
経営発達支援計画の概要 

実施者名 津久見商工会議所（法人番号：９３２０２０５０００１０２） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

「人づくり」と「産業づくり」の二つの基本方針を支援活動の柱とする。

「人づくり」にて半永続的に持続可能で柔軟かつ健全な経営が出来る小規

模事業者の育成を伴走支援する。「産業づくり」にて津久見の地域資源を

活用した『津久見ならでは』な商品・サービス開発と販路拡大による産業

成長を伴走支援する。 

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【指針③】 

(1)経営状況アンケート調査 

(2)日本商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査の実施 
２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 (1)巡回・窓口相談による経営分析の実施 

 (2)実践型経営分析セミナー による経営分析の実施 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 (1)セミナーと個別面談による短中期的な事業計画の策定支援 

 (2)事業計画策定に係る専門家派遣 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 経営指導員によるフォローアップの実施  

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 地域資源（ミカン・マグロ）を使った商品に関する需要動向アンケート調査 

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) 情報サイト利用による市外への情報発信と販路開拓支援 

 (2) 選ばれる店舗づくりセミナーの実施 

(3) クレジット・電子マネー決済の導入支援 

(4) ＳＮＳを活用した情報発信と販路開拓支援 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み  

 １.津久見市のまちづくりを担う団体との連携 

 ２.市内既存イベントの拡充・広報支援 

 

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 

 ３.事業の評価及び見直しをするための仕組み関すること 

連絡先 

津久見商工会議所 中小企業相談所 

住  所 ： 大分県津久見市港町１番２１号 

電話番号 ： ０９７２－８２－５１１１ 

Ｕ Ｒ Ｌ ： h t t p : / / w w w . t s c c i . o r . j p 

Ｅ- mail ：  t s u k u m i @ t s c c i . o r . j p 
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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.津久見市の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置】 

大分県の南東部に位置。北に臼杵市・南に佐伯市と堺を接する。（上の画像・左） 

【面積】 

東西に２８Ｋｍ・南北に１２Ｋｍ・総面積７９．４８Ｋｍ 

（平成２７年度全国都道府県市区町村別面積調より） 

【人口】 

１７，９６９人 

（平成２７年度国勢調査人口等基本集計結果より） 

国勢調査によれば、津久見市の人口は昭和３５年の３７，１６４人をピークに、平 

成２７年１０月現在１７，９７３人とほぼ半減しており、過疎化の一途を辿ってい

る。 

 

【地形】 

東側には豊後水道に面した津久見湾があり、湾口部を囲うようにしてリアス式海岸 

 が広がっている。水深が５０Ｍ超と深く、石灰石・セメントを運搬・輸出する為の大 

型船も入港しており、昭和２６年には重要港湾にも認定された。また、毎年行われる

「つくみ港まつり」の際には海上自衛隊の艦船や海上保安庁の巡視船の他、訓練帆船

「海王丸」の入港実績もある。 

西側は鎮南山・姫岳・基盤ヶ岳・彦岳といった６００～７００Ｍの山地が三方から

馬蹄型に市を取り囲んでおり、そもそも平地が少ない。そのため、県内他の市町村と

異なり水田がなく、住宅用地も海岸の埋立や山を切り拓いて整備してきたことから、

山に挟まれるように住宅街が広がっている。（上の画像・右） 
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【産業】 

  以下の表は、津久見市の産業別就業人口を示したものである。 

第一次産業において、津久見市では特に漁業従事者が多く、全体の構成比で見た場 

 合大分県の平均構成比０．６％に対し平成２７年度津久見市の数値は３．８％と、か 

 なり上回っている。これは、津久見市ではマグロ・ブリ・ヒラメなどの養殖を含めた 

 漁業全般が盛んな為である。 

第二次・三次産業においては、豊富な石灰石資源を有する当市では、鉱業とそれに 

 連なる運輸業・加工製造業が基幹産業として位置づけられていることから、県の平均 

 を上回るもしくは平均並みの従事者が確保されている。 
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鉱業（石灰石）・セメント産業 

セメント産業は大正６年（１９１７年）セメント工場が進出以来、日本一の生産量 

を誇る豊富な石灰石資源を背景に基幹産業として発展した。 

 近年はごみ焼却灰・汚泥・災害時の瓦礫受入等、資源リサイクルの面で新たな付加価 

 値を生み出している。 

  産業構造としては、鉱山・セメントを支える鉄工・電気・機械整備・石灰加工・海 

 運業等の中小企業で構成される、独特の産業構造である。これらの産業は市の雇用の 

受皿となっているが、技能者育成・人材確保が課題となっている。 

 平成２１年以降の生産量は以下の表の通り。平成２１年以降緩やかな増加傾向であ

る。平成２３年に生じた東日本大震災ほか自然災害からの復旧・復興に伴うインフラ 

・ハード工事増加により、徐々に伸びてきている。平成２８年に生産量が一度減少し

たものの、２０２０年の東京オリンピックに向けたハード整備等によるセメント需要

が見込まれることから、石灰石生産量の増加は今後数年間期待できる見通しである。 

 

  

＊鉱業の事業所数・従業員数の推移 （単位：千トン・所・人） 

 平成 21年 平成 24年 平成 26年 平成 28年 

石灰石生産量 24,791 25,452 26,930 25,984 

事業所数 14 14 14 14 

従業員数 536 226 233 556 

                        （平成 28年版津久見市統計書より） 
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ミカン栽培 

  津久見市には県内の他市町村に比べる 

と水田がなく、従来からミカンを中心とし 

た柑橘類の栽培が盛んであり、津久見市の 

農業の基幹作目といえる。 

山の傾斜地を活用しての栽培に加えハウ 

ス栽培も行われてこと、温州みかん・甘夏 

サンクィーンなど多種多様な柑橘類を生産 

していることから、ほぼ一年中出荷されて 

いる。 

津久見産ミカンを使ったシャーベット   

「つくみ愛ス（ツクミアイス）」の復刻や、 

 餡にサンクィーンのマーマレードを練りこ 

んだ「みかんどら」など、津久見のみかん 

 を使った商品も広がりをみせ始めている。 

 

ミカンが津久見市の地域資源に認定されていることから、津久見市ではオリジナル 

デザインのミカン箱を作った（右上の画像）。 

また平成２９年２月には、大分県で初となる「ふるさと名物応援宣言」を、津久見 

ミカンと柑橘類を加工した商品群で実施する等、市をあげてミカン産業の再生を目指 

し「津久見みかん」のブランド化に取り組んでいる。 

  

下記表は津久見市内での柑橘類の生産量と生産額の推移を示したものである。その 

年の天候や重油価格高騰（ハウス栽培に影響）による生産量や生産額に増減がみられ

る。ふるさと名物応援による農商工の連携した取り組みにより、今後の生産量・生産

額の増加を目指す。 

   

＊柑橘類生産量・生産額                （単位：ｔ・千円） 

 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

柑橘類生産量 879 912 764 600 

柑橘類生産額 201,732 215,643 214,106 163,409 

                       （平成 28年版津久見市統計書より） 
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遠洋マグロ漁・マグロ養殖 

津久見のマグロ延縄漁業は明治から始ま 

り、大正・昭和にかけて発展し、保戸島(画  

像・右）は全国有数のマグロ基地となった。  

しかし、海外からの安価なマグロの流入の  

ほか、漁業者の高齢化・後継者不足により、 

かつて１６０隻を超えたマグロ漁船は、平成  

２９年には１４隻と激減した。そのような  

中、平成２１年にマグロが津久見市の地域資 

源に認定されたことをきっかけに、当商工会  

議所では同年『マグロ研究会』を立上げた。

以降マグロ研究会では、マグロを使った創作料理の開発（津久見産の山椒とコラボし

た、マグロ山椒鍋やマグロの胃袋の佃煮などを販売中）や市内イベントにて山椒鍋や

兜焼きの無料配布を行うなど、地域活性化と共に「津久見といえばマグロ」をＰＲす

る活動を行っている。 

また、創作料理に限らず、津久見の郷土料理である『ひゅうが丼（生のマグロを胡

麻ダレで和えてご飯に乗せた丼）』も大切にしており、市内の飲食店で提供されるのは

もちろん、レトルト商品やひゅうが丼用のタレなども、お土産として人気がある。平

成２７年には、津久見市内の養殖業者が稚魚からのクロマグロの養殖に成功し、「豊後

まぐろ ヨコヅーナ」というブランド名で全国へ出荷を開始した。これにより今後更

に「津久見といえばマグロ」のイメージが定着すると期待されている。尚、平成２８

年度の津久見産養殖マグロの出荷量は７４ｔである。 

また、農林水産省が公表している統計データでは、平成２８年度の津久見市のマグ

ロ漁獲量は２，５１１ｔ（うち、２，３３０ｔが保戸島のマグロ漁船による）あり、

これは大分県内で１位、全国で２０位の漁獲量である。 

 

ひゅうが丼              マグロの胃袋の佃煮 
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【観光】 

つくみん公園 

津久見市中心部にある「つくみん公園」  

は、広いグラウンド・イベント用のステー 

 ジ・大型遊具の３つを備えた、市内中心部 

の賑わい創出拠点であり、平成２０年７月 

には「みなとオアシス（国土交通省の各地   
方整備局により登録された、港に関する交 
流・施設・旅客ターミナル・緑地・マリー 
ナなどを活用した交流拠点・地区の愛称）」 
にも認定された。 

国道２１７号線沿いにあり車でのアクセス 

が非常に便利なため、週末には市内外から 

多くの家族連れが集まっている。 

また、津久見市が毎年開催する夏祭り「つくみ港まつり」の際は、つくみん公園の 

 ステージを使ってダンスパフォーマンスなど様々なイベントを行う他、夜の花火大会 

 では絶好のビューポイントであるため、公園敷地内は多くの観光客で賑わっている。 

他にも広いグラウンドを活用し、津久見市内の事業所や任意団体ら約１０００人が 

 参加する「津久見扇子踊り大会」や、津久見の農水産物直売イベント・ふるさと振興 

 祭の会場として使用するなど、津久見市中心部の賑わい創出に活用されている。 

 

 

イルカ島（四浦半島） 

大分市内の水族館附属施設として開設されて以来、イルカとの記念撮影・餌やりな 

どの他、イルカの背びれに掴まって一緒に泳ぐことが出来る体験型施設である。 

平成２７年にイルカの追い込み漁が禁止となって以降、イルカの繁殖施設としても 

 取り組んでいる。平成２８年には当施設で飼育されているイルカが妊娠し、平成２９ 

年５月に赤ちゃんイルカを無事に出産した。その後の経過も順調であり、繁殖施設と 

して大きな成果となった。 

津久見市中心部から佐伯方面に車で２０分程度のところにあり、５月と９月の大型 

連休や夏休みシーズンは、特に家族連れで賑わっている。 

（参考：平成２７年度来場者６６，０２７人）                   
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河津桜（四浦半島） 

津久見市四浦半島では、平成１７年から地元住民による河津桜の植樹が始まり、現 

在は４，６００本（西日本最多）までに増え、河津桜の名所となっている。 

近年では、大分の地元放送局にてＴＶにも取り上げられており、メディアによる宣 

 伝効果から来場者数が増加した。平成２８年２月には、５３，０００人・平成２９年 

２月には約７０，０００人の観光客が来場した。平成２９年は、四浦の河津桜を巡る 

コースのスタート地点にイルカ島があることから当該施設の駐車場の一角に、市内事 

業者の販売ブースを設置したり、ステージを作って扇子踊りや和太鼓の演奏を披露す 

るなど観光客に津久見市をＰＲするため、市をあげて取り組んでいる。 
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２．商工業の現状と課題 

 

鉱業・採石業・砂利採取業では、現在も採掘量が安定しているため、事業所数に変 

化はない。セメント製造関連も、オリンピック・災害復興の特需があり今後も需要は 

横ばいもしくは増加が見込まれており業界は安定しているといえる。また、セメント 

に限らず石灰の吸水・殺菌作用等を使った高付加価値商品の開発も行われており、業 

界の事業所数は今後も安定推移が見込まれる。 

このように基幹産業は大きな変化はないものの、一方で市内全体の事業所数は減少 

傾向にある。平成２１年度経済センサスによる津久見市内の民営商工業者数の総数は 

９７１事業所であったが、平成２６年には８６６事業所と５年間で約１割減少し、更 

に平成２８年には８３３事業所に減少した。市内全業種の中で最も事業所数が減少し 

ているのは個人商店などの小売業である。 

 

＊平成２８年度 津久見市内業種別事業所数 （経済センサス調べ）  

 
卸売業・小売業は、津久見商工会議所管内における事業所数の約３割を占めているが、 

その規模としては小規模事業者が大半である。経済センサスを基にした小売業の年間 

商品販売額の推移を見ると、平成６年に１８８億円あった販売額が平成２６年には１ 

２０億円と、この２０年間で３６．２％減少した。同様に、商店数・従業者数も減少 

傾向にある。 
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要因としては、平成１３年に東九州自動車道が開通し交通利便性が向上したことで、

大分市内の大型商業施設へ通いやすくなったことのほか、津久見市内に店舗面積１，

０００㎡を超える大規模小売店が平成１９年と平成２１年に相次いで進出したこと、

近隣市にも同様の大型スーパーが進出していることなどから、顧客にとって利用する

店舗の選択肢が増え、市内小規模事業者が価格や品揃えにおいて規模的に不利な立場

となっていることがあげられる。現に、平成２５年度大分県中心市街地等消費者動向

調査報告書においては、最寄品の購入場所について津久見市商圏の２１％は隣の臼杵

市に流出しており、市内での購入率は６４．３％に留まった。これは、調査対象とな

った１６商圏のうち最下位の結果であった。更に、平成２９年度の大分県中心市街地

消費者動向調査報告書では、市内での購入率は５２・９％にまで下がった。 

今後は、地元特産物や地域資源を活用した特色のある商品やサービスの開発など、

大型店と差別化を図り、市外・県外を商圏として捉える広い視野をもって、自店や地

元の活性化に取り組むことが重要である。 

  

３．津久見市の施策・方針 

 

津久見市は第五次津久見市総合計画（平成２８年度～平成３７年度の１０年計画）

を策定し、市街地の土地利用の再構築による商店街の再生と、豊かな自然や伝統的文

化を活用した観光・レクリエーション機能の充実により、地域特性を最大限に活かし

た産業振興を図る、としている。限られた土地を機能に応じてエリア分けしコンパク

トな街づくりに取り組むことで、第三次産業を中心とする生活利便機能の強化と、定

住促進、観光強化および街なかの交流人口の増加を図る方針である。 

定住・ふれあい

エリア 

住宅地が形成されているエリア。定住人口増加に向けて住環境を

整備と安全な道路整備を行う。文化・教育・スポーツ施設の充実

を図る。 

賑わい・活力エ

リア 

 

つくみん公園を含めた本市の中心市街地エリア。商店街などの商

業施設と公共施設の集約による市民の利便性向上を図る。また、

食観光の推進と市民交流の場づくりなど新たな要素を取り入れ

て商店街の活性化を推進する 

自然・観光交流

エリア 

半島部・島しょ部の豊かな自然環境と人々の暮らしが共存するエ

リア。海と山の自然を保護しつつ観光周遊ルートや観光施設等の

周辺整備を図り、豊かな自然を活用した観光交流エリアの形成を

目指す。 

鉱工業エリア 本市の基幹産業である石灰石採掘・セメント製造を中心とする鉱

工業集積エリア。緑地の確保により環境にやさしい健全な創業環

境の維持を図る。 

里山エリア 本市を代表する特産品の柑橘類農地と森林地域のエリア。農林業

の生産基盤の整備の他、森林浴など自然体験型レクリエーション

機能を付加し、魅力的な里山エリアの形成を図る。 
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４.津久見商工会議所のこれまでの取組と課題 

 

【取組】 

津久見商工会議所の会員事業所において、小規模事業者の廃業に伴う退会は年々増

加傾向にある。その為、日々の巡回・窓口での相談業務の他、『経営革新塾』という

経営セミナーを毎年開催し、販路開拓・商品開発・事業計画の策定等について学ぶ機

会を提供してきた。このセミナーには会員・非会員を問わず市内外から様々な事業者

が参加し、毎年約３０名の方に参加頂いている。 

 

【課題】 

当所では受講後のフォローを率先して行ったことは無く、参加者がセミナーで学ん

だことを実践するに至ったのかどうかも把握できていなかった。今後は、学ぶ機会や

情報を一方的に提供するだけでなく、訪問や窓口相談で進捗を確認し、必要に応じて

専門家派遣を行うなど、事業者が自分の力で学んだノウハウを実践できるように伴走

支援を行うことが、当所に求められていることであり、当所の取り組むべき課題であ

ると認識する。 

また、当所ではこれまで市外への販路拡大は個別に相談があった場合のみ対応を行

ってきた。今後は市外も重要な商圏と捉え、ＳＮＳ等による市外への情報発信やキャ

ッシュレス決済の導入など顧客の利便性を高めた、より魅力的な店づくりを支援して

いくことも課題である。 

 

５．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

津久見商工会議所の活動における基本方針は「まちづくり」「人づくり」「産業づく

り」「基盤づくり」の４つの柱である。 
管内人口の減少に加え、域外大型店舗の進出による市内既存店舗での消費の低下

や、またインターネット等情報体系の発達や高速道路等のインフラ整備によって消費

者の購入経路が複雑化したことによる市内の小規模事業者の減少と衰退の現状と、加

速度的に変化する経済環境に負けず、事業継続していける活動的な小規模事業者の台

頭が、今後管内の経済成長に必要不可欠であることから、当所のこれまでの取組と課

題を踏まえ、半永続的に持続可能で柔軟かつ健全な経営が出来る小規模事業者の育成

を、全所をあげて伴走支援していく。 
 また、津久見市第五次総合戦略により、中心市街地の活性化と観光強化による市内

周遊人口の増加が図られ、市外からより多くの人が訪れることが考えられるため、管

内小規模事業者を中心に、津久見市の地域資源等を活用した『津久見ならでは』の魅

力的な商品・サービス開発を行い、そして情報発信や店舗の利便性向上による販売促

進とあわせた、販路拡大による外貨獲得のための産業成長を見込み、包括的に伴走支

援に取り組む。 
 このような現状と課題を基に、当所の基本方針である４つの柱のうち、本計画にお

いては特に「人づくり」と「産業づくり」に重点を置いて取り組む。 
これまで短期的であった当所の経営支援のあり方を見直し、地域経済を支える小規模

事業者の持続と発展を伴走支援し、今後１０年先の振興の在り方を以下の通りとする。 
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（１）市内の小規模事業者が、事業継続の為に自ら考え、自ら行動し、市外にも広く

視野を向けて販売機会を獲得し、着実に売上の増加へと繋げていける活動的な小規

模事業者となることで、地域経済の活性化が図られること。 

 

（２）地元の特産品や観光資源を活用した独自の商品開発と販売が積極的に行われ、

小規模事業者の売上増加と津久見市の地域の活性化が図られること。 

 

６.本計画の目標 

 

 津久見市が取り組む中心市街地活性化の方針、津久見市の小規模事業者の現状と課

題、そして当所の小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画期

間（３年間）の目標を「人づくり」「産業づくり」の２つの観点から、それぞれ以下

の通りとする。  

 

（１）「人づくり」 

・市内小規模事業者が、現状と課題を自ら把握し、課題を解決するために何が必要 
であるかを判断することが出来るようになるため、経営分析の手法取得のための

セミナーと、定期的な窓口・巡回訪問によるフォローアップを行い、事業計画や

経営改善計画の策定支援・実行支援を実施することで、自らが考え実行・検証で

きる小規模事業者へのステップアップを図り、半永続的に持続可能で柔軟かつ健

全な経営が出来る小規模事業者の育成を目指す。 
 

（２）「産業づくり」 

  ・地元特産品や観光資源を活用した商品開発と販売促進を支援する。 
  ・消費者のニーズを捉えた売れる商品づくりの重要性を示し、顧客ニーズ調査や販 

売促進などを実施し、確実に売上に繋げていける小規模事業者を育成、今後成長 
するための計画書等の策定を支援し、伴走的に支援する。 

  ・商品開発に限らず、顧客の利便性を考慮した選ばれる店づくりを支援することで 
魅力的な店舗と魅力的な商品の相乗効果による販路拡大・売上増加を図る。 

 
以上の取組を当所で推進していくことにより、最終的に市内小規模事業者が持続的 

かつ発展的な経営を自力で行えるようになることで、市内小規模事業者の減少を最低

限に抑え、１０年後も現在と同水準の６８０事業所以上を維持し、地域経済の減衰を

防ぐ。 
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７.目標達成に向けた方針 

 

上記、本計画の目標達成の為の方針としては以下の通りである。 

 （１）「人づくり」への取組方針 

市内の小規模事業者が、現状と課題を把握する為の経営分析（ローカルベンチマー 

ク診断を主体とした財務分析およびＳＷＯＴ分析による内部・外部分析など）と、  

課題解決の為の事業計画策定および計画実施にあたってＰＤＣＡ管理を習得できる

よう、セミナーと窓口・巡回訪問により支援する。 

特に事業計画策定後のフォローアップを強化し、各事業者が自身の策定した事業

計画の実施と計画目標を達成することで成功体験を積み上げ、自信をもって経営に

取り組めるよう支援する。 

また、各事業者が自身の事業計画の目標を達成することで、経営基盤の改善や強

化にも繋げる。 

 

 （２）「産業づくり」への取組方針 

津久見市の特産品や観光資源を活用した商品の開発等を行うため、需要動向調査 

を実施する。事業計画策定支援を通して、消費者ニーズを把握することや、売りた

い商品ではなく売れる商品を開発することの重要性を伝え、消費者のニーズを捉え

た売れる商品作りで新規顧客の開拓・販路拡大を支援する。 

また、ＳＮＳ等による積極的な情報発信や、キャッシュレス決済の導入など顧客

の利便性を高めた、より魅力的で選ばれる店づくりを、セミナーと店舗訪問により

個別具体的に支援する。 

 

上記の目標達成にむけ、津久見市や大分県よろず支援拠点など各種専門機関との連

携を図り、事業者の課題解決にむけた速やか且つ適格な助言と支援を行う。特に、新

規販路の開拓にあたっては県内のバイヤー等に人脈のある専門家の協力が必要不可欠

であると考えるので、大分県産業創造機構に所属するコーディネーターとも連携して

いく。 
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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～平成３４年３月） 

 

（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) 

大分県全体もしくは大分市内についての経済動向調査は他機関によって実施され 

 ているが、津久見市に特化した経済動向調査は実施されていない。非会員事業所を含 

め、津久見市内の小規模事業者が抱える課題を正確に捉え的確な支援を行うために、 

定期的な情報収集が必要である。そこで、市内２００事業者を対象とした半年に一度 

の経営状況アンケート調査および市内５事業者を対象に毎月行うＬＯＢＯ調査の二つ 

の調査を実施し、常に変化する情勢や経営課題を捉えると共に、市内景気動向につい 

て積極的に情報を発信していく。 

  

（事業内容） 

（１）経営状況アンケート調査（新規）【指針③】 

  市内事業者の経営状況を調査し、業種ごとの業況などを把握することで、特に支 

援を必要としている業種を判断し、今後の支援内容の見直しに活用する。 

 

【手段・手法】 

下記調査項目を記載したアンケート用紙を発送・回収を行うことにより調査する。 

①半年に一度、市内２００事業者を対象に経済状況アンケート調査を実施する。 

②対象事業所は会員・非会員を問わず、特定商工業者名簿から無作為に選別する。  

③対象業種としては、鉱業・製造業・建設業・商業・運送業・卸小売業・飲食業・ 

 その他サービス業の８業種を対象とする。 

  ④市内各事業所の経営状況について情報を収集し、業種ごとに集計・分析すること 

で、市内全体の現状と業種毎の傾向を調査する。 

⑤集計・分析方法としては、経営状況アンケート調査の各項目を３～５段階のポイ 

ント制にし、エクセルシートで集計して、業種ごとの傾向を分析する。 

 

【調査項目】 

  ①販売傾向（売上・仕入・経費などの増減とその要因、取引内容の変化など） 

②前年同時期との販売内容や客数の比較 

③後継者の有無と経営上の課題 

 

（２）日本商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査の実施（新規） 

   日本商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査は、全国における「肌で感じる足 

   元の景気観」の把握を目的に日本商工会議所が実施している調査である。上記の 
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   経営状況アンケート調査と異なり、全国で実施されている本調査によって、全国 

的な動向を把握すると共に、津久見市内の動向と比較し、市内の経済動向にどの 

ような特徴や変化があるかを分析する。 

分析の結果、全国的な動向に比べると低調な業種など、特に注力した支援を必要 

としている業種の判断材料として活用する。 

 

  【手段・手法】 

   日本商工会議所より送られてくるアンケート調査を使って訪問等によるヒアリン

グを行う。    

対象とする事業者は、津久見市の基幹産業である鉱業の他、運送業、建設業、商 

業（小売業）、飲食業より１事業者ずつ選定し、全５事業者を対象として１年間の

継続した調査を行う。 

 

  【調査項目】 

   当月の業況、売上額、資金繰り、採算、仕入れ単価、従業員の状況などの他、日 

   商が選定する時事の質問事項などをヒアリングにより調査する。 

 

（成果の活用） 

上記２つの調査結果については、集計及び分析結果を当所が発行している会議所ニ 

ュース（所報）にて公表する他、非会員への対応として、会議所ニュース自体を会 

議所ＨＰへ掲載することで、誰でも本件調査結果が参照できるようにする。 

 

（目標） 

＊当該事業の実施については、以下の目標を設定する。 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

経営状況アンケート調査

実施回数 
未実施 2 2 2 

経営状況アンケート調査

公表回数 
未実施 2 2 2 

ＬＯＢＯ調査実施回数 未実施 12 12 12 

ＬＯＢＯ調査公表回数※ 未実施 2 2 2 

 ※ＬＯＢＯ調査の結果は毎月末に日商より結果が公表されているが、経営状況アンケ 

ート調査の結果と合わせ年２回、半年分の結果を集約し公表を行う 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

小規模事業者にとって限られた人員・設備・資金を最大限に活用するため、まずは

自社の現状を正確に把握し、そのうえで実態に則した事業計画を立てることが重要で

ある。そこで、巡回・窓口相談およびセミナーにて、事業計画策定までを前提とする

小規模事業者の経営状況分析への取組みを実施する。 

 

（事業内容） 

【分析の手段】 

（１）巡回・窓口相談による経営分析の実施 

これまで、経営指導員が事業者の経営分析を行うのは、融資や補助金について相談

があった場合のみであった。そこで、巡回・窓口で相談を受ける際、経済産業省のロ

ーカルベンチマーク診断による財務・非財務分析とＳＷＯＴ分析による内部・外部分

析を組み合わせることで、経営状況の分析を事業者と一緒にその場で取り組む。具体

的な分析手法・分析項目は下記に記載の通りである。 
同時に、各指標の数値が示す自店の経営状態や、分析結果を事業活動の意思決定（経

営判断）へ活かす方法を示す為、（２）に記載するセミナーへの参加を促し、セミナ

ー参加希望者の掘り起こしも行う。 
 

（２）実践型経営分析セミナーによる経営分析の実施 

巡回・窓口相談での経営分析の実施だけでは、当所会員以外の事業者への対応が不

十分である。 

そこで、（１）と同様の分析を会員以外の事業者にも実践してもらう機会として、

実践型経営分析セミナーを実施する。告知は津久見市報（津久見市が発行する市内全

戸配布の広報物）への折り込み広告や、当所ＨＰ・ＦＢ上にて行うことで、会員事業

者以外にも情報が届くように配慮する。 

また、業種や事業規模によって参加できる時間帯が異なることも配慮し、曜日や時

間を変えて全２回開催し、それぞれ１０人以上の参加者を募集する。 

セミナーの内容としては、まずは（１）と同様の分析を下記に記載の分析手法・分

析項目により行う。（１）で既に分析を実施している参加者については同様の分析を

２回行うことになるが、今後自力で分析ツールを使えるようになる為の復習として取

り組んで頂く。経営分析後、分析結果の各指標が示す現在の自店の経営状態を理解す

ると共に、今後は自力で分析結果を把握できるようになるための知識を説明する。 

また、同様の分析を前期の決算内容でも実施し、その数値の変化が示す経営状況の

変化などから、個別アドバイスや問題提起を行い、その後の事業計画策定に誘導する。 

 
【分析手法・分析項目】（今回新たに追記） 

 ①ローカルベンチマーク診断による財務面の分析項目 

  売上持続性指標・・・売上増加率 

  収益性指標・・・営業利益率 

  生産性指標・・・労働生産性 

  健全性指標・・・EBITDA有利子負債倍率 
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 効率性指標・・・営業運転資本回転期間 

   安全性指標・・・自己資本比率 

  ②ローカルベンチマーク診断による非財務面の分析項目 

「４つの視点」・・・経営哲学・経営意欲・後継者など事業者本人に関する事項 

 ・・・ＩＴ活用の有無など、事業状況に関する事項 

・・・従業員の定着度合いなど事業所等に関する事項 

         ・・・組織体制や経営計画の有無など内部体制に関する事項 

③SWOT分析による非財務面の分析項目 

   強み（S）・・・事業者の人・物・金・情報といった経営資源の中で、 

市場での競争力に繋がる要素の分析 

   弱み（W）・・・事業者の人・物・金・情報といった経営資源の中で、 

市場での競争力を欠いている要素の分析 

   機会（O）・・・事業者にとって販路拡大や商圏拡大などプラスの影響を及ぼす 

商圏・市場ニーズなどの変化の分析 

   脅威（T）・・・事業者にとって競合他社の進出や商圏縮小・分断などマイナス 

の影響を及ぼす、商圏・市場ニーズなどの変化の分析 

（成果の活用） 

これらの分析項目についての結果は各事業者に個別にフィードバックして終わりに 

するのではなく、事業計画の策定などを促し分析結果を実際の事業に活用する段階ま 

で支援をすることで、事業者のステップアップを図る。 

 

（目標） 

＊当該事業の実施については、以下の目標を設定する。 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

実践型経営分析セミ

ナー開催回数（回） 
未実施 2 2 2 

実践型経営分析セミ

ナー参加者数（人） 
未実施 20 20 20 

実践型経営分析セミ

ナーでの経営分析件

数※（件） 

未実施 20 20 20 

巡回・窓口相談での経

営分析件数※（件） 
未実施 10 10 10 

※経営分析実施件数目標：巡回・窓口相談時での実施とセミナーでの実施により、 

合計で３０件（経営指導員２名×１５件）を目標とする。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

小規模事業者にとって人員・設備・資金など限られた経営資源を有効に活用するた 

めには、現実的な計画を組み立てる必要がある。 

経営状況分析等により自社の現状を把握したうえで、自社の強み・弱みや顧客ター 
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 ゲット層と顧客ニーズの再認識により、実現可能性の高い事業計画の策定を支援する。 

その為、従来は融資相談や補助金申請の時のみしか行っていなかった事業計画策定支 

援を以下の通り拡充して行う。 

 

（事業内容） 

【指導方法・指導内容】 

（１）セミナーと個別面談による短中期的な事業計画の策定支援（拡充）  

上記経営状況分析を行った事業者を中心に、実現可能な１～３年程度の短中期的 

事業計画の策定を支援する。 

具体的には、まず事業計画策定セミナーを開催し、計画策定の流れをレクチャーす 

る。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』などのアプリ 

ケーションの紹介や、事務効率化を図る為のＩＴツール・ＦＩＮＴＥＣＨ（金融系 

ＩＴサービス）の紹介も合わせて行い、小規模事業者の限られた人員がより効率的 

に機能し、経営分析によって発見された課題を解決できるような事業計画の策定を 

支援する。 

また、経営状況分析を行っていない事業者に対しても、巡回・窓口相談時などで随 

時個社別に経営分析支援を行い、１事業者でも多く経営分析→事業計画の策定とい 

う流れで取り組めるよう支援を行う。 

事業計画策定支援は随時対応し、事業計画の完成まで伴走支援を行う。 

 

（２）事業計画策定に係る専門家派遣 

経営状況分析により発見した強み×機会を活かし新たなビジネスモデルを構築し 

たい!という事業者や、経営状況分析により経営改善が困難・事業転換が必要とい 

う事業者など特に専門家によるアドバイスを必要とする事業者については、大分県 

よろず支援拠点や大分県産業創造機構・大分県事業承継センター・県内各金融機関 

などの支援機関との連携をとり、専門家派遣による個別相談を行う。 

また、これらの事業者以外であっても専門家からのアドバイスを希望する事業者に 

  は専門家派遣を行う。 

 

（目標） 

＊当該事業の実施については、以下の目標を設定する。 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

事業計画策定セミナ

ー開催回数 
1 2 2 2 

事業計画策定セミナ

ー参加者数 
20 20 20 20 

事業計画策定件数 3 15 15 15 

事業計画策定にかか

る専門家派遣件数 
1 5 5 5 
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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）   

当所では、補助金申請時や融資申込時にのみ短期的な事業計画策定支援および実行 

支援を行ってきたが、そもそも事業計画を初めて策定した事業者にとっては、たとえ 

限定的で短期の事業計画であっても計画通りに全ての事業を完遂することは相当な負

担である。 

そこで本事業においては、事業計画策定後の事業者の負担軽減と不安感の払拭のた 

め、策定した事業計画における進捗状況を確認し、事業者に応じた伴走型支援を実施 

することで、事業計画の完遂を目指す。 

 

（事業内容） 

【指導内容】 

経営指導員によるフォローアップの実施 

  事業計画策定済みの事業者に対し、原則、四半期に一度、訪問・窓口相談による 

フォローアップを行い、都度必要なフォローの内容を個別具体的に判断・実行する。 

具体的には計画の進捗状況を確認し、計画進行の妨げになっている課題等があれば 

内容を聞き取り、解決に向けた支援を行う。専門的な知識や分析が必要な場合は、専 

門家等の派遣を要請し、解決まで伴走した支援を行う。 

計画実施の為の資金調達が必要な場合は、日本政策金融公庫への取次など、スムーズ 

な資金調達が出来るよう支援する。 

計画の進捗が順調且つ計画通りの成果が見られた事業者については、フォロー巡回 

の周期を徐々に延ばし、事業者の自主性を高めていく。 

同時に、計画の進捗が芳しくない事業者へはフォロー巡回数を増やし、実施支援を強 

化することで、最終的に事業計画を策定した事業者全てが等しく成果を出せるよう、 

柔軟な伴走支援を行う。  

 

（目標） 

＊当該事業の実施については、以下の目標を設定する。 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

事業計画策定後支援

対象件数 
3 15 15 15 

事業計画策定事業者

フォローアップ支援

回数（四半期に 1度） 

未実施 60 60 60 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

小規模事業者の持続的発展には、常に買い手（市場）のニーズを捉えた商品・サー 

ビスの提供が必要不可欠である。しかしながら、小規模事業者の多くは目まぐるしく 

変わるニーズや市場動向を把握するノウハウや労力が足りておらず、既存顧客の情報 

も収集・分析ができていない。 
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そこで当所では津久見市の地域資源であるミカンとマグロに着目し、「津久見ミカ

ン」のブランド化および「マグロの町・津久見」の知名度向上に繋げる為、ミカン・

マグロを使った商品を積極的に開発・販売している小売業と飲食業を対象として、需

要動向調査を実施する。 

また、需要動向調査の結果を個社別に提供すると同時に、調査結果を踏まえた「売

れる」商品作りまで支援する為、既存商品の改善・新商品の開発への取組みも合わせ

て行う。 

 

（事業内容） 

 【調査手段】 

ミカン・マグロを使った既存商品の需要動向アンケート調査 

【調査対象者】 

菓子製造小売業者・直売所などの小売業者・市内の飲食業者など 

【対象商品】 

ミカンを使った商品・メニュー：みかんどら焼、みかん羊羹、みかんふくさ、等 

マグロを使った商品・メニュー：ひゅうが丼、マグロ丼、まぐろステーキ、等 

 【調査手法】 

（１）上記の調査対象商品を積極的に開発・提供する市内の小売業・飲食業者へアン 

ケート用紙を配布し、各店にてアンケート調査を実施する。 

（２）アンケート調査は対象商品を購入・注文したか否かに限らず、来店客全てを対

象として実施する。これは調査結果を商品開発や見直しに活用する為には、購

入・注文した理由だけでなく購入・注文しなかった理由も把握し改善に役立て

る為である。 

（３）調査期間は河津桜が始まり市内の観光客が増加する２月～４月の３ヶ月間とす

る。この期間は市内の各飲食店や小売店が特に賑わう期間であり、市外・県外

からの観光客も多いため、より多様な意見を収集することができ、要動向調査

後の販路拡大を想定する場合にも有効な調査になる。 

【分析】 

 収集したアンケートを事業者毎に集計し、その店舗への来店客の意見や傾向を纏め、

よろず支援拠点等の専門家の意見も交えながら、当所経営指導員が分析する。 

【調査項目】 

  （１）居住地（地元住民か観光客かの判断のため） 

  （２）来店動機 

  （３）ミカン・マグロを使った商品のうち購入・注文した商品 

  （４）ミカン・マグロを使った商品のうち購入・注文した理由／しなかった理由 

（味・見た目・量・価格・ＰＯＰなどの見せ方など） 

  （５）購入した目的（自分用・お土産用など）※物販についてのみ 

（６）店舗の外観・内観、店舗への入りやすさ 

【成果の活用】 

まとめた結果は個社別にフィードバックし、今後の商品開発やターゲットの選定 

  に活用してもらう。 

 



２０ 
 

（目標） 

＊当該事業の実施については、以下の目標を設定する。 

 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

支援事業者数※ 未実施 16 16 16 

需要動向アンケート

調査数（マグロ商品） 
未実施 150 150 150 

需要動向アンケート

調査数（ミカン商品） 
未実施 150 150 150 

 ※支援事業者数は、マグロについての商品を扱う事業者とミカンについての商品を

扱う事業者とで偏りが出ない様に、半数ずつを目安に選定する。 

 

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）  

市内小規模事業者の多くは、これまで市内の一般個人とだけ取引してきた、という 

ところも多く、客が来るのを待つという受け身の事業者が未だに多い。当所としても、

販路開拓セミナー等の開催は行ってきたものの、その後のフォローや個別の支援を行 

っていなかった。  

今後は管内小規模事業者の半数以上を占める小売業・飲食業を中心に、情報サイト 

の利用と選ばれる店舗づくりについて個社別支援を行うと共に、クレジット・電子マ 

ネー決済などのＦｉｎＴｅｃｈ活用にる顧客利便性の向上と、ＳＮＳなどのＩＴツー 

ルを活用した市外へ向けた情報発信により、新たな販売機会の創出を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）情報サイト利用による市外への情報発信と販路開拓支援 

市内飲食業や菓子小売店の中には食べログなどの店舗情報サイト等を全く利用し

ていないところもあり、市外から訪れた観光客等は、そのお店の存在を全く知りよう

がないという状況がある。 

そこで、５.需要動向調査に関すること で需要動向調査を行った事業者を中心に、

調査対象となった商品やメニューを情報サイトへ登録することで、市内の店舗情報を

市外へ向けて発信し、津久見市に来た観光客が市内の店舗を利用するよう促す。 

特に、需要動向調査により開発・見直しを行った商品・メニューは写真付きで登録 

し、消費者ニーズを反映させて開発されたものであることをＰＲすることで、消費者

の購買意欲を掻き立てるような情報を発信する。情報サイト登録後のフォローとし

て、登録後の来店客数の変化や売上の増減および写真掲載商品の売れ行き等をヒアリ

ングし、情報サイト登録による宣伝効果を確認しながら、内容の見直し等を事業者と

一緒に行い、売上増加に繋がるまで伴走支援する。 

また、需要動向調査対象外の先であって、日々の巡回や窓口対応の中で観光客や市

外からの顧客を取り込みたいと考える事業者に対しても、同様の支援を行い積極的な
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情報発信による新規販路の開拓を支援する。 

 

（２）選ばれる店舗作りセミナーの実施 

市内の小規模事業者を対象に、来店客が入りやすい店舗づくり・見やすい商品の陳

列についての講義と、専門家による店舗への実訪アドバイスをセットにしたセミナー

を年１回開催する。講義を受けて終わりではなく、その内容を専門家の指導のもと、

実際の店舗づくりに即活かすことで、来店客の増加と新規顧客の獲得および売上の増

加に繋げる。 

専門家の指導のもと、実際に店舗レイアウトや商品の陳列を変更した後、売上の変

化や来店客の反応を２ヵ月に１度ヒアリングし、必要に応じて再度専門家を派遣する

など、売上の増加に繋げる。 

 

（３）クレジット・電子マネー決済の導入支援 

現在、津久見市内の店舗では現金決済のみの取扱いという店舗が多く、クレジット

カードや電子マネー決済を導入している店舗は少ない。一方で、現在大分県では２０

１９年に「ラグビーワールドカップ２０１９」を控えており、県外のみならず海外か

らの観光客が増加する見込みである。また、津久見市も第５次総合計画において市内

観光の強化に取り組んでいく方針であり、今後津久見市内に訪れる観光客も増加する

ことが見込まれる。 

これを受けて、当所では活動の基本計画にＩＴツール・システムの導入を掲げ、実

際に県外の導入例の視察に行くなど取り組んでいるところである。観光客にとって決

済手段の選択肢が多いことは利便性に繋がり、事業者にとっても販売機会の創出に繋

がると考える。今後観光に注力する津久見市の総合計画に沿い、市内中心部の店舗が

加盟している商業協同組合（商店街の店舗を中心に市内の小売業者等約５０店舗が加

盟）や、マグロ研究会（市内の飲食店や菓子店等約２０店舗が所属）には、特に積極

的な参加を呼び掛ける。 

 

【導入までの流れ】 

①クレジット・電子マネー決済の効果・利便性についてのセミナー開催 

   現金決済のみの市内事業者を対象として、クレジット・電子マネー決済を利用す 

   ることによる利便性と、利用までの流れについてのセミナーを年１回開催し、実  

   際に導入を希望する事業者の掘り起こしを行う。 

  ②クレジット・電子マネー決済の導入支援 

セミナー参加者を対象として、その後の巡回・窓口相談時に導入の意向や利用し 

たい決済手段についてヒアリングを行い、内容に応じて専門家派遣や補助金を利 

用しスムーズに導入・運用ができるよう支援する。 

また、導入後はＳＮＳやネットの情報サイト等を利用している先は店舗情報の 

   更新を行い、多様な決済手段が利用可能であることをＰＲする。 

ＳＮＳや情報サイト等の利用をしていない先については、これを機にＳＮＳや  

   情報サイトの利用も合わせて支援を行い、市外に向けた情報発信を行う体制を整 

える。 
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③クレジット・電子マネー決済導入後のフォロー 

   導入後、クレジット・電子マネーの利用頻度や売上の変化について２カ月に１度 

ヒアリングを行い、導入効果の測定や利用方法・ＰＲの見直しをこまめに行うこ 

とで、利用頻度を上げ、売上増加に繋がるよう伴走支援を行う。 

 

（４）ＳＮＳを活用した情報発信と販路開拓支援 

市外から訪れる人にとって、そのお店の存在をネット上で知ることが出来るという

ことは、そのお店を選ぶきっかけにもなる重要なポイントの一つである。 

一方で、市内の事業者にはＳＮＳでの情報発信を全く行っていない、もしくは、登

録はしているが連絡先などの店舗情報を全く整理しておらず、更新もしていない為、

店舗名だけが登録されているという店舗もある。 

そこで、津久見市に来た観光客を取り込み新規顧客開拓に繋げる為、ＦａｃｅＢｏ

ｏｋ・ＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用し、市外へ向けた情報発信を積極的に行うよう促

す。特にＬＩＮＥは、ＬＩＮＥｐayという電子マネー決済機能もあるＳＮＳであるた

め、若年層を取り込みたいと考える事業所には（３）で挙げた電子マネー決済導入支

援と合わせ、活用を促す。 

 

上記（１）から（４）の支援は、支援する事業者の希望に合わせつつ複数を組み合 

わせることで、可能な限り相乗効果を持たせる。 

 

（目標） 

 ＊当該事業の実施については、以下の目標を設定する。 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

情報サイト利用によ

る市街への情報発信

と販売機会の創出支

援対象者 

未実施 20 20 20 

選ばれる店舗作りセ

ミナー支援対象者 
未実施 10 10 10 

クレジット・電子マネ

ー決済導入支援対象

者 

未実施 5 5 5 

ＳＮＳを活用した情

報発信と販売機会の

創出支援対象者 

未実施 10 10 10 

売上増加店舗件数※ 未実施 25 25 25 

※目標件数は最低２５件 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 （拡充） 

津久見市では民間団体との積極的な連携によるまちづくり・観光事業に力を入れて

いる。市内の各団体には津久見市の職員がメンバーもしくは協力者として参加してお

り、各団体は地域の現状や津久見の街づくりの方向性を共有し実現すべく、官民一体

となって地域経済活性化に取り組んでいる。 

これらの団体と当所が取り組む経営発達支援計画についての重要性と内容を共有し、

各事業について連携した取り組みを行う。 

また、まちづくり・観光事業へのベクトル調整の機会として、各団体との連絡協議

会の設置を今後行政に働きかける。 

 

１.津久見市のまちづくりを担う団体との連携 

（１）まちづくり特別委員会の活性化 

津久見商工会議所では、Ｈ２８．１１月に津久見商工会議所、津久見市内の事業者

および津久見市との三者が連携し「まちづくり特別委員会」を発足した。これは、観

光に注力して津久見市の交流人口を増加させるという津久見市の方針に伴い、市内事

業者の意見を津久見市の観光・まちづくり事業に反映させるための場として活用して

いる。本委員会の開催は３カ月に１度行われる。 

津久見市・商工会議所の既存事業および新規事業について、市内事業者から直接意

見をとりいれることで、行政のみならず地元事業者のニーズにも沿った事業を展開し、

地域経済の活性化に公民一体となって取り組む。 

 

（２）津久見市周遊事業活性化協議会との連携 

津久見市・津久見市観光協会・津久見商工会議所の３者が連携し、市内の周遊人口

増加を図ることを目的として結成された組織である。本協議会は３カ月に１度行われ

ている。 

市内中心部に人を集め、賑わいを創出するための取組みとして、イルカ島や河津桜

がある四浦半島と市内中心部を繋ぐシャトルバスの運営のほか、津久見市のまちづく

りにおいて、中心市街地への人の集まり方を調査するための拠点として、市内中心部

に「コンテナ２９３（ツクミ）号」を設置するなど、市内中心部の小売店や飲食店に

とって観光客を取り込むために必要不可欠な取り組みも行っている。 

一つ一つの観光資源やイベント開催時などの販売機会を、確実に市内中心部の事業

者と結び付けることで地域経済活性化の為に取り組んでおり、当所としても引き続き

本協議会との連携を密にすること、支援する小規模事業者がより多くの販売機会を確

実に掴めるよう取り組んでいく。 

 

２.市内既存イベントの拡充・広報支援 

（１）津久見市内の各イベントの拡充 

①地域資源を利用した新商品の即売会の開催 

みかんなど津久見市の地域資源を利用した既存商品はあるものの、新しい商品が活

発に開発されているとは言えないが、今回津久見市がミカンを題材に「ふるさと名物

応援宣言」を実施したことにより、津久見市との連携も強化され、新商品の即売会な

どの開催も検討されており、各イベントの完成度もより高まるものと確信している。 
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そこで、２月の「河津桜」や１０月の「ふるさと振興祭」といった市内の大型イベ

ントに合わせ、地域資源を利用した新商品をメインとする販売の機会を設けることで、

新商品の販路拡大や更なる賑わいの創出に貢献する。 

河津桜に関しては、桜まつり実行委員会に当所も所属しており、過去に菓子組合と 

協力して「花ふくさ」という商品を開発・販売した実績がある。今後は、実行委員会

全体で津久見市の地域資源を活かした商品の開発・販売を促進し桜まつりの開催と共

にＰＲすることで、桜観光を更に盛り上げていく。 

同様に、ふるさと振興祭実行委員会に対しても、津久見市の地域資源を活かした商 

品開発・販売促進の重要性とそれによる地域経済・観光事業の活性化への効果につい

て意識を共有する。市内外から人が集まる振興祭会場にて、地域資源を活かした新商

品等の特設ブースを設けＰＲを行うことで、販路拡大や商品知名度の向上に取り組

む。 

 

②マグロフェア・モイカフェアの広報・運営支援 

両フェアは津久見の食資源を活用した観光イベントとして、津久見市の観光資源を 

ＰＲし、市内の周遊人口増加のために毎年開催されている。マグロフェアはまぐろ研

究会が、モイカフェアは津久見市観光協会がそれぞれ主催しており、桜観光や港まつ

りとタイミングを調整しながら、コンスタントに市外・県外からの観光客を津久見市

に集めるイベントとして成長しつつある。両フェアの継続・発展は、今後も市外・県

外からの集客を見込める重要な販売機会であると認識されており、引き続き主催団体

と協力して広報・運営支援を行うことで、観光客の増加および市内事業者の販売機会

の増加を図る。津久見商工会議所としても、各イベントの広報や運営に今後も注力し、

市内事業所の活性化に繋げる。 

また、本事業を行うにあたり、津久見市の郷土料理である「ひゅうが丼」の知名度

向上にも、各関係組織と共同して取り組む。 

 

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 

これまで県内他の商工団体および一部の金融機関や支援機関とは密に連携を行っ

てきたが、支援内容の多様化・複雑化に伴い、今後はその他の支援機関との連携も密

にし、管内事業者に対して速やかな情報発信や支援を行う。 

 
（１）他商工団体（商工会議所等）との連携強化（既存拡充） 

現在、県下商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会等の商工団体の連絡会

議が大分県商工労働部主催により四半期に１回開催されている。この連絡会議では、

各地区の経済情勢・経営改善普及事業の進捗状況等について情報交換が行われており、

国・県等の施策情報入手の場としても有効に活用されている。県下の各商工会議所・

商工会・中小企業団体中央会等の支援団体が集まるこの機会を利用し、各機関の支援

実績や取組内容・実施について情報を共有し、ノウハウを吸収する。 
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（２）各種専門支援機関との連携による取組み（既存拡充） 

①大分県よろず支援拠点との連携強化 

管内小規模事業者への積極的な支援実施のため、金融・ＩＴ・財務・税務など多

岐に亘る分野の専門家が所属するよろず支援拠点と連携する。 

特に当所が不得手とするＩＴ・チラシ等のデザイン系について、支援ノウハウや人 

 脈の拡大を図るため、２ヵ月に１回よろず拠点担当者との情報交換会を行う。 

 

②事業承継センターとの連携強化 

市内の個人事業者の中には、高齢のため事業を引き継ぎたいが後継者がおらず、

やむなく廃業となる先も多い。一つでも多くの事業所が事業を継続できるよう支援

するため、市外の後継者候補とのマッチングやＭ＆Ａの対応等、当センターの事業

承継ノウハウを吸収するべく、年１回承継センター担当者との意見交換会を行う。 

 

③再生支援協議会との連携強化 

市内人口の減少により、今後特に小売・飲食業の小規模事業者においては業績の

悪化が見込まれる。早い段階で業績の悪化を見抜き、正確で素早い支援策を策定す

る為に再生支援の専門家が集まる本機関との連携を強化する為、年１回、再生支援

協議会担当者および津久見市担当の調停員と意見交換会を行う。 

 

④地元金融機関との連携強化 

  小規模事業者に限らず、事業者にとって資金の調達窓口は複数あることが望まし

い。そこで、政策公庫に限らない資金調達の支援を行えるよう、各行の融資担当者

と民間金融機関で取り扱っている融資制度や手続きについて情報を共有するため、

半期に一度情報交換を行う。 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

当商工会議所では、大分県や大分県商工会議所連合会主催の役職員研修等に、経営

指導員だけでなく補助対象職員（補助員、記帳専任員および記帳補助員）や一般職員 

も積極的に参加している。各自担当部署のテーマに関係なく、経営革新・販路開拓・ 

事業承継・財務分析等の課題別研修等に積極的に取り組んでいる。 

今後もこれらの研修等によって、事業者からの相談に対応するための基礎知識を習得

することで、近年の多様化する事業者のニーズに対応し、職員の個別対応に限らず商

工会議所組織として誰もが伴走支援できる体制を確立する。 

 

（１）ＦＩＮＴＥＣＨについての社内研修 

 本事業に取り組むにあたり、まず会議所職員がＦＩＮＴＥＣＨについての基礎知識 

を身に着ける必要がある。 

そこで、先進事例として松浦商工会議所の取り組みを参考に、ＦＩＮＴＥＣＨサー

ビス提供事業者（金融機関やクラウド会計システム提供企業など）による、商工会議

所職員を対象とした社内研修を行い、ＦＩＮＴＥＣＨの仕組みや利用することのメリ

ットおよび導入や操作方法等の知識を、職員全員が習得する。 
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（２）ＷＥＢ研修等の活用 

県や大分会議所が主催する研修への積極的な参加と、経営指導員等ＷＥＢ研修によ 

る自主学習を推進し、支援に係る基礎知識の習得に励む。ＷＥＢ学習については全職

員を対象としてＩＤを発行し、自発的な知識の習得を促す。 

 

（３）指導員研修での情報共有について 

支援事例研究会のように経営指導員を対象とした研修内容については、研修時にあ

った質疑応答や話の内容を、参加した経営指導員が報告書 1枚にまとめ、研修資料と

一緒に全職員に回覧し情報を共有する。報告書のデータは所内のＰＣ上に専用のフォ

ルダを作成し、全員がいつでも報告書の内容を確認できるようにする。報告書と資料

は参加した指導員個人に返却せず、職員全員がいつでも自由に閲覧できるよう、事務

所内に共通の保管場所を設置する。 

 

（４）専門家派遣時の支援ノウハウの共有について 

専門家に同行した職員（主に経営指導員）は、専門家による面談内容や問題提起・ 

解決についてノウハウを報告書 1枚にまとめ、全職員に回覧する。報告書のデータは

所内のＰＣ上に特別にフォルダを作成し、全員がいつでも報告書の内容を確認できる

ようにする。 

 

（５）支援ノウハウを一ヵ所に集めたデータベースの構築 

 現在、経営指導員による日々の支援内容は、ＴＯＡＳという外部データに随時入力

しリアルタイムでの情報共有を図っている。 

そこで、全職員がリアルタイムに現状の支援事例が閲覧でき、尚且つ過去の事例も 

遡って閲覧できるよう、津久見商工会議所のＰＣ上にデータベースとなるフォルダを 

作成し各人のデータやノウハウを蓄積する。このデータベースには、指導員等が受け 

た研修や支援内容の他、本件補助事業で行った他の調査結果等も含め集約し、今後個 

社支援を行う際に活用する。 

 

（６）所内におけるＯＪＴ研修の実施 

外部研修だけでなく所内におけるＯＪＴ研修も重要な位置づけと捉える。べテラン 

職員（役職者）から若手職員（主に相談所全職員）へ指導ノウハウの継承を踏まえ、 

毎月１回、経営指導会議を開き情報共有の機会を作る。 

 

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、本計画の事業の評価及び見直しをするための仕組みを下記の通り構築し、 

 年１回以上の事業評価及び見直しを行う。  

 

（１）中小企業診断士 1名・税理士 1名の外部有識者および当所経営指導員２名で構

成する「事業評価委員会」を設置し事業の実施状況の説明・成果の評価・見直し案

の提示を行う。 

 

（２）「事業評価委員会」の結果により、計画内容および支援事業内容等を検証・見直
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すため、津久見商工会議所の役員・経営指導員等による「経営発達支援事業検討会

議を開催する。 

（３）当所役員（会頭を含め約３０名）により構成される常議員会の場において、事 

業の評価・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は、正副会頭に報告し、承認を受け

る。合わせて、事業の成果・評価・見直しの結果を、地域の小規模事業者が常に閲

覧できるよう、当所のホームページ及び会議所ニュース等に掲載すると共に、地域

の小規模事業者が常に閲覧できる状態にし、事業実施内容の周知と商工会議所の施

策普及と利用拡大に繋げる。 

 

 ＊各、事業評価に関する仕組みについての開催時期は下記表の通りである。 

 

実施事業 
４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 
１

月 

２

月 

３

月 

事業評価委員会 設置        開催 見直し 

経営発達支援事業検討会議 
設置         開催 検証 

見直し 

評価データ公表 公表 
 



２８ 
 

（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 

（１）組織体制 

≪津久見商工会議所の現況≫ 

① 管内商工業者数 ８３３（小規模事業者数 ６８７）＊平成２８年度経済センサス 

② 会員数     ５４４件（平成３０年４月１日現在） 

③ 職員数       ９名（平成３０年４月１日現在） 

（内訳）  ・一般職員    ４名   ・経営指導員   ２名 

・補助員     １名   ・記帳専任職員  １名 

・記帳指導職員  １名 

≪経営発達支援事業実施部署≫ 

主担当部署：津久見商工会議所中小企業相談所 

 経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名、記帳指導職員１名 計５名 

※事業の実施は総務を含め津久見商工会議所全体にて実施 

 

（２）連絡先      津久見商工会議所 中小企業相談所 

            ・住  所   大分県津久見市港町１番 21号 

            ・電話番号   ０９７２－８２－５１１１ 

            ・Ｆ Ａ Ｘ   ０９７２－８２－４６６６ 

            ・Ｕ Ｒ Ｌ   http://www.tscci.or.jp  

            ・Ｅ- mail    t s u k u m i @ t s c c i . o r . j p 

 

（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） 

 Ｈ３１年度 
(３１年４月以降) 

Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 

必要な資金の額 ２，３００ ２，３００ ２，４００ 

 

中小企業相談所会計 

事業費全体 

  うち講習会開催費 

 

２，３００ 

１，５００ 

 

 

２，３００ 

１，５００ 

 

２，４００ 

１，６００ 

（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・県・市補助金収入、受益者による自己負担 

 

 

（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。 

 

 

mailto:tsukumi@tscci.or.jp
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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】 

連携先：津久見市、市内金融機関（大分銀行・豊和銀行・伊予銀行・大分信用金庫） 

事業内容：(1)地域経済動向の収集・分析  

 

2 経営状況の分析に関すること【指針①】 

連携先：津久見市、よろず支援拠点、大分県産業創造機構 

事業内容：(1)内部・外部環境分析、各種経営指標分析  

(2)分析結果（事業計画策定への支援及び専門家派遣支援） 

 

3 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

連携先：よろず支援拠点、大分県産業創造機構 

事業内容：事業計画策定支援及び伴走型の指導・助言 

 

 

4 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

連携先：日本政策金融公庫大分支店、大分県商工会連合会、津久見市 

事業内容：(1)小規模事業者経営発達支援資金制度の利用促進 

      (2)支援策周知によるフォローアップ 

 

5 需要動向調査に関すること【指針③】 

連携先：津久見市、大分県産業科学技術センター、大分県産業創造機構、よろず支援拠点、 

ミラサポ登録専門家 

事業内容：（1）需要動向調査、情報収集・傾向分析 

      (2)販路開拓・商品開発にあたっての方針決定・技術面について支援 

 

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】 

連携先：津久見市、大分県、大分県産業創造機構、市内金融機関、よろず支援拠点 

事業内容：(1)情報サイト利用による情報発信と販路開拓支援 

(2) 店舗づくり（レイアウト・商品陳列など）についての支援 

     (3) クレジット・電子マネー決済などのＦＩＮＴＥＣＨの活用 

     (4)ＳＮＳの活用による情報発信 
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連携者及びその役割 

【経営支援】 
大分県よろず支援拠点 

住所
〒870-0037　大分県大分市東春日町17-20
ソフトパークセンタービル産業創造機構内

代表者 チーフ：関谷　忠

電話番号 097-537-2837  
① 経営にかかる諸問題（資金繰り、販路開拓、売上増加のための販促活など）へのアド

バイスおよび指導 

② 定期的な出張相談会の開催   他 

大分県産業創造機構 

住所
〒870-0037　大分県大分市東春日町17-20
ソフトパークセンタービル

代表者 理事長：姫野　清高

電話番号 097-537-2424  
① 個別相談による経営上の諸問題解決のためのアプローチ   他 

 

大分県産業科学技術センター 

住所 〒870-1117 大分県大分市高江西1-4361-10

代表者 センター長：平井 寿敏

電話番号 097-596-7101
 

① 商品開発に伴う製品の品質向上に資する支援 

② 開発商品への商標登録申請支援等による企業独自の権利の保全   他 

 

大分県事業引継ぎ支援センター 

住所
〒870-0026　大分県大分市金池町３丁目１番６４号
大分県中小企業会館５階

代表者 統括責任者　山中　俊弘

電話番号 097-585-5010  
① 事業承継計画策定・実行支援  

② 後継者育成支援 他 

 

日本政策金融公庫・大分支店 

住所 〒870-0034　大分県大分市都町２丁目１番12号

代表者 支店長：細川　英樹

電話番号 097-535-0331  
① 小規模事業者経営発達支援資金等融資制度の利用による資金の調達 

② ビジネスマッチング等の情報提供    他 



３１ 
 

【トータルサポーター】 
日本商工会議所 

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内２－５－１　丸の内二丁目ビル４階

代表者 会頭：三村 明夫

電話番号  03-3283-7823  
①支援団体への情報提供による支援体制の充実  他 

 

大分県 

住所 〒870-8501　大分県大分市大手町3丁目１番１号

代表者 知事：広瀬　勝貞

電話番号 097-536-1111  
① 経営革新をはじめとする県支援制度の情報提供および申請支援 

② 商工団体連絡会議開催による他支援機関との情報交換・問題提起 

③ 各種県制度（制度資金・助成金）による経営支援   他 

 

津久見市 

住所 〒879-2435 大分県津久見市宮本町２０番１５号

代表者 市長：川野　幸男

電話番号 0972-82-4111  
① 定住促進・市内周遊人口増加に向けた取り組み   他 

 

県内各商工会議所・商工会 

（うち主要連携先：大分商工会議所・大分県商工会連合会） 

大分商工会議所 

住所 〒870-0023　大分県大分市長浜町3丁目15-19

代表者 会頭：姫野清高

電話番号 097-536-3131　  
大分県商工会連合会 

住所
〒870-0026 　大分県大分市金池町3-1-64
　大分県中小企業会館５階

代表者 会長：森竹治一

電話番号 097-534-9507　  
① 事例研究による支援力の向上・課題解決への相互支援 

② 相互のネットワークによる事業者のビジネスマッチング 

③ 再生支援協議会の設置による経営の早期立て直しおよび法的整理など終焉支援 他 
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連携体制図等 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者への伴走型支援の実現 
 

各商工会議所 
商工会連合会 

・事例研究による支援力の 
向上、課題解決のための 
相互扶助 他 

 

日本政策金融公庫 
大分支店 
・各種融資支援 
・制度資金利用による 
資金繰り支援 他 

大分県事業引継ぎ 
支援センター 

・事業引継計画策定実行支援 
・後継者育成 
・第三者承継マッチング支援 

 他 
 

大分県産業科学 
技術センター 

・特許申請支援による事業所

の技術保全 
・成分分析等専門技術による

品質向上支援 他 

大分県 
よろず支援拠点 
・経営者との個別面談にて経営

上の諸問題解決支援 
・各種セミナー講師および専門

家派遣による支援 他 
 

 

大分県産業創造機構 
・バイヤーや専門家紹介に

よる新規販路開拓支援 他 
 
 

津久見市 
・定住人口増加にむけた取組 
・経営革新塾協賛による経営

者資質向上のための支援 他 

大分県 
・支援団体連絡会議の開催 
・県支援制度の充実 
・各種情報発信 他 
 

 

津久見 
商工会議所 

・補助金申請支援 
・資金繰り相談対応 

・事業者への情報発信 
・各種セミナー開催 

     他 
 

 

日本商工会議所 
支援団体への支援情報提供 

支援団体の連携によるトータルサポート 
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