
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 豊後高田商工会議所（法人番号 7320005003868） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 豊後高田市は、「豊後高田昭和の町」事業を軸に数々の地域振興事業によって、中

心市街地への交流人口は０から３７万人前後を維持するまでに至り、小規模事業者

のビジネスチャンスは広がりを見せた。しかし、小規模事業者が単独でチャンスを

獲得していくには限界がある。そのため、行政をはじめ、まちづくり会社や金融機

関など各支援機関との連携強化を図り、小規模事業者が経営計画の策定や実行が可

能となる支援体制の強化が求められる。さらに「豊後高田市中小企業振興基本条例」

も平成２８年に制定されたことを踏まえ、地域循環型経済の実現を目指すべく小規

模事業者への伴走型支援を実施する。 

 ○小規模事業者の現状把握をし、持続可能な伴走型支援をする。 

 ○昭和の町を軸とする「食」と「観光」に関連する小規模事業者が『蕎麦』に関 

する新たな商品・サービスの開発、販路開拓ができるよう支援体制を整備・強 

化する。 

 ○創業・第二創業を促進するため、ワンストップによる創業支援環境を強化する。 

 ○経営指導員等の資質向上環境の改善を行い、支援能力の強化を図る。 

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景況調査による中小企業・小規模事業者の実態把握  

    ②経営指導員等による商店街・観光関連業種へのヒアリング調査 

    ③通行量調査・空き店舗調査 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

     ①訪問調査等による小規模事業者の経営分析  

    ②融資、税務相談を通しての経営状況分析  

    ③各種セミナーを通しての調査 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

     事業計画策定目標を設定し、各支援メニューを用意することで、様々な角 

度からの支援ニーズを汲み取り、きめ細やかな事業計画策定支援を行う 

 ４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 

    ①巡回相談を実施して進捗状況の把握、問題・課題への対応を図る 

    ②各支援団体とのネットワーク連携によって相談会を開催しフォロー 

     アップを強化する 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

    「食」と「観光」を中心とした特にそばを使用した商品の需要動向を調査 

するため、定住人口と交流人口にそれぞれ調査項目を分けて実施する 

 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】 

    新たな需要の創造と情報発信ができるよう小規模事業者の支援を行うた 

    め、商談会等出店紹介、試作品販売会、情報発信力向上勉強会を実施し、    
    販路開拓支援を実施する 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
    昭和の町を軸とした地域活性化事業を行うため各支援機関による部会を 

    組織し、地域の魅力創造・発信への取り組みを行う 

連 絡 先 〒879-0628 大分県豊後高田市新町９８６番地２  

豊後高田商工会議所 中小企業相談所 担当 西村淳一 

TEL ０９７８－２２－２４１２／FAX ０９７８－２４－１６７８ 

e-mail:nishimura@buntakacci.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．豊後高田市の概況 
  豊後高田市は、大分県の北東部、国東半島の西側に位置し、平成１７年３月３１日に旧豊後高 

 田市、旧真玉町、旧香々地町の１市２町が合併し、現在の「豊後高田市」が誕生した。当所の管 

 内（旧豊後高田市）には、７７７事業所（*）があり、そのうち６２０事業所が小規模事業者で 

 ある。（*「平成２８年経済センサス」による） 

  本市の中心市街地にある８商店街は、昭和３０年代にかけて大分県北部地域の商業都市として 

 ピークを迎えていたが、昭和４０年の宇佐参宮鉄道の廃線、モータリゼーションの進展、大型店 

 出店等により人の流れが激変し、中心市街地も急速に衰退を続けてきた。しかし、かつての賑わ 

 いを取り戻そうと平成１３年９月から開始した「豊後高田昭和の町」事業は、商業者、行政、商 

 工会議所の３者が約９年間の議論の末、「商業と観光の一体的振興策」として誕生した。 

  このまちづくり振興事業が功を奏し、順調に交流人口は伸びていき、平成２３年には４０万人 

 を超え、その後も３７万人前後を維持するまでに至った。この事業の成果は「第１期豊後高田 

 市中心市街地活性化基本計画（平成１９年５月内閣総理大臣認定）」及び、「第２期豊後高田市中 

 心市街地活性化基本計画（平成２４年３月内閣総理大臣認定）」に繋がり、市の厳しい財政状況 

 があるなかで数々の振興策を実施することができ、まちづくりは着実に進んで行った。その成果 

 は人口動態の推移に表れ、それまでは死亡数が出生数を上回る自然減と、転出者が転入者を上回 

 る社会減が長く続いていたものの、平成２３年と平成２６年～２９年は転入者数が転出者数を 

上回るという逆転現象が起き、社会増を実現するに至った（自然減は変わらない）。県内自治体で 

社会増の達成は少なく、豊後高田昭和の町事業や定住促進施策の充実が全国的に知られるようにな 

 り、ＵＩＪターンの増加（移住者の創業も増加している）といった結果に繋がっている。 

 

 （豊後高田市位置図） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                            出典：豊後高田市 
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 ○平成１３年９月より昭和の町 

  事業を開始。 

  商店街に、それまで０だった 

  観光客が押し寄せるようにな 

  った。 

 

 

 
●「昭和の町」交流人口の推移と取り組み事業 

事業年度 観光客数（集計期間 1/1～12/31） 取り組み経過 

平成１３年 ２５，７１２人 昭和の町オープン。 

平成１４年 ８０，５２８人 H14.10「駄菓子屋の夢博物館」オープン 

平成１５年 ２０２，３３４人 『「ダイハツミゼット」昭和の町に集まれ！』開催 

平成１６年 ２４９，３９２人 日本政策投資銀行大分事務所と日本経済研究所「まちづくり会社」設立提言 

平成１７年 ２５９，６４７人 

H17. 2「昭和の絵本美術館」開館 

H17. 3 昭和の町電飾アーチ看板・昭和の町ポケットパーク完成 

H17.11 豊後高田市観光まちづくり株式会社設立 

H18. 3 第 1回「昭和の町レトロカ―大集合」 

平成１８年 ２７５，２６０人 H18. 4 昭和ロマン蔵レストラン施設「旬彩南蔵」オープン 

平成１９年 ３６１，３２０人 
H19. 4「昭和の夢町三丁目館」オープン 

H19. 5 中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣認定 

平成２０年 ３０６，８４４人 
H20. 4「昭和の町展示館」オープン 

H20.10 皇太子殿下が昭和の町商店街をご視察 

平成２１年 ３３３，４８９人 H21.7 ボンネットバス復活 

平成２２年 ３２９，９６８人 
H22.7「昭和の町・玉津プラチナ通り」本格始動 

H23.3中央公園リニューアル、桂橋の架け替え 

平成２３年 ４０１，０３６人 昭和の町誕生１０周年記念イベント実施 

平成２４年 ３８０，１４３人 H24.8吉本興業企画「あなたの街に住みますプロジェクト」実施 

平成２５年 ３７０，９５１人 

H25.4「大分銀行跡地で昭和の日イベント)」 

H25.9「片倉陽二マンガ原画展」  

H26.3ドラマ「そんじょそこら商店街」放送 

平成２６年 ３４１，８９０人 
H26.7「豊の国千年ロマン観光圏」認定 

H26.12中央通商店街「赤レンガ（旧共同高田銀行）」整備 

平成２７年 ３６０，３４２人 
H27.4 新豊後高田市 10周年・豊後高田市制 60周年・豊後高田商工会議所 60周年 

H28.3 昭和の町商店街で「深堀隆介個展・春マチ金魚」開催 

平成２８年 ３４５，７１８人 
H28.9昭和の町１５周年記念イベント 

H29.1昭和の路地裏迷路オープン 

平成２９年 ３７３，３９４人 
H29.4Ｔｅａｍラボギャラリー昭和の町オープン 

H29.9～12ナミヤ雑貨店の奇蹟公開記念イベント 
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    ○昭和の町づくりがきっかけとなり、人口の自然減は続いているものの、移住者が 

     増えたことで社会増に繋がり、商店街等での開業も増加してきた。 

 

  【業種別企業数の推移】 

    

資料：RESAS 

 

２．小規模事業者の現状と課題および当会議所の取り組み 
   中心市街地商店街では高齢化、後継者不足、病気等の理由による廃業が増加傾向にあり、空き店 

 舗化も少しずつ進んではいるが、反面移住者等による創業は増加していることから、商店街の空き 

 店舗もしくは市内に出店ができるよう支援している。また商店街の既存店舗については、来店客の 

 うち観光客数がどの程度の割合を占めているか平成２５年度に調査したところ（表１）、８商店街 

 全店舗数のうち、５７％の店舗が観光客の来店者数は０と答え、来店客数のうち観光客数の割合が 

業      種 
平成 21 年度 平成 24年度 平成 26年度 H21:H26 対比 

企業数 構成比 企業数 構成比 企業数 構成比 企業数 構成比 

建  設  業 113 10.8% 106 10.8% 98 11.9% -15 1.1% 

製  造  業 72 6.9% 70 7.2% 76 9.2% 4 2.3% 

卸売・小売業 304 28.9% 271 27.7% 234 28.4% -70 -0.5% 

宿泊業・飲食 

サービス業 

120 11.4% 112 11.5% 110 13.3% -10 1.9% 

サービス業 226 21.5% 216 22.1% 181 21.9% -45 0.4% 

医療・福祉 53 5.0% 49 5.0% 32 3.9% -21 -1.1% 

そ  の  他 163 15.5% 154 15.7% 94 11.4% -69 -4.1% 

合      計 1,051 100.0% 978 100.0% 825 100.0% -226 0.0% 
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 ５０％未満の店舗を含めると７９％にまでなる。これは、観光に関係ない業種か、自店の商品に観 

 光的要素取り入れるノウハウが不足していることで、観光客をうまく呼び込めていないせいである 

 と考えている。 

  また、５年前との売り上げ比較を調査したところ、減少したと答えた店舗が７４％もあることが 

 判明した。これは、事業者の高齢化や後継者の不在、個店の経営ノウハウの不足、さらに観光客の 

 質の変化（バスツアーでの団体客が減り、その分個人のマイカー客が増えたことで平日の観光客割 

 合が土日祝に偏ってきた）などによるものと分析している。観光客の一人当たりの消費額を見ても、 

 昭和の町発足以降伸びていったものの、平成１８年からは横ばいが続いている状況（表２）である。 

 また地元客の消費喚起を図るべく、平成２５年度から２７年度の３年間にわたって「プレミアム商 

 品券事業」を実施したが、この事業の加盟店に登録してはみたものの、商品券の利用率（一部の市 

 外客を除き市民しか利用できない）が０かもしくは０に近い店舗も見受けられた。当所としても、 

 経営戦略（魅力ある商品・サービスの開発や販路開拓）を持たない小規模事業者が自律的に自店の 

 特徴を把握し、適切な経営計画の策定、実行、検証、改善といったプロセス（PDCA）を踏襲してい 

 くノウハウを構築できるよう今まで以上に濃密支援をしていく必要がある。また空き店舗には移住 

 者の出店も増加しているため、創業環境の整備と出店前後の継続的な経営支援も重要である。 

 

 

 （表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＊平成 25 年調査 
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（表２） 

 

３．市の方針と当会議所のあり方 
    豊後高田市は、第２次豊後高田市総合計画の中で、昭和２２年の５０,２３４人をピークに、 
   昭和５５年は３０,７０５人、現在の人口が２２,８２０人（平成３０年９月末現在）と減少は 
   続き、老齢化率も全国・大分県平均よりも早いペースで進んでおり、平成３０年で３７．７％ 
   と市民３人に１人は６５歳以上という現状。 
    しかし、「豊後高田昭和の町」などの観光振興事業や、人口３万人構想を掲げた定住促進施 
   策の充実は全国的な高評価をいただき、転入者が転出者を上回るといった「社会増」という成 
   果を生み出した。さらには、「豊後高田市中小企業振興基本条例」を平成２８年３月２４日に 
   制定し、「中小企業者の自らの創意工夫と自主的な経営の向上の努力を尊重する」と基本理念 
   に記されているが、一方で関係団体においては「中小企業振興の重要性を理解し、施策の推進 
   と中小企業の健全な発展に協力するよう努めること」とも記され、中小企業の自助努力はもと 
   より、商工会議所等支援団体が中小企業振興策を推進していくことによって地域の商工業者の 
   健全な発展を促していかなければならないことを示している。 
 
 
４．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
 
    以上の課題及び市の方針と連動性を踏まえ、当所の１０年ビジョンは公益性の高い地域総合 

経済団体として商工業者全体の経営基盤を支援していくなかで、「昭和の町」事業をさらに磨 
く下支えとなり、地域を支える小規模事業者の活力を取り戻すべく、豊後高田らしさを残した 

地域循環型経済の確立を目指す。 
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５．小規模事業者の現状・課題と中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の期間にお

ける目標と方針を以下の通りとする。 
     
    ➀小規模事業者の経営実態を把握・データ化し個社の事情に対応できる体制づくりと支援強 
     化を行う。 
    ➁昭和の町の発展を促進し経済効果を生み出すべく、「食」と「観光」に係る小規模事業者 
     への支援を強化し、地域資源を使った特産品の開発及び販路開拓を促進する。 
    ➂既存の小規模事業者や移住者、あるいは高齢者、子育て世代の親たちが、創業・第二創業 
     の機会を得られやすいよう環境整備と支援を強化する。 
    ➃経営指導員等の資質向上環境の改善を行い持続的な支援能力強化を図る。 

  

６．目標の達成に向けた方針 
 

   ①小規模事業者の現状把握をし、持続可能な伴走型支援をする 

       中心市街地には昭和の町事業を展開する商店街があり、観光地としての側面と地域住 

民の台所としての側面と、両方の役割を担っている。しかし、高齢化による後継者不足、 

経営ノウハウ不足による経営維持の難しさが現れている。各個別の事情を踏まえ個店の 

魅力アップを図り、経営の維持・向上に繋げるために、対処療法的な支援ではなく、自 

立維持できるよう支援プログラムの構築を行う。 

  

    ②「食」と「観光」の連携による商品開発・販路開拓支援 

       豊後高田市は昭和の町を中心に観光振興にも力を入れており、地域資源を活用した特 

産品の開発と販路拡大が急務となっている。特に観光地にあっては食と観光を切り離す 

ことできない。成功するためには地域から生まれた商品を地域外に販売することによっ 

て外貨を稼ぎ、その利益を再投資していくことで地域循環型経済を確立していく仕組み 

づくりが必須である。最近では、「そば」に力を入れ、豊後高田市の産品としてそば店 

専門店の開業や既存飲食店もそばをメニューに加えるなど新たな魅力の創出も行って 

いる。しかし小規模事業者がさらなる魅力ある産品を生み出していくためには、地域産 

品の生産者、加工業者、小売店が有機的に結び付き、新商品の開発から全国に向けた販 

路開拓までのコーディネート、施策等が必要である。そのためには、当所が中心となっ 

て、豊後高田市観光まちづくり㈱など支援団体・個人と連携し、生産者、加工業者、販 

売者のコーディネート役を果たしながら、特産商品の開発・販路開拓までを支援してい 

く。 

 

    ③創業・第二創業環境整備事業 

       人口減少に連れて就業者数も減少傾向にある当市にあって、小規模事業者も老齢、後 

継者不在による廃業が相次いでいるが、反面、当市の社会増にともなう移住者の創業が 

目立ってきた。また市民が個々の世帯の経済力を維持していくために、子育て世代の母 

親や企業勤務経験のある女性が、その経験を活かした起業を目指す、あるいは実際に起 

業したケースも出てきた。こういった移住者や女性の起業に対するニーズを受け止め、 

一件でも多くの創業者を誕生させていくためにも、創業・第二創業ノウハウを、当所を 

含めた各支援機関等によるネットワークが総力を挙げて創業しやすい環境と共に提供 

していかなければならない。また当市では「豊後高田昭和の町」を展開する中心市街地 

商店街での出店支援にも重点を置いているが、多様な創業者の支援ニーズに応えられて 

いるとまではいえない現状と課題があり、昭和の町に限らず地域に一店でも多くの創 

業・第二創業者を輩出し、雇用創出にもよい影響を与えられるよう、各種調査及び情報 
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提供など支援体制の改善が必要である。創業者及び第二創業を積極的に促していくため 

に、支援として創業・第二創業セミナーの開催、空き店舗の詳細な調査(場所・面積・ 

家賃・周辺環境等)、関係団体や会員企業とのネットワーク化による情報提供を実施す 

る。 

 

    ④経営指導員等の資質向上環境の改善と持続的な支援能力強化 

       伴走型支援を実施していくためには、質の高い経営支援能力が求められる。しかし実 

際は、経営指導員ごとに経験・能力格差が生じ、充分とはいえない場面も見受けられる。 

また、誰が担当しようとも小規模事業者が持続可能な経営に繋がるよう質の高い支援を 

行っていくためには、能力・経験格差を極力なくし、対処療法的な支援にとどまらず、 

小規模事業者と一緒になって経営問題・課題の抽出から改善策の検討、事業計画書の策 

定、解決までといった、伴走型支援ができる能力の醸成と支援体制づくりが課題となる。 

経験の浅い経営指導員の補完をするための支援体制として、ＯＪＴによる指導の他、基 

本的な指導マニュアルの作成や、一相談案件に対して二名以上で対処するなど支援体制 

づくりの強化を図る。 
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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 

 

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】 
   （現状と課題及び改善点） 

     当所では経済動向調査は、個々の経営指導員の日々の調査により把握するに留まっていた 

    現状があり、本来地域の小規模事業者すべてを調査等により把握し経営改善支援の基礎デー 

    タとすべき改善点があった。 

     そこで当所管轄地域の小規模事業者の経済動向を調査し、経営実態を綿密に把握・分析す 

    ることにより、経営上の問題点や課題を抽出し、その後の支援業務にフィードバックするこ 

    とで、小規模事業者に必要な情報の提供と濃密支援を行う。また食と観光関連業種や中心商 

    店街については、別途定期的なヒアリング調査を行い、データと分析によって新たな商品・ 

    サービス等の開発に役立てるための支援ツールとして活用する。 

     

   （事業内容） 

     ①景況調査アンケート 

       〇調 査 対 象／管内の中小企業・小規模事業者から４００社               

              （平成２８年度経済センサスによる小規模事業者数６２０社） 

       〇調 査 項 目／業種別景況感、経営課題、資金繰り、支援要望 

〇調 査 手 法／会報による配布・経営指導員等職員９名による集計・アンケート調査 

◯分 析 手 法／経営指導員等により集計・分析を行う 

       〇成果の活用／a.当所ホームページで公開 

              b.市役所ホームページで公開 

              c.個別相談での活用 

          

     ②経営指導員等による、中心商店街及び食と観光に関する業種へのヒアリング調査 

       〇調 査 対 象／各年度３０社 

       〇調 査 項 目／売上（観光品割合）、来店数、客層、仕入先、販売方法、広報、 

              経営体制 

       〇調 査 手 法／経営指導員、補助員３名によるヒアリング調査 

       ◯分 析 手 法／経営指導員等により集計・分析を行う 

〇成果の活用／新商品・サービス開発支援ツールとして個別相談で活用、個店が特定 

されないよう配慮した上で、当所ホームページで公開 

 

     ③通行量調査及び空き店舗調査 

       〇調 査 対 象／中心商店街の通行量・商店街の空き店舗数 

〇調 査 項 目／通行量・空き店舗数 

〇調 査 手 法／通行量調査は年 2回実施する。空き店舗調査は、経営指導員等職員に 

より商店街の空き店舗を年 1回調査する 

       ◯分 析 手 法／職員により集計・ビジュアル化する 

       〇成果の活用／既存商店や商店街での創業を検討する者に対して情報提供ツールと 
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              して活用、当所ホームページ並びに市役所ホームページで公開 

 

◯目   標 
事業内容 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

➀公表回数 １ １ １ １ １ 

➁公表回数 １ １ １ １ １ 

➂公表回数（通行量） ２ ２ ２ ２ ２ 

➂公表回数（空き店舗） １ １ １ １ １ 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   （現状と課題及び改善点） 

     現状では小規模事業者の希望により個社の経営状況を分析しフィードバックによる改善 

    点の提案はしてきたが、明確な改善目標を設定し、把握した情報の有効な利活用には至らな 

    かったという課題が残った。 

     そこで、改善点として個々の小規模事業者に合った有効な支援をしていくためにも、財務 

    分析や強み弱みを的確に把握し、分析することによって、持続的発展に必要な事業計画の策 

    定が可能となる。そのため、前段として経営指導員による巡回・窓口相談、各種セミナーの 

    実施を通じて小規模事業者の実態把握を行う。なかでも「昭和の町」づくりによって豊後高 

    田市は町全体の活性化に波及していることから、地域観光産業を強化していく必要がある。 

    したがって、食と観光に関する小売業、サービス業、飲食業、食品製造・加工業者の経営状 

    況の実態を詳細に調査しなければならない。 

 

   （事業内容） 

      小規模事業者のなかでも小売業、サービス業、飲食業、宿泊業、食品製造・加工業者を 

      中心に調査を進め、実態把握と経営分析を行う。 

       〇対 象 者／管内の中小企業・小規模事業者から特に小売業、サービス業、飲食業、 

              宿泊業、食品製造・加工業者 

       〇分 析 項 目／経営資源（ヒト・モノ・カネ等）・ 

       財務分析（売上・売上原価率・損益分岐点・経常利益）・ 

              ＳＷＯＴ分析（独自技術など）・資金繰り・情報発信力 

〇分 析 手 法／①経営指導員、補助員３名による訪問調査 

              ②融資、税務相談を通しての経営状況分析 

              ③各種セミナーの実施による経営実態調査とデータ収集 

              ローカルベンチマーク等を使い、経営指導員が全て分析を行う 

       〇成果の活用／データを基に財務分析、ＳＷＯＴ分析を行い、各種経営課題の抽出 

              を行い、経営改善計画の策定を行うとともに、経営革新、ビジネス 

              マッチングにつなげていき、対象者にフィードバックする 

◯目   標 

経営分析件数   平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

小売業 １０ １５ １５ ２０ ２０ 

サービス業 １０ １５ １５ ２０ ２０ 

飲食業 １０ １５ １５ ２０ ２０ 

宿泊業 ５ ５ ５ ５ ５ 

食品製造・加工業 ５ １０ １０ １５ １５ 

 

  ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
    （支援に対する考え方） 

      これまでは、小規模事業者に対する定量的な調査や分析を行ったうえで個社にフィード 
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     バックし、顧客のニーズウォンツと自社の独自性を掴みながら、小規模事業者が経営を再 

     構築するための事業計画策定支援ができていなかったことを踏まえ、各調査によって経営 

実態の把握と分析を行った結果を基に経営課題及び個社の強み、弱み等を分析し、事業計 

画策定に落とし込めるよう支援していくとともに、特に当市においては「昭和の町」事業 

が地域経済を今後も牽引していく地域活性化の中心事業と捉えていることから、小規模事 

業者の中でも「食」と「観光」に係る業種を中心に経営基盤の強化支援と事業計画書策定 

支援、経営革新支援、創業・第二創業支援に取り組み、地域らしさと全国の消費者ニーズ 

に対応する新しい商品・サービスの開発、販路開拓を促進していく。 

      

     〇支援対象 

       地域の小規模事業者のなかで、食と観光に関する業種（小売業、サービス業、飲食業、 

      宿泊業、食品製造・加工業者）を営む者あるいはこれから創業・第二創業を予定して 

      いる者であり、経営意欲旺盛である者、またこれら業種のなかで特徴的な経営資源を有 

      する者を対象とする。 

      

     〇事業内容及び目標数 

       支援対象業種を含め、これまでの調査や分析結果から導き出された経営課題を基に 
      連携機関である市内金融機関やまちづくり会社、各種専門家と共に事業計画策定支援 
      を行う。事業計画策定数と創業計画策定数は、５年間で段階的に年間の策定数を増やし 

ながら、総計８０件の策定を目標とする（経営指導員一人当たり４０件）。 
      そして、実行可能な事業計画を策定するには小規模事業者が目標達成できるようその支 
      援環境が必要であることから、支援メニューを下記の通り開催する。 
         
     〇事業計画策定支援メニュー 
       商品開発研究会、販路拡大相談会、経営革新セミナー、資金調達セミナー、創業セミ 
       ナー、個別相談会も開催し、経営改善支援を強化するとともに、昭和の町づくりに必 

       要な食と観光に関する小規模事業者の発掘と新商品・サービスづくりを実現していく  

       ために伴走型支援を強化し、実行可能な事業計画を策定する。 

支援メニュー 支援内容 

商品開発研究会 地域産品の開発を実現するため研究会を開催し、新商品・サービスの発見

から販売までの道筋が立てられるよう専門家を交え、5年間の継続的な支

援を実施する。 

販路拡大相談会 新商品や既存商品（サービスも含む）の新たな販路を開拓していくために、

各団体や関連事業所との連携のもと相談会を実施する。 

経営革新セミナー 事業計画策定のなかで、経営革新を切り口として策定可能な場合もあるこ

とから、セミナーの実施とその後の個別相談、申請支援等を実施して毎年

2 件以上の経営革新の承認を取得する。 

資金調達セミナー 実現性のある事業計画を策定するには、資金調達のノウハウは切り離せな

いことから、金融機関との連携によりセミナーを実施する。具体的には金

融機関からの資金メニューの提案と経営ノウハウの提供とサポート。また

クラウドファンデングでの調達支援方法など様々な資金調達方法を提案

し、その後の融資実行まで支援する。 

創業・第二創業セミ

ナー 

創業及び第二創業に対して強い意志のある者にセミナー受講を促し、また

受講しただけに留まらないよう個別相談を継続的に実施し開業まで支援す

る。目標は毎年 10件。 

個別相談支援 上記の相談会・セミナーではカバーできない個別案件に対し、経営課題を

聞きながら、その企業に応じたきめ細かな支援をする。 

１社あたり３回以上の相談・支援を行う。 
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     〇事業計画策定支援メニュー開催目標 
支援内容   平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

商品開発研究会 開催回数 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

参加者数 １０名 １５名 １５名 １５名 １５名 

販路拡大相談会 開催回数 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

参加者数 １０名 １５名 １５名 １５名 １５名 

経営革新セミナー 開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 

参加者数 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 

資金調達セミナー 開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 

参加者数 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名 

創業講座 開催回数 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

参加者数 １５名 １５名 １５名 １５名 １５名 

個別相談指導数 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 

   

〇事業計画策定目標 
年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

事業計画策定数 ７社 ９社 １１社 １３社 １５社 

創業計画策定数 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

   

 ４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 
    〇現状と課題 

      事業計画策定の段階で実行可能なレベルに仕上げ、次の段階で経営基盤を強化しながら 

      実現していかなければならないが、それぞれの実行段階によってきめ細かく、且つ徹底 

      したフォローが出来ていない。よって、事業計画策定後の支援は、当所はもとより各支 

援機関や専門家とのネットワーク連携により包括的、継続的な支援によって完遂できる 

ようフォローしていくことが必須であり実施していく。 

       

    〇実施支援対象 

      事業計画書策定事業所を対象とする。 

   

    〇指導・支援内容 

      a.巡回相談 

        巡回相談については、１社につき最低２ヶ月に１度定期巡回訪問を実施し、事業 

        計画遂行に当たり進捗状況の把握と、その都度の問題・課題ができた場合には、迅 

        速な対応ができるよう巡回頻度をアップするとともに、ネットワーク相談会にも参          

        加を促しながら、きめ細かなフォローアップを行う。また、金融支援、経営革新申 

        請支援、創業後の事業遂行支援については個別相談として専門家派遣も絡めながら 

        フォローアップしていく。 

      b.ネットワーク相談会 

              ネットワーク相談会は、小規模事業者が抱える経営課題の解決と発展のため、それ 

        ぞれの相談に対応する分野の別表４による支援団体に相談を求め課題解決を図っ 

ていく。特に食と観光に関する業種を重点支援対象としているため、定期的（３ヶ 

月に１度）且つ場合によっては臨時開催もするなど柔軟な対応を行っていく。 

 

    〇フォローアップ対象事業者数と頻度 
支援内容   平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

対象事業者数 １２社 １４社 １６社 １８社 ２０社 

巡回相談回数 ７２回 ８４回 ９６回 １０８回 １２０回 

ネットワーク相談会 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
    〇目標 

      現在までは通行量調査を年２回実施しているが、需要動向調査までは実施していなかっ 

      た。今後、経営発達支援計画のなかで特に重要な位置づけをしている食と観光に関する 

      小規模事業者が新たな地域産品を開発し、既存市場の活性化あるいは新しい市場の掘り 

      起こしが可能となるよう、市場動向と消費者ニーズの情報データを収集・分析し、小規 

      模事業者へフィードバックしていくことを目標とする。 

 

    〇調査方法 

      調査は、定住人口向けと交流人口向けに分け各店舗で消費者アンケートを実施する。 

食と観光に関する企業（菓子製造小売４件・飲食店１２件）の特にそばを使用した商品 

を味、香り、彩り、サイズ、商品と素材がマッチしているか、価格設定、包装されてい 

る商品はパッケージデザインをアンケートに答えてもらう形で調査する。定住人口に向 

けたものと交流人口に向けたものに分けて調査する。 

  

    〇分析方法 

      本調査で得られた情報データを定住人口と交流人口に分けた上で、年代別と性別で整理 

し傾向を分析するとともに、食と観光に関する企業（菓子製造小売４件・飲食店１２件） 

へフィードバックすることによって、既製の特産商品の改良並びに新商品開発へ反映 

し、より質の高い事業計画の策定に利活用する。 

       

      a.定住人口向けのアンケートを実施することによって、地元や近隣市町村からの買い物 

       客がどのようなニーズを持っているか分析し、各個店にフィードバックする。 

調査方法 定住人口向けであるため、顧客へのアンケートが効果的との観点

から対象店舗にアンケートと返信用封筒を設置し、事業所から観

光客ではない顧客に渡してもらう。購入・注文をしたことのない

顧客には試食を実施し、アンケートにはどこの事業所かわかるよ

うにナンバリングしておく。 

調査項目 ・回答者の性別・年代・家族構成・居住市町村名（無記名） 

・来店理由（商品・人柄・立地・その他） 

・味、香り、彩り、サイズ、商品と素材がマッチしているか、価

格設定、包装されている商品はパッケージデザインも。 

分析方法 経営指導員が集計をし、支援ネットワークに所属する各団体と共

に協議・分析する。 

      b.交流人口（観光客）向けのアンケートを実施することによって市外からの観光客がど 

のようなニーズを持っているか分析し、各個店にフィードバックする。 

調査方法 観光シーズンである 4月下旬～5月と 10月～11月に事業者が来店

客に対して行う。注文時や可能であれば試食を実施し、アンケー

トにはどこの事業所かわかるようにナンバリングしておく。 

調査項目 ・回答者の性別・年代・家族構成・居住県名（無記名） 

・来店理由（目的商品の購入・発注、通りがかり） 

・味、香り、彩り、サイズ、商品と素材がマッチしているか、価

格設定、包装されている商品はパッケージデザインも。 

分析方法 経営指導員が集計をし、支援ネットワークに所属する各団体と共

に協議・分析する。 
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   ◯成果の活用 

     これら蓄積したデータを基に、調査する品目が各項目でどのように評価され、その傾向を 

知ることで課題点をみつけ、個者支援でフィードバックすることによりマーケットインの 

考え方を浸透させ、新商品の開発に繋がる。また、調査結果によってはターゲットの変更 

や事業計画の見直し、新たな販路開拓先を決定する資料となる。 

 

 

   ◆需要動向調査の実施件数は下記の通りである。 
調査 項目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

定住人口向け 

アンケート 

実 施 回 数 

未実施 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

サンプル数 １２０件 １２０件 １２０件 １２０件 １６０件 

事 業 所 数 ３社 ３社 ３社 ３社 ４社 

交流人口向け 

アンケート 

実 施 回 数 

未実施 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

サンプル数 １２０件 １２０件 １２０件 １２０件 １６０件 

事 業 所 数 ３社 ３社 ３社 ３社 ４社 

※１社１品目として、３品目×２０枚×２回＝１２０サンプル 最終年度は４品目 

 

 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） 

     当所でも販路開拓の重要性は従前より重視しており、日本商工会議所の「地域活力新事業 

∞全国展開プロジェクト」の調査・本体事業に取り組むことによって、新商品の試作品開 

発や食と観光の連携による豊後高田版全国展開システム開発事業を実施してきた。貴重な 

経験とデータを蓄積することができたが、販路開拓までには至らなかった。それらを踏ま 

えた上で、前項で行った需要動向調査のアンケートを基に商品・製品に改良を加え、各年 

度に商談会等出店紹介、試作品販売会、情報発信力向上勉強会を行うことで、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、多様な顧客のニーズに合った商 

品・サービスを提供・発信することにより、販路開拓の実現を目指す。 

 

    ◯支援対象者 

     会員非会員を問わず、事業計画を策定したばかりの事業者、事業計画はあるが販路を求め 

ている事業者など販路開拓を必要する事業者を対象とする。ただし、食に関するものをメ 

インに据えているためそれを踏まえた支援事業となる。 

 

    〇事業内容 

a.「商談会等出店紹介」は、食に関する需要動向調査を活かすため、大分県で行われる食

品に関する商談会を中心に商談会・物産展へ積極的な出店紹介を行い、募集時から商談

会終了後のアフターフォローも含めて販路開拓支援を行う。 

➀大分県ターゲット別マッチング商談会 ：大分県産品（加工食品）の販路開拓・

拡 
大を図るため、県内外のスーパー・百貨店や量販店・通販店等の食品バイヤーを 
ターゲット別に招いて開催される。年 2 回開催され、昨年度実績としてバイヤ 
ーが延 34 社参加し、出展参加者は延 83 者ある。 

➁イオン九州「大分うまいものマルシェ」商談会 ：九州内で店舗を展開するイオ

ン九州(株)は、「地産地消」の取組として大分県産品の新規開拓と販売機会の拡

大を図ることを目的に７月頃に実施される。こちらも県内開催であるため参加

のし易さや県産品の販路拡大が目的のため支援事業と合致し、商談成立が期待



- 14 - 
 

される。昨年度実績として参加者が 86 者あった。 
b.「試作品販売会」では、クワトロヨッチ（福岡県福岡市中央区に豊後高田市を含む 4 

市村で展開しているアンテナショップ）、昭和ロマン蔵（年間３７万人が訪れる中心市 

街地にある観光拠点施設）、イベントで実際に試作品販売を行い、新商品開発に活かす。 

     c.現在ネットや携帯電話の普及により企業のみならず個人の情報収集力、発信力は格段に 

      向上してきた。そこで販路開拓戦略としてＳＮＳ等での情報発信は欠かせないことか 

      ら、例えば、Facebookのアカウント登録や読んで貰える効果的な広報手法など、継続 

的に勉強会を実施してネットでの販売経路を確立する。 

 

    ◯目  標 
 項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

大分県産品求評商談会 出店支援数 
未実施 

５件 １０件 １０件 １０件 １０件 

商談成約数 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 

イオン九州「大分うま

いものマルシェ」商談

会 

出店支援数 

未実施 

５件 １０件 １０件 １０件 １０件 

商談成約数 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 

試作品販売会 出店支援数 
未実施 

３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

目標売上高 ５万 ５万 ５万 ５万 ５万 

情報発信力向上勉強会 参 加 者 数 

未実施 

２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

情 報 発 信 

企 業 数 
５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
    

  〇昭和の町を軸とした地域活性化事業の推進 

   （現状と課題） 

 「豊後高田市の概況」の記載の通り、当市が平成１３年９月から「昭和の町」づくりに取り 

    組みはじめて以来、平成２８年で１５周年を迎えた。この間に、昭和の町商店街の個店の魅 

力アップ、集客施設である昭和ロマン蔵内の整備、そして数々の昭和の町への集客イベント 

など、主人公である商店街商業者をはじめ、国、県、市、そして会員企業や関係団体が一体 

となり昭和の町事業を進めてきたことで、平成２３年の４０万人をピークにしながらも年間 

３７万人前後もの交流人口を獲得・維持してきている。 

しかしながら、一方で観光事業の推進には観光客を呼び込むための経費的問題が浮上し、 

財政的、人的コストの負担も大きくなってきたため、収益構造の構築とその収益を観光事業 

に再投資できるマネジメントシステムが待ち望まれるに至り、平成１７年に「豊後高田市観 

光まちづくり株式会社（以後、「まちづくり会社」）」が誕生し、その役目を担うこととなっ 

た。以後、まちづくり会社では、昭和ロマン蔵の博物館及びレストランの運営のほか、観光 

関連事業者との業務提携を行い、営業促進、企画提案等による収益確保を図りつつ、市内観 

光資源の持つ魅力の調査・開発・組み合わせにより、観光客の滞在時間延長及び観光客の消 

費額増加につなげていく事業を展開している。 

そういった中、この１５年で「昭和の町」への観光客にも変化が起き、当初は主にバスツ 

アーでの団体客が７割を占め、マイカーでの個人客は３割程度であったものが、徐々にその 

割合は逆転現象を見せ、現在では個人客が８割方を占めるに至った。個人客が増えたことに 

よって滞在時間も長くなり、その分客単価も増加するメリットがある。しかし個人客は主に 

土日祝日に集中するため、平日には減少するといった課題も残った（秋の観光シーズンを除 

く）。やはり平日は地元客で賑わう本来の商店街の姿を取り戻すことが重要であり、課題で 

あると再認識させられた。 
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     その意味でも、「昭和の町」の本来の目的は、観光と商業の一体的振興によって、商業者 

の老齢化、後継者不足、空き店舗の解消と商店街機能の維持・向上を図り、地元客を取り戻 

すとともに、地域資源を活かした商品開発も進め、観光客の取り込みと域外への販路開拓を 

推進していくことで、外貨を獲得しながら循環型の地域経済を確立しなければならない。 

     つまり、当市においてはこれらを実現していくことが小規模事業者の経営改善発達につな 

がり、地域経済活性化に資することになるが、その役目を下記の事業において担うこととす 

る。 

    

   ◯事業内容 

     九州のなかでも交通網の整備が遅れていた東九州軸が、平成２８年４月からようやく東九 

    州自動車道（福岡県（北九州市）→大分県→宮崎県→鹿児島県のルート）として高速道路が 

    繋がり、各県では観光客の呼び込み合戦が繰り広げられている。 

     昭和の町も観光客の一層の呼び込を増大させるために、地域資源を活かした魅力ある「食」 

    と「観光」に係る商品開発、情報発信力の強化を促進するための組織を構築し、小規模事業 

者の持続的発展を可能とする環境を整える。 

     

   ➀「特産品部会」の開催 

     全国産品の売れ筋商品の実態や観光地や消費地での特産品ニーズを調査し、地域資源の商 

    品化の方向性や販売方法の調査・研究を行うため、豊後高田市役所農業ブランド推進課、豊 

後高田市観光まちづくり株式会社、豊後高田市金融協会、アンジュ・ママン、西国東商工会 

などの関係者と必要に応じて外部専門家を招集し、部会を年２回開催する。商工会議所は事 

務局を担い、調査事業を実施する。 

 

➁「観光部会」の開催 

「食」と「観光」がうまく結びついている先進地での情報発信方法や「食」の販売方法等 

についての調査・研究を行うため、豊後高田市役所商工観光課、豊後高田市観光まちづくり 

株式会社、豊後高田市観光協会などの関係者と必要に応じて外部専門家を招集し、部会を年 

２回開催する。商工会議所は事務局を担い調査事業を実施する。 

 

   ➂「システム構築部会」の開催 

上記２部会を総合的にまとめ上げ、特産品の開発・販売、情報発信、イベントを計画・実 

施するため、豊後高田市役所、豊後高田市観光まちづくり株式会社、商工会議所を含めた 3 

者により効果的な地域経済活性化策の検討・実施を年２回協議していく。ここでも必要に応 

じて外部専門家を招集する。 
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【支援体制図】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    

   〇支援ノウハウ等の情報交換を行う他の支援機関とその効果 

a.経営指導員等合同研修会（年１回） 

     大分県が主催する経営指導員等合同研修会において、県北部の経営指導員（商工会地域も 

含む）との支援ノウハウの情報共有は、中央会、商工会、商工会議所から１名ずつ経営支 

援事例を発表し、意見交換が行われている。また、外部から専門機関の職員が派遣 

され、支援に必要な知識を得ることが出来る。 

《ねらい》具体的な小規模事業者の様々な支援事例を参考とし、実際の類似する案件の支 

小規模事業者 

豊後高田商工会議所 

豊後高田市金融協会 

アンジュ・ママン 

西国東商工会 

  

  

市外、県外に向けた 

情報発信・販路拡大 

イベント等の開催 

地域に向けた 

情報発信・販路拡大

イベント等の開催 

 

豊後高田市観光 

まちづくり株式会社 

豊後高田市観光協会 

豊後高田市 

・商工観光課 

・農業ブランド推進課 

  システム構築部会 

 特産品部会   観光部会 

 

外部専門家 

(株)日本経済研究所 

大分県産業科学技術センター 

大分県発明協会 

大分県産業創造機構 

大分貿易センター 
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援に活かす。 

 

b.連合会が主催する職員研修会（計６回の内、年５回の受講義務） 

大分県商工会議所連合会が主催する職員研修会において、県下の経営指導員（商工会議所 

のみ）で、小規模事業者の支援にあたる担当職員が経営支援事例を発表し、アドバイザー 

として中小企業診断士のアドバイスを受けながら、意見交換が年２回行われている。また、 

その他の研修では中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家からの講義を年４回受講 

している。 

《ねらい》専門家から教授される専門的知識の蓄積と他所の支援事例を参考とし、実際の 

支援に活かす。また、他の研修も同様であるが、専門家も活用した支援力向上のため研修 

会終了後に専門家と名刺交換を行い、人脈を築く。 

 

c.県産業創造機構との勉強会（年２回） 

大分県産業創造機構やおおいたスタートアップセンターの創業支援担当者と経営支援の 

事例や当地域で増えつつある創業について、情報交換を含めた勉強会を実施する。 

《ねらい》創業相談が増えているため、創業支援時に必要となる支援ノウハウの獲得と地 

域の創業傾向と事例を伝えることによって、当地域の産業の創造につながるよう、より具 

体的な支援アドバイスを得ることが出来る。 

 

    d.金融機関の担当者との情報交換会（年１回） 

金融機関・日本公庫の融資担当者との情報交換会を開催し、資金調達支援についての各行 

の独自融資プランを紹介いただくとともに支援事例、融資ノウハウの勉強会を年 1回実施 

する。 

《ねらい》管内における景況感や融資の際の審査における視点などのノウハウを獲得する 

他、小規模事業者の成功事例や支援に有効な金融商品等の情報を得る。 

   

      

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

   （現状） 

     当所の中小企業相談所は、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名で構成されて 

     おり、現在までの主な資質向上策は、大分県商工会議所連合会が主催する職員研修会（資 

     質向上対策事業）に参加することであり、職階別研修、専門分野別研修、事例研究におい 

     て経営指導員は、職階別研修１回（４時間）、専門分野別研修３回（１２時間）、事例研究 

     １回（４時間）を受講している。補助員、記帳専任職員は、職階別研修１回（４時間）、 

専門分野別研修１回（４時間）を受講している。 

 

   （今後の目標） 

     今後の資質向上対策については、①支援能力向上対策、②経営支援ノウハウの共有化、③ 

     補助員・記帳専任職員へのＯＪＴ支援を行い、個々の資質向上を図るとともに支援体制の 

     整備・強化を行う。 

      

    〇専門家派遣への同行 

      今までも専門家派遣時には、同行・同席して相談企業の経営課題解決に向けて専門家 

      と一緒になって支援を実施してきましたが、①指導後の記録（内部秘）として個人情報 

      に配慮しながら支援ノウハウをまとめ、他の職員に発表する。 
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    〇中小企業大学校での研修 

      九州の中小企業大学校には直方校と人吉校があり、短期の専門分野別研修があるため、 

      個々の支援能力に不足していると思われる知識等があれば積極的に受講する。 

 

    〇情報交換及び勉強会の開催 

      それぞれの専門分野に関する情報や支援ノウハウについて勉強会を呼び掛け実施する。 

相手先 内容 実施頻度 

近隣商工会議所 宇佐商工会議所、中津商工会議所の経営指導員との支援

事例について情報交換を行い、相互の資質向上を図る。 

年２回 

市内金融機関 市内金融機関の担当者との情報交換会を開催し、融資支

援についての各行の独自融資プランを紹介いただくと

ともに支援事例、融資ノウハウの勉強会を実施する。 

年１回 

他の支援機関 大分県産業創造機構やおおいたスタートアップセンタ

ーとも経営支援事例や創業事例について情報交換と勉

強会を実施する。 

年２回 

 

    〇職員内情報共有及び経営ノウハウ共有化会議 

      当所内で対応している日々の経営支援事例については、職員で情報の共有化を図り、個 

      社支援に格差がでないよう、ベテラン、中堅指導員が若手職員を引き上げていく場が必 

      要であることから、日々の指導の他に、週に１回会議を開き情報の共有化と指導方針を 

      検討し、なお且つ月１回の勉強会を実施する。 

 

 

 
 

 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 

 

    当所経営支援計画の各事業の実施にあたり、事業の評価及び見直しについては、下記の方法 

   により年１回行います。 

  

     

    ①外部専門家（中小企業診断士）を招聘し、事業の評価を受け、見直し案の方針を協議する。 

 

    ②会頭、議員で構成する経営発達支援計画管理委員会を設置し、経営指導員が事業遂行状況 

     と成果の報告を行うとともに、外部専門家の事業評価と協議した見直し案の提示を行い、 

     委員会の承認を受ける。 

 

    ③上記の結果を正副会頭会議及び常議員会にて報告し、承認を受ける。 

 

    ④評価、見直し結果については、当所ホームページ及び会報（所報）で公表する。 
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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 

    中小企業相談所を中心として月１回の定期報告会を開き、進捗状況の確認、 

    相談案件の対策など、着実な経営発達支援計画の遂行を行う。  

    商工会議所全体の組織体制は、会頭、副会頭(２名)、監事(３名)、専務理事、 

    議員(５２名)、会員数４７５（組織率６０．３％） 

     

 

    経営発達支援事業実施に係る事務局人員 

     専務理事   １名 

     事務局長   １名 

      

     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   

     総務課     職員     ４名 

               

    経営発達支援事業は、中小企業相談所が中心となって取り組みながら、 

    総務課においては地域商工業者への景況調査、各種アンケートなどの 

    物量的作業（配布・回収等）に取り組み作業効率のアップを図ります。 

 

（２）連絡先 

 

    部 署 豊後高田商工会議所 中小企業相談所 

    電 話 ０９７８－２２－２４１２ 

    ＦＡＸ ０９７８－２４－１６７８ 

    Ｈ Ｐ http://www.buntakacci.or.jp 

    メール  info@buntakacci.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@buntakacci.or.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成３１年度 

( 平成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 ９６０ ９６０ １０２０ １０２０ １０２０ 

 

経済動向調査 

・通行量調査 

事業計画策定支援 

・商品開発研究会 

・販路拡大相談会 

・経営革新セミナー 

・資金調達セミナー 

・創業講座 

・個別相談会 

需要動向調査 

・アンケート調査 

 

２００ 

 

６０ 

６０ 

３０ 

３０ 

９０ 

９０ 

 

４００ 

 

２００ 

 

９０ 

９０ 

３０ 

３０ 

９０ 

９０ 

 

４００ 

 

２００ 

 

９０ 

９０ 

３０ 

３０ 

９０ 

９０ 

 

４００ 

 

２００ 

 

９０ 

９０ 

３０ 

３０ 

９０ 

９０ 

 

４００ 

 

２００ 

 

９０ 

９０ 

３０ 

３０ 

９０ 

９０ 

 

４００ 

（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。 

通行量調査：１００千円／回 

講師謝金 ：３０千円／回 

アンケート調査１００千円／回 

 

調達方法 

①会費収入 

②各手数料 

③国・県・市等へ補助金。 

④参加者負担 
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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創業支援、金融支援、経営ノウハウの提供、海外進出支援ネットワーク 

②事業計画策定後の実施支援に関する連携 

 

 

 

連携者及びその役割 

 
①支援ネットワーク構成団体 

名称 代表者名 住所 電話番号 

豊後高田市 佐々木敏夫 豊後高田市是永町 39番地 3 0978-22-3100 

豊後高田市観光まちづくり㈱ 佐々木敏夫 豊後高田市新町 989番地 1 0978-23-1860 

日本政策金融公庫別府支店 谷口昌次 別府市餅ヶ浜町 9-1 0977-25-1151 

大分銀行高田支店 稲垣 豊 豊後高田市新町 2027番地 1 0978-22-3110 

豊和銀行高田支店 柳 智彦 豊後高田市新町 2817番地 2 0978-22-2680 

大分みらい信用金庫高田支店 田代英一郎 豊後高田市新地 1978番地 1 0978-22-3400 

大分県信用組合高田支店 本德光昭 豊後高田市本町 1219番地 1 0978-22-2252 

西国東商工会 川原豊弘 豊後高田市真玉町中真玉 31 番地 1 0978-53-4320 

おおいたスタートアップセンター 櫻木祐宏 大分市東春日町 17-20 097-534-2755 

NPO法人アンジュ・ママン 小川由美 豊後高田市美和 1335番地 1 0978-25-4521 

豊後高田商工会議所 野田洋二 豊後高田市新町 986番地 2 0978-22-2412 

新輸出大国コンソーシアム 岡野裕介 大分市東春日町 17-19 097-513-1868 

 

 
②事業計画策定後の実施支援に関する連携 

名 称 代表者名 住 所 電話番号 

豊後高田市 佐々木敏夫 豊後高田市是永町 39番地 3 0978-22-3100 

大分県産業科学技術センター 吉岡誠司 大分市高江西 1-4361-1 097-596-7101 

豊後高田市観光まちづくり㈱ 佐々木敏夫 豊後高田市新町 989番地 1 0978-23-1860 

日本政策金融公庫別府支店 谷口昌次 別府市餅ヶ浜町 9-1 0977-25-1151 

大分銀行高田支店 稲垣 豊 豊後高田市新町 2027番地 1 0978-22-3110 

豊和銀行高田支店 柳 智彦 豊後高田市新町 2817番地 2 0978-22-2680 

大分みらい信用金庫高田支店 田代栄一郎 豊後高田市新地 1978番地 1 0978-22-3400 

大分県信用組合高田支店 本德光昭 豊後高田市本町 1219番地 1 0978-22-2252 

NPO法人アンジュ・ママン 小川由美 豊後高田市美和 1335番地 1 0978-25-4521 

公益財団法人大分県産業創造機構 姫野淸高 大分市東春日町 17-20 097-533-0220 

豊後高田商工会議所 野田洋二 豊後高田市新町 986番地 2 0978-22-2412 
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大分みらい信用金庫高田支店 

大分県信用組合高田支店 

連携体制図等 

＜全体イメージ＞ 

 

小規模事業者 

 

 

 

 

 

 

 

                 連携 

     

 

 

 

     

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊後高田市 

・地域資源の有効活用を支援 

・創業支援事業の広報、PR 

・補助金 

日本政策金融公庫別府支店 

大分銀行高田支店 

豊和銀行高田支店 

 
・資金繰り相談 

・創業融資相談 

・経営サポート 

豊後高田市観光まちづくり㈱ 

豊後高田商工会議所 

大分県産業科学技術センター 

NPO 法人アンジュ・ママン 

西国東商工会 

・子育て世代の支援 

・子育て世代のネット 

 ワーク化による相   

 互の情報提供及び 

 利活用 

・商工会エリア対応 

 小規模事業者への伴走型支援を実  

 現をするため、各支援機関との連 

 携・協力体制をとるとともに、 

 中心的な支援機関として全体的な 

 コーディネートを行う 

おおいたスタートアップセンター 

・創業支援の連携 

・創業セミナーの開催 

・試験、分析、機器利用 

・技術情報の提供 

・特許申請相談 

 

支援 

・観光に係る商品、サービスの 

 アドバイス、商品開発支援、 

 販路開拓支援、委託販売、PR 

 

新輸出大国コンソーシアム 

・海外進出相談・支援 
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