバックするとともに、業



１０ 
 

界標準との比較などから浮き彫りになった自社の経営課題や今後の対策など

についての判断材料とするほか、小規模事業者の事業計画策定支援の参考と

する。経営分析結果については、小規模事業者は、専門用語に不慣れである

ケースが多いため、丁寧に分かりやすく説明する。 

（イ）経営分析の結果は、全職員が閲覧可能な、クラウド上にある｢商工会議所業務

支援システム｣で事業所ごとに管理する。指導員間で情報を共有するととも

に、指導員間で協議の行い、指導方針を決めて伴走支援をする。分析結果は

小規模事業者に提供する。 

（ウ）大分県、地域金融機関、（公財）大分県産業創造機構の専門家等と連携し、小

規模事業者が抱える資金繰り、販路拡大、及び労務問題などの経営上の悩み

に対して、より丁寧に支援する。 

（エ）経営分析を行った結果、転廃業せざるを得ない小規模事業者に対しては、大

分県事業引継ぎ支援センター等と連携してスムーズな事業承継を図り地域内

の新陳代謝を進めていく。 

（目標） 
調査内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催回数 

（経営体質の強化） 
1 1 1 1 1 1 

セミナー参加者数 20 20 20 20 20 20 
経営分析件数 3 60 60 60 60 60 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

・従来、事業計画策定支援は、融資相談や創業支援、経営革新計画申請支援、補助金申 

請支援などの際の対応にとどまっており、必ずしも能動的に働きかけてはいなかった。 

 

（今後の取り組みと改善点） 

①小規模事業者の経営課題を解決するため、経営分析や経済動向を踏まえ、売上増や  

経営の安定が期待できる実効性の高い事業計画の策定支援を行うとともに、事業計

画の策定に取り組む事業者に対して伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事

業の持続的発展を図る。 

 

②事業計画策定支援を重点的に働きかけるターゲットとして、個別相談対応者、事業

計画策定セミナー参加者、事業承継セミナー参加者、経営分析をした小規模事業者、

需要動向調査を行った事業者などをリストアップして経営発達のための中長期事業

計画の策定を支援する。 

 

③今後は融資相談時などの対応に限らず、事業計画策定を支援すべく、地域内のあら

ゆる小規模事業者に対して能動的に働きかけを行う。 
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（事業内容） 

（１）対象者 

①Ｐ１０～の｢２．経営状況の分析に関すること｣ で経営状況の分析を行った事業所

を中心とする。また、巡回指導時に小規模事業者からの相談等を受けるとともに、

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

②事業計画策定の重要性を理解し、事業計画策定に取り組んで頂くことを目的に、創

業計画を含む事業計画の策定に関するセミナーを年に 1 度開催し、事業計画の策定

方法を理解させる。目標参加事業所を２０社募り、事業計画の重要性を認識しても

らうことで、事業策定事業者数１０社の候補とする。（参加事業者すべてに対して経

営分析フィードバックを実施するものの、支援検討会で内容を吟味して、強みのあ

る事業者に絞り込むため、実際の計画策定は５０％程度の１０社となる見込み） 

 

③事業計画策定を目指す小規模事業者のほか、従来から行っている窓口での金融相談、

小規模事業者持続化補助金等の申請時に事業計画の策定支援を糸口とし、事業計画

策定に繋げていく。 

 

（２）事業計画策定支援の方法について 

（１）の対象者で、抽出した事業所をもとに、中小機構が開発した経営計画作成アプ

リ『経営計画つくるくん』を紹介するとともに同アプリを活用して事業計画の策定

を伴走支援する。また、中小企業庁のミラサポ内の業務｢アプリ｣マーケットも併せ

て活用し、伴走支援する。 

 

（３）事業計画策定支援の指導・助言の内容について 

 ①経営分析の結果、地域経済動向調査、需要動向調査の内容を事業者へ説明し、自社

を取り巻く状況について認識させる。さらに、事業を継続していくためには、現状

維持だと衰退し、将来を見据えた時流に乗った経営を行うことの重要性を認識させ

る。 

 

 ②①をもとに、事業所の将来の羅針盤となる｢事業計画策定｣の重要性を認識させる。 

 

（４）事業計画策定支援の体制について 

 ①一人の経営指導員が個社の事業計画の策定支援を行うのではなく、当所の経営指導

員全員が協議し、事業計画の策定支援を実施する。 

 

 ②①で対応できない案件、例えば、事業計画策定にあたって、資金繰り等で返済猶予、

返済期間の変更などが必要な場合は、外部機関である大分県よろず支援拠点、金融

機関等と連携して事業計画の策定支援を行う。 
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（目標） 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定支援セミナー 

・開催回数 

・参加事業者数 

 

0 

0 

 

１ 

20 

 
１ 

20 

 
１ 

20 

 
１ 

20 

 
１ 

20 
事業計画策定事業者 0 60 60 60 60 60 
 

 

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） 

・従来、事業計画策定後の支援は公庫融資に関連した対応にとどまっており、また、事

業計画策定後に実施支援すべき対象先のリストも無かったため、事業計画策定後の実

施支援についてはモレがあるなど必ずしも計画的に行われておらず、伴走支援がしっ

かりと出来ているとは言えなかった。 

 

（今後の取り組みと改善点） 

・今後は事業計画策定後の支援リストおよび支援計画表を作成することにより、事業計

画策定後の実施支援をモレなく計画的に行えるようにする。 

・小規模事業者の事業計画策定後の実施支援については、資金繰りの改善で返済状況の

見直しが必要な場合や、事業承継が必要な場合など、専門的な課題等については、大

分県・地域金融機関・（公財）大分県産業創造機構の専門家等と連携して、計画の進捗

状況の確認を行うとともに、場合によっては計画の見直しを含めて検討し、伴走支援

を行う。 

 

（事業内容） 

（１）対象者 

 Ｐ１２～の｢３の事業計画策定支援｣で事業計画策定支援を行った全ての事業者に対

して支援を行う。 

 

（２）事業計画策定後のフォローアップ 

①事業計画策定後、３ヶ月に１回のペースで巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとと

もに、資金需要（資金繰り支援）、事業計画と実際との対比（売上など）などについ

て確認し、必要な指導・助言を行う。 

 

②事業計画策定後、一定の成果が出るまでは３ヶ月に１回、３年目以降は６ヶ月に１

回を目途に巡回訪問し、おおむね順調に推移していると判断した場合は、年１回程

度の巡回訪問とする。 

 

③計画と実際に問題視すべきような差異が生じた場合は原因の分析を行い、分析結果

を事業者に伝えるとともに改善検討のための指導・助言を行い、資金繰りの改善が

必要な場合や、設備投資が必要な場合などは、必要に応じて融資の斡旋を行い、専

門家等と連携して伴走支援する。 
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④事業計画策定後、国、県、市の行う支援策等の広報等を、広報誌やホームページ等

により周知するなどして情報提供を行う。 

 

（目標） 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

個別フォローアップ延べ回数 0 240 240 120 120 120 

 

  

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

・従来は、小規模事業者が個別または業界団体等を情報源とするにとどまるなど、需要

動向の調査については商工会議所が積極的に関与していなかった。 

 

（今後の取り組みと改善点） 

・今後は、消費者ニーズが多様化・複雑化しているなかで、小規模事業者の持続的な発

展に向けて支援していくためには、需要動向を把握し、積極的な情報提供が重要とな

ってくる。また、小規模事業者の経営目標を達成するためには、需要動向に即した事

業計画を策定する必要がある。そこで、提供する商品・サービスに関する需要動向を

把握し、商工会議所ネットワーク・大分県よろず支援拠点・ミラサポの専門家派遣制

度等を活用しながら調査分析を行い、結果については事業所へフィードバックする。 

 なお、今回の需要動向調査については、中津市の名物であり、当所が地域団体商標を

保有している｢中津からあげ｣に関連する調査項目について実施する。 

 

（事業内容） 

（１）中津からあげ専門店における需要動向調査（新規事業） 

・年２回、中津からあげ専門店への来店者に対する消費者アンケートを実施する。中津

からあげ専門店を選定した理由は、全国的に知名度があり中津の特産品として広く認

知され、重要な観光資源等になっていること等があったことによるものである。 

・中津からあげ専門店のうち、約１０店舗がＦＣ契約等で全国に出店し、また、日本全

国の百貨店等の催事で販売を行い、業績を伸ばしている。しかし、中津市のみに店舗

がある事業所だと、観光客等の中津市外の人が好む味付け、販売数量等に対してのノ

ウハウがない。今回のアンケート調査により、調査結果を分析し、小規模企業者に該

当する中津からあげ専門店の５店舗へフィードバックを行い、事業計画策定に役立た

せる。 

 

  【サ ン プ ル 数】３００人（３０人×５店舗×２回／年） 

  【調査手段・手法】調査項目を記載したアンケート用紙を基に、調査対象店舗が来

店者に対して、聞き取り方式で実施。 

  【分析手段・手法】調査結果は、大分県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、経営指導員が分析を行う。 

  【調 査 項 目】①性別、②年代、③住所地、④職種・業種、⑤来店頻度、⑥交

通手段、⑦味付け（甘い、辛い、濃い、薄い等）購入しやすい
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販売単位など、中津からあげ専門店に対する要望等を設定。 

  【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員が当該中津からあげ専門店に直接説明

する形でフィードバックし、更なる改良等を行う。 

 

（目標） 
 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数（社） 0 5 5 5 5 5 
来店客アンケート調査（回） 

（5月、11月に実施） 0 2 2 2 2 2 
アンケート調査数 0 300 300 300 300 300 
調査結果提供数 

（フィードバック事業者数） 0 5 5 5 5 5 
 

 

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） 

従来、新たな需要の開拓については、小規模事業者が個別に努力するにとどまり、商 

工会議所は積極的に寄与していなかった。 

 

（今後の取り組みと改善点） 

・今後は商工会議所が地域内のあらゆる小規模事業者に対して、新たな需要の開拓を支

援する体制を整え、情報収集及び情報提供を行うなど、小規模事業者の需要の開拓に

商工会議所が積極的に寄与する。 

・各種商談会や展示会等への参加支援を行う。 

・地域の小規模事業者の販路開拓を支援するため、市外で物産展を開催する。 

・インターネットを活用した販路開拓を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）物産展・商談会の開催（継続） 

①物産展 

・管内の小規模事業者に対して、「新規顧客へのアプローチ」「商品・サービスのＰ

Ｒ」の課題解決を目的として、物産展・商談会を同時に実施。 

・中津市外に新たな販路を開拓し、中津市の物産を県外の消費者にＰＲする。特に

近隣で最大の消費地である福岡市での新規顧客の開拓を目的に物産展を開催す

る。 

・物産展の前日には、福岡市周辺の百貨店、スーパー等を招聘し、商談会を開催す

る。物産展・商談会の参加事業所の募集は、会議所ニュース、当所ホームページ

等を利用して行う。この事業を通じて、中津市だけでなく、市外の事業所との取

引を増やし、小規模事業者の販路拡大に努める。 

②商談会 

・参加するための事前準備として、商品の特色をエントリーシートにまとめ、デー



１５ 
 

タベース化して一元管理し、今後、他の商談会等でも使えるように資料を整備。 

・具体的には商品の画像を掲載し、強みや独自性、こだわりなどのアピールポイン

トが読み手に分かるような書き方を心がけるとともに、取引上の割引率や決済条

件、担当者名など、取引先から質問されるような内容を出来る限り網羅し、商談

を進めるために必要な情報を掲載するよう努める。 

・商談シートの作成が困難な事業所についいては、必要に応じて専門家を派遣し、

エントリーシートの書き方や商談会等に参加する際の注意点等について指導を受

ける。 

・必要に応じて専門家を活用し、販売すべきターゲット市場の選定について指導助

言を受けながら支援をする。 

・各種商談会等には可能な範囲で経営指導員も同席してﾊﾞｲﾔｰに意見を求め、その情

報を参加企業に提供するなどの支援をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※物産展・商談会は、平成２９年度に福岡市で実施した大物産展・商談会を想定。 

  （商談会） 

    実施日時；平成３０年１月１８日（木） 

    場  所；レソラＮＴＴ夢天神ホール 

    出展者数；２９社、ﾊﾞｲﾔｰ 数；２０社 

  （大物産展） 

    実施日時；平成３０年１月１９日（金）～１月２１日（日） 

    場  所；福岡市役所西側ふれあい広場 

    出店者数；４８社、来場者 ；約３万３千人 

 

 

 

 

 

 

 

物産展 商談会 
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（目標） 
 支援内容  現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

物産展・商談会/開催回数 0 1 1 1 1 1 

物産展・商談会/支援対象事業者 0 50 50 50 50 50 
物産展/販売額（万円／社） 0 15 15 15 15 15 

商談会/商談件数 0 50 50 50 50 50 
商談会/商談成約件数／社 0 5 5 5 5あ 5 
商談会/フィードバック事業者 0 50 50 50 50 50 

※当該物産展は、国の小規模事業者広域型販路開拓支援パッケージ事業／地方公共団体

連携型広域展示販売・商談会事業を想定。 

※参加事業者数、支援対象事業者数は、借りられるブースの数に限りがあるため最大数

を 50とする。 

 

（２）各種物販サイトへの登録案内および登録支援（新規） 

①「新規顧客へのアプローチ」「商品・サービスのＰＲ」の課題解決を目的として、管

内の小規模企業者を対象に実施。 

②ＩＴリテラシーがある程度高い小規模事業者を対象に、各種物販サイトへの登録案

内および、自らが登録できない事業所について、経営指導員等が各種サイトへの掲

載支援を行い、各種物産サイトへ掲載する。 

③ＩＴリテラシーがある程度高い小規模事業者とは、具体的にはインターネット通販

サイトやＳＮＳへの登録や更新について、ある程度は自力で出来るレベルを想定。 

④小規模事業者の地域内外への新たな販路開拓を支援するため、各種物販サイトへの

登録を案内し、必要に応じて登録の支援を行う。インターネットに商品を掲載する

際には、写真の見栄えが商談に直接結びつくため、大変重要である。適当な写真を

持っていない事業者については、大分県よろず支援拠点等の専門家と連携して、写

真撮影の支援を行う。また、商談にあたって重要な、商談シートの作成等について

も大分県よろず支援拠点等の専門家と連携して支援を行う。 

⑤各種物販サイトへの登録案内や登録支援については従来から実施しており、サイト

によっては登録数もかなり増えているものの、最近開設されたサイトの登録数はま

だ少ないため、今後も継続的に登録支援を行い、登録企業の販路開拓を支援し売上

増加を図る。 

 

<各種物販サイト> 

（ア）「物産おおいた」  

大分県が運営する、大分県の物産・特産品を紹介するサイト 

主に百貨店のバイヤー等を対象に大分県の物産を紹介  

http://bussan-oita.jp/ 

（平成２０年よりサイト開設および登録支援開始） 

（イ）「ふるさと名物商品」 

大分県が指定する「ふるさと名物商品」を EC サイトなどで全国に向けて割

引販売することにより、域外の消費喚起を図るとともに、地域の魅力ある逸品や

特産品の販路拡大と地域経済の活性化を目的とする事業。 
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http://www.nipponselect.com/fs/nipponselect/c/furusato_oita  

（平成 ２７ 年度より登録支援開始） 

 

（目標） 
 支援内容  現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

｢物産おおいた｣の登録事業者数 58 61 64 67 70 73 

｢物産おおいた｣の年間取引件数 5 7 9 11 13 15 
｢ふるさと名物商品｣の登録事業

者数 
3 5 7 9 11 13 

｢ふるさと名物商品｣の年間取引

件数 
2 4 6 8 10 12 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済活性化事業【指針④】 

（現状と課題） 

・従来、中津商工会議所では、地域経済の活性化に資する事業として、福岡市で開催す

る物産展については事務局として事業を運営してきたが、これ以外の地域経済活性化

に資する事業はあまり積極的には実施して来なかった。 

 

（今後の取り組みと改善点） 

・地域における関係者間で地域経済活性化に向けて意識の共有を図る仕組みとして事業

ごとに実行委員会等を組織し、事業運営について連携を図るとともに、地域経済活性

化に資する取り組みとして、各種事業を実施する。 

 

（事業内容） 

（１）中津市中心市街地活性化会議（新規） 

①当会議は、中津商工会議所、中津市、中津商店街連合で組織する。その組織内で、

中心市街地にある日ノ出町商店街の空き店舗情報を共有化。その情報発信を、中津

市の市報、商工会議所の会議所ニュース、ホームページ等で行い、日ノ出町商店街

への出店を促す。また、商店街の既存の店舗の魅力を向上させ、商店街への来店者

を増加させるため、大分県よろず支援拠点等と連携して、店舗改善の専門家を派遣

し、店舗の改善・支援を行う。 

 

②中津市の創業セミナー、中津商工会議所に相談に来た創業予定者等へ空き店舗情報

を提供する。中津市の中心市街地にある商店街へ出店者を促し、空き店舗を減少さ

せ地域の賑わいをつくる。 

 

③当会議は、年２回開催し、情報共有を図る。 
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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 

  地域経済の動向、支援ノウハウ等に関して、情報交換の機会を活用し、本計画にお

ける支援事業が円滑、かつ、有効に行われるよう環境整備に努める。  

 

（現状と課題） 

これまでも、他の支援機関とは小規模事業者に対する支援案件への対応に際し、連

携を図ってきたが、各支援機関の支援事業について十分に把握できておらず、実際の

支援に活かされていなかった。他の支援機関との連携を一層深め、事業者支援が充実、

かつ、円滑に遂行できる体制づくりに努める必要がある。 

 

（今後の取り組み） 

・今後は、他の支援機関との連携をさらに強化し、小規模事業者への支援力を高めて

いく他、情報交換のための会議や支援事例発表会等にも積極的に参加する。 

・こうした活動から得られる情報を、本会の支援ノウハウとして蓄積し、支援の場に

おいて有効活用されるよう努める。 

・機関ごとに得意分野をしっかり把握することで的確な支援が行われるよう、担当者

間の信頼関係を構築する。 

・こうした情報収集と人間関係の構築を基に、経営課題に応じた適切な支援機関との

連携が図られ、ひいては共同支援やより高度な経営課題への対応なども可能となる。 

  

（１）地元金融機関との連携（新規） 

年に１回、経済動向や支援ノウハウ、事業者の資金需要に関する動向などの情報交

換を行い、情報を共有化。そうした情報をもとに、小規模事業者へ、管内の金融機関

の動向等を把握し、金融相談等に対する支援ノウハウを強化する。 

 

（２）市外との連携（継続） 

①「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」（年１回） 

㈱日本政策金融公庫別府支店国民生活事業、別府商工会議所、中津商工会議所、日

田商工会議所、豊後高田商工会議所、宇佐商工会議所が合同で集まる協議会を通じ

て、各地における金融に関する支援状況や経済状況等の情報交換を行っており、引

き続きこの協議会に参加し、情報収集するとともに得た意見を集約して今後の金融

面での支援に反映させる。 

②「創業・金融相談会」（年２回） 

㈱日本政策金融公庫別府支店国民生活事業と連携して行い、各種融資制度と利用推

進に向けた取組みの意見交換を行い、連携を強化し支援能力の向上を図る。 

③｢大分県よろず支援拠点との打合せ｣（年１２回） 

 国が設置した経営相談所である｢大分県よろず支援拠点｣と連携し、専門家派遣事業

を有効に活用するとともに、販路開拓や経営革新等の専門分野ごとの課題に対する

支援ノウハウを強化する。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

当所は経営指導員を４名、補助員を２名、記帳専任職員１名を配置。勤続年数が３０

年を超える職員が１名いるが、他は勤続１０年前後、勤続５年以下の職員が多く、経

営指導等に不慣れな職員が多い。そのため、経営指導員に限らず職員全員の資質向上

も含めて、以下の取組みを実施する。 

 

（１）経営指導員等研修会への出席 

①大分県商工会議所連合会が主催する経営指導事例研修会（年２回） 

②日本商工会議所が主催する経営指導員全国研修会（年１回） 

③大分県が主催する振興局別経営指導員等合同研修会（年１回） 

各支援事例への質疑応答を通じて、経営分析、事業計画策定等に関する個々の経営

指導員等の支援能力の向上を図る。 

 

（２）中小企業大学校の受講（年１回） 

中小企業大学校直方校にて開催される専門別研修を受講し、経営分析、事業計画策定

に関する支援能力向上を目指す。 

 

（３）ＯＪＴ研修の実施 

中堅経営指導員巡回時に新任経営指導員等を帯同させて相談から問題解決に向けた取

組みを実地研修で行う。また、専門家派遣に際しては経営指導員等が帯同してヒアリ

ングから問題解決に至るまで、より専門的なノウハウ習得を目指す。 

 

（４）支援検討会・支援情報共有化 

①経営指導員等のみ+ならず事務局管理者を含めた支援内容検討会を４半期に１回開

催し意見交換を行い有効な支援のあり方を研究する。 

②支援内容検討会では、支援先の進捗状況の報告や今後の支援方針の確認、新たな支

援先の掘り起しなどについて意見交換を行う。 

③全職員が利用可能なクラウド上にある｢商工会議所業務支援システム｣の経営カルテ

により各経営指導員等が事業所にいつどのようにアプローチして課題解決に至った

かなどの経過を把握することで、担当者以外の経営指導員等も当該事業所への支援

内容を共有するだけでなく、他事業所への支援に活用させる。 

④支援内容は組織の財産として蓄積するため｢商工会議所業務支援システム｣により管

理し、人事異動があった場合でも組織として支援ノウハウの共有や情報の引き継ぎ

が出来るようにする。 

 

（５）行政・関係団体からの情報収集と活用 

①経済産業省、中小企業庁等の行政機関や、（公財）大分県産業創造機構、大分県商工

会連合会、大分県中小企業団体中央会等の公的支援機関、大銀経済経営研究所等の

民間支援機関が発表している情報の収集・分析を行い、経営指導員等の資質向上に

努める。 

②毎年、（４）を除く各種研修に、経営指導員等が年間１回以上参加して支援能力の向
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上を図っているが、職員の支援能力には個人差があるため、今後も支援能力向上に

資するような外部研修には積極的に参加するとともに、他の支援機関職員との連携

強化を図りつつ、支援能力のさらなる向上に努める。 

 

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 

 

毎年度、本計画に記載する事業の実施状況及び効果について、以下の方法により評価・ 

検証を行う。 

 

（１）内部検討会議 

構成員は、専務理事、中小企業相談所課長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、総

務課員で組織し、原則として年１回本事業の評価を行い、見直しをする。また、必要

に応じて年度途中にも内部検討会議を行い、事業の進捗状況を確認する。 

 

（２）事業評価検討会議 

①年１回、年度末に内部検討会議の構成員に、地域に精通した南九州税理士会中津支

部に所属する税理士、㈱日本政策金融公庫別府支店国民生活事業の外部有識者と中

津市の商工振興課を加えて組織し、原則として年１回本事業の実施状況、成果の評

価・見直し案の提案を行う。 

②本計画に関するＰＤＣＡサイクルを確実に回していくため、事業評価に関するチェ

ックリストを作成するとともに、事業内容については目標達成率だけでなく、事業

効果についても検証する。 

 

（３）正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果について、常議員会へ報告して承認を得る。 

 

（５）事業の成果・評価・見直しの結果については、中津商工会議所ホームページで好

評するとともに、中津商工会議所に書面で計画期間中に閲覧可能な状態で、随時

公表する。 

（http://www.nakatsu-cci.org） 
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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３０年４月現在） 

（１）組織体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）連絡先 

中津商工会議所  

住所 大分県中津市殿町１３８３－１ 

電話番号 ０９７９－２２－２２５０ 

メールアドレス info@nakatsu-cci.org 

ホームページアドレス http://www.nakatsu-cci.org/ 
 

 

経営発達支援事業のメンバー 

mailto:info@nakatsu-cci.org
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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) 
平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 43,833 43,833 43,833 43,833 43,833 

 

経営改善普及 

職員設置費 

経営改善普及 

   事業費 

経営改善普及 

   その他 

 

37,592 

 

2,170 

 

4,071 

37,592 

 

2,170 

 

4,071 

37,592 

 

2,170 

 

4,071 

37,592 

 

2,170 

 

4,071 

37,592 

 

2,170 

 

4,071 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費、会費、手数料、雑収入 

 

（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 

・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 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・地域経済活性化事業 

・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 

・経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

連携者及びその役割 

 

１．連携者：大分県商工労働部 代表者：商工労働部長 高浜 航 

（窓口：商工労働企画課／経営創造金融課） 

大分市大手町 3-1-1 電話 097-506-3218 

役 割：経営状況の分析に関すること 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

経営指導員等の資質向上等に関すること 

・専門家派遣、大分県ふるさと名物販売促進事業の申請支援（商工団体班） 

・県補助金申請支援、経営革新計画策定支援（経営創造金融課） 

・「物産おおいた」登録支援、商談会・展示会等の出品支援 

・各種研修（経営指導員合同研修会など） 

 

２．連携者：大分県北部振興局 代表者：局長（窓口：地域振興部） 安部 欣司 

宇佐市法鏡寺 235-1 電話 0978-32-1170 

役 割：経営状況の分析に関すること 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・専門家派遣、大分県地域活力づくりチャレンジ支援事業の申請支援 

 

３．連携者：（公財）大分県産業創造機構 代表者：理事長 姫野 淸高 

大分市東春日町 17-20 電話 097-533-0220 

役 割：経営状況の分析に関すること 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

・専門家派遣 

 

４．連携者：大分県事業引継ぎ支援センター 統括責任者：山中 俊弘 

大分市金池町 3-1-64（大分県中小企業会館 5 階） 電話 097-585-5010 
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役 割：事業計画策定支援に関すること 

・事業承継、譲渡・譲受に関するアドバイス等 

 

５．連携者：中津市 代表者：市長 奥塚 正典 

（窓口：商工振興課） 

中津市豊田町 14番地 3  電話 0979-22-1111 

役 割：新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域経済活性化事業 

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 

経営指導員等の資質向上等に関すること 

・空店舗の入居者支援 

・創業支援（中津市創業融資制度の斡旋） 

 

６．連携者：日本政策金融公庫 別府支店 国民生活事業 支店長：伊藤 靖生 

別府市餅ヶ浜９番１号  電話 0977-25-1151 

役 割：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 

・事業計画策定支援、小規模事業者経営発達支援融資制度の申込支援 

 

７．連携先：地域金融機関 

大分銀行中津支店 取締役頭取 後藤 富一郎 

       大分県中津市豊田町 2-10 電話 0979-24-2211 

      豊和銀行中津支店 取締役頭取 権藤 淳 

       大分県中津市中殿町 3-27-1 電話 0979-23-3223 

      福岡銀行中津支店 取締役頭取 柴戸 隆成 

       大分県中津市枝町 1700-9 電話 0979-22-1450 

      西日本シティ銀行中津支店 取締役頭取 谷川 浩道 

       大分県中津市新博多町 1728-3 電話 0979-22-1550 

      北九州銀行中津支店 頭取 藤田 光博 

       大分県中津市島田 527-8 電話 0979-64-8682 

      大分みらい信用金庫中津中央支店 理事長 森田 展弘 

       大分県中津市豊田町 2-453-1 電話 0979-23-1111 

      大分県信用組合中津支店 理事長 吉野 一彦 

       大分県中津市中央町 1-4-3 電話 0979-22-2233 

役 割：経営状況の分析に関すること 

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 

経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

８．連携先：中津商店街連合会 会長 中島 秀夫 

中津市日ノ出町１丁目 363 電話 0979-23-0915 

役 割：地域経済活性化事業 

・各種イベントの合同開催 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中津商工会議所 大分県 
中津市 
㈱日本政策金融公庫 
（公財）大分県産業創造機構 
㈱大銀経済経営研究所 
中津市内金融機関 
 
（連携内容） 
融資、補助事業、ビジネスマッチング、 
展示会情報、創業支援事業、事業承継

支援、各種統計データの提供等 

連携 

小規模事業者への伴走型支援を実施 
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