
経営発達支援計画の概要 

実施者名 西都市三財商工会（法人番号 5350005001937） 

実施期間 平成 31 年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目標 

本商工会は、これまで小規模事業者に対して金融や税務支援などを中心とす

る経営改善普及事業に取り組むなかで、事業者の経営基盤強化に資してきたが 

今後は、自社の強みを柱に自社の方向性を見える化するとともに変化、多様化

する社会経済環境に機動的な対応ができるよう小規模事業者の支援を行う。 

1.経営力強化に取組む小規模事業者の掘起しと伴走型支援の実施 

2.需要の確保・開拓による小規模事業者の利益の確保・経営力の強化 

3.事業承継の促進 

4.創業、起業の促進 

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管内経済動向調査の実施 

②他の経済動向調査データの収集と提供    

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の持続的発展のため経営状況の分析を行う。 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

  経営分析した小規模事業者や事業承継予定者あるいは創業予定者の事業 

計画策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画策定者に定期的なアプローチを行い計画の遂行を支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

    住宅関連事業者の需要動向調査      

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

住宅関連事業者の個別相談会開催支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

1.地域づくり協議会と連携した「三財へそブランド」確立への取組み 

 

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 

 (1)他の商工団体等との連携 (2)金融機関との連携 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)研修会等への参加 (2)専門家の活用(OJT) (3)担当者間の情報共有等 

 ３．事業の評価及び見直しをするための仕組みの構築 

   

連絡先 

西都市三財商工会  

〒881-0113 宮崎県児湯郡西都市下三財 3414-2 

TEL 0983-44-5107 

FAX 0983-44-3369 

 URL http://www.miya-shoko.or.jp/sanzai/ 

E-mail sanzai@miya-shoko.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．西都市の現状 

（1）西都市の概要 

西都市は、昭和 30年から昭和 37年にかけ 

て、妻・穂北・三納・都於郡・三財・東米良 

の 6 町村の合併により誕生した市であり、 

そのなかで、本商工会のある三財地区は、昭 

和 37 年に本市に合併した地区である。 

また、地理的には西都市は宮崎県のほぼ 

中央に位置し、車で宮崎市街地から約 50分の 

ところにある。そのなかで、三財地区は西都 

市の中心部から南西に約 8㎞の地点に位置し 

ており、地理上、宮崎県のほぼ中心部にある 

ことから「へそのまち」とも言われている。 

かつて、西都市は古代日向の都として栄え、

「古事記」「日本書紀」に登場する伝承地が数

多く残り、日本最大の 319 基の古墳が集まる国の特別史跡西都原（さいとばる）古墳群や天正遣

欧少年使節の正使としてローマ法王に謁見した伊東マンショが誕生した国の史跡の都於郡（との

こおり）城跡があるなど、歴史とロマンあふれるまちでもある。 

また、西都原台地には春は桜が 2千本、菜の花が 30万本、秋にはコスモスが約 300 万本咲き誇 

り、同台地にある特別史跡西都原古墳群には年間約 100 万人の観光客が訪れる県内でも有数の観 

光地である。       

さらに、野球やサッカーをはじめ多くのプロスポーツやアマチュアスポーツのキャンプ地にも 

なっている。 

 

【観光入込客】                       (単位：人)                                  

    項目 

年次 

 

西都市全体 

 

西都原古墳群 

 

宿泊者数 

 

農家民泊 

平成 24年 1,230,602 979,138 28,930   415 

平成 25年 1,190,323 951,893 27,883   415 

平成 26年 1,249,604 1,022,803 27,308   493 

平成 27年 1,272,111 1,038,884 29,695 1,000 

平成 28年 1,195,980  973,858 27,691   958 

平成 29年   965,880  757,745 25,632   981 

                                                  (出典:西都市観光協会 ) 

（2）西都市の人口の推移 

西都市の人口は、昭和 35年の 50,948人をピークに、その後減少を続け、平成 30年 1月には 

29,883 人とピーク時より約 42％減少しており、ここ 5年間でも、西都市全体でも三財地区 
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でも減少傾向を辿っている。また、平成 30年 1月現在の高齢者の割合は、西都市全体の 36.1％ 

に比べ、三財地区においては 43.6％と高く、その割合は年々上昇している。 

全国的に見ても、平成２６年全国消費実態調査・世帯主の年齢階級、品目別消費支出(1 世帯の

１か月当り)のデータを見ると、６５歳以上の高齢者世帯の平均消費支出は全世帯の平均より約

35 千円(約 14%)少ない。費目別では、被服及び履物、交通費、通信費、教育費、外食・宿泊費な

どで食料品、保健・医療費は逆に平均より多い。このデータは全国的な平均値であるが高齢化率

が高くなれば、特定の消費支出は減少することが推測される。 

このため、需要の縮小による地域経済の低下が懸念されている。消費支出の減少は本地域の 

小規模事業者の将来を展望するうえでマイナス材料であり、地域需要の維持・新たな販路開拓な 

どの支援が必要である。 

 

【西都市及び西都市三財地区の人口の推移:各年１月】   （人口単位:人）                           

項目 

年次 

西都市全体の

人口 

三財地区の

人口 

三財地区の 65歳 

以上の人口 

三財地区の

高齢化率 

平成 26年 31,399 3,776 1,459 38.7％ 

平成 27年 30,937 3,707 1,463 39.5％ 

平成 28年 30,495 3,636 1,492 41.1％ 

平成 29年 30,139        3,555 1,491 42.0％ 

平成 30年 29,883 3,462 1,509 43.6％ 

(出展:西都市の人口統計) 

（3）西都市の産業 

西都市は、温暖な気候と豊かな大地から生み出されるピーマンやスイートコーン、ニラ、マン 

ゴーなどを主に生産する農業が盛んな地域である。 

しかしながら、農業従事者の担い手不足や高齢化、遊休農地や耕作放棄地の増加、産地間競争 

など、取り巻く環境は厳しく、現在、新品目の導入や加工用農産物のための畑作振興、さらには、 

商工業と観光事業とを有機的に連携させて地域特性を生かした新たな産業及び就労の場の創出を 

図る取組が進められている。 

また、「さいとブランド」として市場性の高い製品の開発や地場企業による１次産品の生産か 

ら加工、商品化、販売までを一体化する、第１次産業から第 3次産業までの産業全般にわたる振 

興策が講じられている。 

産業別事業所数・従事者数                

 平成 21年 平成 26年 増減 

事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 

農林漁業 48 623 45 535 -3 -88 

鉱業・建設・製造業 297 2,539 263 2,505 -34 -34 

卸小売業 418 2,301 384 2,026 -34 -275 

宿泊・飲食業 222 778 205 834 -17 58 

サービス業その他 578 4,804 607 5,110 29 306 

合計 1,563 11,045 1,504 11,010 -59 -33 

(出典:経済センサス) 
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2. 西都市の商工業振興の方針 

平成 28 年 3 月、西都市が策定した第 4 次西都市総合計画後期基本計画（平成 28 年度～平成 32

年度）のなかで、商業の振興では、これからも道路交通網の整備が進み、商業の広域化や郊外への

大型店の出店が続くことによる厳しい商業環境を踏まえ、「消費者ニーズに対応した日常生活に必

要な商品やサービスの提供がいつも受けられ、地域住民が活発に交流する、環境や人にやさしい安

心、安全で人と人の心が触れ合う賑わいのあるまちづくりや商店街が身近にある社会を目指す。」

としている。そして、その施策の方向として、①商業経営者の人材育成と経営基盤の強化、②魅力

や個性があり、活気ある商店街づくりの推進、が掲げられている。 

一方、製造業では、本市の工業は相対的に小規模経営が多いことから、資金面及び設備の近代化、

技術開発力を強化する必要があるとして、市の制度融資などを通じて経営基盤の強化支援を行い、

加えて、農林産物の新たな付加価値化による地場産業の振興を図るとともに、地場産品を活用した

食品関連企業の誘致や加工品の開発、販路拡大を目指すとしている。 

小規模事業者は先進的な取組で収益や企業規模を拡大している事業者がある一方で、少子高齢化 

や自身の後継者難など社会経済の変化に対応しきれずに廃業又は休業する事業者も多い。業種に 

よりでこぼこがあるが全体として事業者数は減少しており、それに応じて雇用数も減少している。

小規模事業者は地域経済の基盤となるものであり、これ以上の減少に歯止めをかける必要があ 

る。それには小規模事業者の経営力強化が必要であり、需要の確保や開拓を通じて利益を確保する 

支援が有効である。 

本商工会としては、このような西都市の商工業振興の方針に沿った支援について、併存する商工

会議所と連携して共通商品券事業など地域全体の経済活性化に努めている。 

全体的な地域経済活性化の取組みと小規模事業者の個社支援は、ともに小規模事業者の経営の維

持発展には一体不可分な取組みであり、今後も西都市や商工会議所その他の関連団体等と連携協力

して商工業振興に寄与する事業を推進していく。 

  

3．西都市三財地区商工業の現状と課題 

（1）現状   

平成 26 年経済センサス（基礎調査）によると、西都市の事業所数は全体では、平成 21年調査 

に比べ約 3％減少しているが、本商工会管内では多少の増減はあるもののほぼ横ばいの状況にあ 

る。 

しかしながら、高齢化が急速に進行するなかで、日常的な生活に欠かせない食料品や日用品を 

販売する中小小売業は、西都市中心市街地や市街地周辺、加えて隣接する町に出店する大型店や 

大型専門店、ディスカウント店、コンビニエンスストアの進出などの影響を受け、売り上げの減 

少を余儀なくされている。 

また、特に小売業においては、経営者の高齢化とともに後継者も見当たらず、加えて多様化す 

る顧客ニーズや環境変化に対応できず、廃業を選択せざるを得ない状況も生じている。 

一方、製造業は事業所数に大きな変化はないものの、大半が小規模経営であることから、雇 

用拡大の受け皿にはなり得ていないのが現状である。 

さらに、管内小規模事業者数の約 35％を占める建設業は、雇用の受け皿としての期待はあるが、

土木建設においては、人手不足や公共工事の減少などによる安定的な工事高の維持、利益の確保

が困難になっており、また、建築工事については、全体的な需要の縮小に加え、大手ハウスメー

カーとの競合激化や大手工務店の営業力と低価格化などの影響を受け、新たな需要の取り込みに

苦戦を強いられている。 
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【西都市三財地区の小規模事業者数】              （単位：人） 

年 次 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

小規模事業者数 117 120 117 116 111 

(出典:商工会実態調査) 

【西都市三財地区の業種別の小規模事業者数】            （単位：人） 

                     

業 種 

年 次 

 

建設業 

 

製造業 

 

卸売業 

 

小売業 

 

飲食・ 

宿泊業 

 

サービス業 

 

その他 

 

合計 

平成 24 年 41 19 3 20 3 14 8 108 

平成 29 年 39 16 0 18 3 23 12 111 

(出典:商工会実態調査) 

（2）課題 

①対症療法的経営から事業計画策定型経営への転換による経営力の向上 

本商工会管内の小規模事業者の多くは、これまで、様々な経営課題に対してはその場かぎり 

の対応で解決策を講じ、経営改善や方向を定める傾向が強く、このため、事業環境の変化や動 

きに機動的に対応する、また先見性を持って自らの事業経営に当たることは多くなかった。 

しかしながら、変化の激しい近年の経済状況のなかで、これからも同じような経営姿勢では、 

顧客からの支持は得られにくく、結果的に事業の縮小を余儀なくされることは明らかである。 

小規模事業者がこれからも事業を継続させるには、このような経営姿勢を改め、自社の強み 

を再認識・強化するなかで、社会の動き・変化に伴うニーズを見据えた事業計画策定型の経営 

への転換を図る必要がある。 

 

   ②住宅関連事業者の受注機会の確保と受注拡大 

   本商工会管内で約 35％を占める建設関連事業者の中の半数を超える住宅関連事業者の大多数 

は小規模事業者であり、その営業活動は、どちらかというと受け身が多く、このため、需要が 

あるにも拘わらず、その存在に気付かず、受注機会を逃すケースが見られることから、そのた 

めの対応策を講じる必要がある。 

 

③事業承継の促進 

平成 29 年度に実施した会員ニーズ調査によると経営者の平均年齢は 60歳を超えており、後 

継者不在で廃業する予定の事業者も多い。10年後には経営者の平均引退年齢である70歳を超え、 

廃業者はさらに増える可能性が高いことから、早期に実態を把握して対応を進める必要がある。 

 

  ④創業、起業による新規参入企業の増加 

本商工会地区においては、ここ数年、数的には小規模事業者の減少は見られないものの、事 

業経営者が高齢化していくなかで、地域経済の活力を維持、向上させるには、新たな創業や起 

業の増加は不可欠であり、そのための対策が求められている。 

 

4. 商工会のこれまでの取り組み 

本商工会は、長年、経営改善普及事業を通じて管内小規模事業者の経営支援を行っている。 
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しかし、支援内容は税務や金融などの一部にとどまり、経営基盤強化という点では不充分で支 

援先も特定の事業者に偏る傾向がある。 

また、プレミアム付き商品券事業や地域づくり協議会と連携したイベント事業など地域全体の経 

済活性化のための事業も行っている。プレミアム付き商品券事業は、口蹄疫発生後、衰退した地区

内商工業者の支援と消費の拡大を目的に西都市の補助を受け、西都商工会議所と合同で実施し、現

在も景気の回復が見えないことから引き続き継続して毎年度実施している。 

このような地域全体の経済活性化は管内小規模事業者の域内需要の維持・開拓につながる取組で 

はあるが、個社の直接的な経営支援という点では効果が弱い。 

  社会経済環境の変化に対応できずに市場から去っていく小規模事業者、逆に先進的で商工会だけ 

の経営支援では対応できない小規模事業者など支援ニーズも多様化・複雑化する中で今までの経営 

支援や地域振興事業を漫然と繰り返すだけではだめで、今こそ、小規模事業者の将来を真剣に考え 

て商工会の支援目標を見直す良い機会である。 

 

Ⅱ 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方  

1．商工会としての小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

(1)本商工会地区の小規模事業者の現状と課題を勘案して以下のとおり 10年程度先の小規模事業

者のあり方を見据えてその実現を目指す。 

①小規模事業者の利益の確保・経営力の強化 

地域経済の維持には小規模事業者の経営力強化が必要であり、経営力強化には利益を確保す 

ることが必要であるが、経営課題を抱える小規模事業者の多くが赤字経営である。 

利益を確保するには主に需要の確保・開拓の取組みが有効であり商工会が積極的に支援する 

ことで赤字経営の小規模事業者を黒字経営に転換させていく。 

中でも本地域では「住宅関連事業者」の数が多く地域経済への影響が大きいことから、その 

受注機会の確保と受注拡大が必要である。 

また今までのような対症療法的で一時的な取組みでは効果は限定的であり、地道に PDCAサ 

イクルを回す計画的な経営に取組む小規模事業者を増やしていく。  

 

  ②事業承継による小規模事業者の維持 

後継者不在の小規模事業者の廃業が増えており、早期に実態を把握して小規模事業者がこれ 

以上減らないように維持する。 

  

③創業、起業の促進 

西都市は産業競争力強化法の認定を受けており、本商工会、西都商工会議所、金融機関等が 

認定連携支援機関となっていることから、連携して創業者の掘り起しと新規開業を促進す 

る。 

 

(2)西都市の商工業振興方針との連動性・整合性については、小規模事業者の経営基盤の強化を

目指して、事業者向け補助金制度の紹介や制度融資のあっせん、認定連携支援機関として創業

支援などに取組んでおり今後も継続していく。一方、西都市が行う地域全体の経済活性化事業

として共通商品券発行事業や地域づくり協議会と連携したイベント事業などにも取組んでい

る。しかしながら、商工会議所地区との地域格差は拡がり、活気ある商店街づくりなどの課題 

  がある。 
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(3)商工会としての役割 

全体的な地域経済活性化の取組みと小規模事業者の個社支援は、ともに小規模事業者の経営の

維持発展には一体不可分な取組みであり、今後も商工会議所その他の関連団体等と連携協力して

西都市の商工業振興に寄与する事業を推進していく。 

 

2．経営発達支援事業計画の目標 

本商工会地区の小規模事業者の現状と課題、中長期的な振興のあり方を踏まえて次のとおり３年

間の目標を設定する。 

(1)経営力強化に取組む小規模事業者の掘起しと伴走型支援の実施 

より多くの小規模事業者の経営力強化を促進するために、巡回・窓口相談やセミナー開催など 

の機会をとらえて、また広報誌やホームページなどの媒体を活用して管内の小規模事業者に計画 

的な経営の意義を啓発し掘起しに努める。 

掘り起こした小規模事業者には、経営の PDCA サイクルを回す計画的な経営を実行していくよ 

 う伴走型支援を実施し経営基盤強化を促進する。 

やる気のない小規模事業者には引き続き地道に啓発を続けて掘り起こしに努める。 

３年間で管内の全小規模事業者にアプローチして、経営力強化に取組む小規模事業者を毎年増 

 やしていく。 

 

(2)需要の確保・開拓による小規模事業者の利益の確保・経営力の強化 

小規模事業者の経営力強化には計画的な経営の意義を啓発し、実践させていくことが必要であ 

 るが、中でも「需要の確保・開拓」を通じて利益を確保する取組みが有効である。 

小規模事業者が保有している商品・サービスと需要者(消費者等)のニーズが合っているかなど 

を常に意識して需要の確保・開拓を支援し、利益の出せる事業者をより多く育成する。 

 

(3)事業承継の促進 

事業承継には時間がかかるため管内小規模事業者の実態を早期に把握して、事業承継を専門に 

支援する機関や専門家と連携して支援計画を策定し実行していく。 

 

(4)創業、起業の促進 

本商工会は、産業競争力強化法に基づく西都市の認定連携支援機関として、西都商工会議所、 

金融機関等と連携して創業者の掘り起しと新規開業の促進に努めているが、本商工会地区での新 

規開業はほとんどない。中でも商店や飲食店の開業については会議所地区の立地が有利である。 

今後は、創業、起業の支援については本商工会地区への誘致を意識しながら取り組む。 

 

3. 目標の達成に向けた取組方針  

経営発達支援事業計画の目標達成のため、下記の方針のもとに本事業に取り組むとともに、事業

の継続とその効果を高めるため、常に事業の見直しや改善を意識しながら、各事業に取り組むこと

とする。 

（1）小規模事業者の基礎データの収集と伴走型支援での活用 

支援の対象となる管内小規模事業者の基礎データを 100%把握しているわけではないので、なる

べく多くの小規模事業者の基礎データを収集するため年 1回、管内の全小規模事業者に対して経

営実態や支援ニーズに関するアンケート調査を行う。未回答も多いと想定されるため３年間で管
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内の全小規模事業者の基礎データ収集を目指す。 

収集したデータはまず支援対象者の掘起こしに利用し、また事業者ごとに蓄積して行き、売上

や利益の推移、支援ニーズの変化など支援の効果を測定する資料として活用する。 

さらに、担当職員の交代があっても支援の方向や内容がぶれないように引き継いでいく。 

 

(2)小規模事業者の需要の確保・開拓支援の取組方針 

経営状況の分析や需要動向調査を通じて小規模事業者が保有している商品やサービスについ

て需要者(消費者など)のニーズと合っているかなどを調査して「売れる商品・サービス」の確保 

 や新たな開発の取組を促進する。 

なお、本地域では「住宅関連事業者」の数が多く地域経済への影響が大きいことを勘案して本

計画の３年間は「住宅関連事業者」の受注機会の確保と販路拡大に優先的に取組む。 

 

(3)事業承継の促進 

宮崎県事業承継ネットワーク(※)や宮崎県事業引継ぎ支援センター(※)など事業承継支援を専

門とする機関と連携して支援計画を策定して実行していく。 

後継者がいる場合は承継計画を策定して事業の継続を支援し、不在の場合は第３者への事業売

却もしくは円滑な廃業を支援する。 

  また、承継後の経営者に対しても伴走型の経営支援を行う。 

 

(4)創業、起業の促進 

創業支援については、引き続き西都市の認定連携支援機関として西都商工会議所や金融機関な

どと連携してビジネスプラン策定から開業までの一連の支援を行うが、本商工会地区での開業者

が少ないため本商工会地区での開業、特に中心部への商店、飲食店の開業を勧誘する。 

そのために、空き地・空き店舗、貸家などの不動産情報、商圏人口・需要動向など立地に関す

る様々な情報を随時提供し、必要に応じて地元の建築業者あるいはリフォーム業者の紹介なども

行う。 

 
 

 

※いずれも県内の中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継を推進するための事業を実施してい

るが、M&A は主に事業引継ぎ支援センターが対応している。商工会は主に「宮崎県事業承継ネ

ットワーク」のコーディネータと連携して対象者の掘起こしや支援の実施を行う。 
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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 34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】 

（1）現状と課題 

これまで、本商工会においては、小規模事業者に対する地域経済動向に関する情報の提供は、 

宮崎県や日本政策金融公庫、全国商工会連合会の小規模企業景気動向調査、宮崎県商工会連合会 

の中小企業景況調査などの調査結果を、巡回訪問時や本商工会管内地区ごとに開催する地区回り 

懇談会などで資料を提供し説明してきたが、本商工会管内の経済動向や個々の地域小規模事業者 

の経営状況については明確に把握してこなかった。 

  今後は、小規模事業者に対して的確な指導が行えるよう、これまでどおり、行政や他の支援機 

関の調査結果の周知に加え、管内経済動向及び小規模事業者の実態を把握する必要があり、そう 

することにより、小規模事業者の経営課題への的確な対応が可能となる。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

 ①管内経済動向調査の実施 

  小規模事業者に対して的確な指導が行えるよう、地域内経済動向及び小規模事業者の実態を把 

握することにより、小規模事業者の抱える経営課題を明らかにするとともに、指導・支援の活用 

資料とする。 

 

  (ァ)調査対象 

   ・次の通り管内小規模事業者の業種別データを収集分析する。 

    製造業 5社、建設業 7社、卸小売業 8社、飲食・宿泊業 5社、サービス業 5社 

 

(ィ)調査方法  

・調査は年に 1回、郵便によりアンケート調査を実施する。 

   ・調査票の集計・分析は外部専門家または専門調査機関と連携し取り組む。 

 

 (ゥ)調査項目  

・前年同期と比較した売上(受注)、採算(経常利益)、資金繰り、雇用(労働力)、設備投資計 

画についての「増加」・「不変」・「減少」の状況 

・直面している経営上の課題 

・景気判断（見通し） 

 

(ェ)調査結果の活用方法  

・調査結果は、経営指導員等の巡回訪問時や事業者対象の研修会等開催時の説明資料として 

活用するとともに、本商工会事務所において、閲覧可能な状態にして情報の提供に努める。 

また、役場の HPとリンクさせて広く閲覧できるようにする。 

 

②他の経済動向調査データの収集と提供 

  他の地域経済に関する調査データとして、中小企業景気動向調査・宮崎県版(宮崎県商工会連 

合会、四半期ごと)、「宮崎県経済の動き」(宮崎県、四半期ごと)、「みやぎん調査月報」(みや 

ぎん経済研究所、毎月)などがあり、定期的に入手できるため、前記①の分析において比較資料 

として参考にするとともに、商工会 HPで周知し、事務所にも報告書を配置して随時閲覧できる 

ようにする。 
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  (3)目標 

項    目 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

管内

経済 

動向

調査 

調査回数 年 1回 年 1回 年 1回 

調

査

数 

製造業 5社 5社 5社 

建設業 7社 7社 7社 

卸小売業 8社 8社 8社 

飲食宿泊業 5社 5社 5社 

サービス業 5社 5社 5社 

合計 30社 30社 30社 

ホームページでの

公表回数 
年 1回 年 1回 年 1回 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

（1）現状と課題 

これまで、本商工会においては、小規模事業者の経営状況に関する分析や指導は、日本政 

策金融公庫の小規模事業者経営改善資金（マル経資金）などの金融支援やネット de記帳 (※)  

の利用時などに、主に財務分析を中心に行ってきた。 

今後は、事業計画の策定や策定後の支援が適切に行われるためにも、これまでの財務状況の分 

析・把握に加え、個社を取り巻く経営環境を踏まえた上で、小規模事業者の強み、弱みなどを分 

析することにより、自企業経営の現状を認識する必要がある。 

 

※ ネット de記帳とは、インターネットを利用した ASP システムで、一般のソフトと同様、 

伝票入力や決算、各種申告書作成等が、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」簡単に行え 

る経理システムのこと。 

 

（2）本計画で取り組む内容 

財務分析の必要性を理解するネット de記帳利用事業所に加え、小規模事業者の持続的発展の 

ため、資金繰り改善や経営力の向上を図ろうとする小規模事業者を掘り起し、その中から経営状 

況の分析を行う。 

分析に当たっては、財務諸表（損益計算書、貸借対照表）をもとに財務分析を行い、その後に 

おける、自社の外部環境及び内部環境の分析（SWOT 分析）の実施を踏まえ、経営の実態把握に努 

めるとともに、課題解決策と今後の経営の方向を提示・提案する。 

 

①分析項目 

・財務諸表（損益計算書、貸借対照表）をもとに、安全性分析、収益性分析、ＣＶＰ分析を行 

う。 

・定性的なことについては、ＳＷＯＴ分析を行い、自社の「強み、弱み、機会、脅威」を整理 

する。 

 

 ②分析方法 

対象者の掘り起こしに当たっては、経営指導員等の巡回訪問や窓口相談時に経営分析の意義、 

必要性を周知するとともに、実施に当たっては、分析指標の意味と業界平均値との比較を示し、 

また、建設業などで複数の事業を兼務する場合の分析、リスケ中案件などより掘り下げた分析 

が必要と判断された場合は、宮崎県の中小企業等経営基盤強化支援事業やよろず支援拠点などの

専門家派遣事業を活用し対応する。 
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③活用方法 

分析結果は、レポートの形にして当該小規模事業者にフィードバックすることにより、自社の 

現状と課題の認識を深めさせ、今後の経営改善対策の目安のひとつにするとともに、その後の事 

業計画策定と策定後の支援に活用する。 

 

(3)目標 

項    目 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

経営分析実施事業者数 24社 24社 24社 

※経営指導員１名当り月２件×１２月 

 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（1）現状と課題  

事業計画策定に関して、これまでは小規模事業者はどちらかと言えば、ものづくり補助金や小 

規模事業者持続化補助金などの国の補助制度、さらには日本政策金融公庫のマル経資金や創業資 

金などの金融支援において、事業計画書の作成を求められ作成するケースが多く、本商工会にお 

いても、これに対するその時だけの作成支援が主であった。しかしながら、今後、小規模事業者 

が持続的に発展し企業として成長していくには、勘や経験だけに頼る経営からの脱却は必須であ 

り、そのためには、事業計画の策定を習慣づける必要があり、本商工会としても、そのための支 

援に努める。 

 

 (2) 支援に対する考え方 

小規模事業者が持続的な経営をする前提として、自社の現状と課題を認識したうえで事業計画 

を策定する必要があり、また創業予定者は本人の創業の夢を具体的な計画として見える化するこ 

とが必要であり、事業計画策定を個別に支援する。 

 

(3) 本計画において取り組む内容 

次の区分に応じて事業計画の策定を個別に支援する。 

 

①経営分析した小規模事業者 

地域経済動向調査や経営状況の分析の結果を十分に把握した上で、買い手側や顧客ニーズを 

見据えた事業計画策定に取り組むとともに、計画策定にあたっては、よろず支援拠点や宮崎県 

中小企業等経営基盤強化支援事業（※）の専門家派遣制度を活用するなど、各支援機関や外部 

専門家と連携しその支援にあたる。 

 

 ②事業承継予定者 

経営分析した小規模事業者のうち事業承継が課題となっている小規模事業者については、宮 

崎県事業承継ネットワーク事業のコーディネータと連携して事業承継計画策定を支援する。 

 

③創業予定者 

  西都市が産業競争力強化法の認定を受け、認定連携支援機関である本商工会は西都商工会議 

所や他の連携支援機関と協力して相談受付からフォローまで一連の創業支援を行う。 

その過程で創業に関するテキストや専門家を活用してビジネスプラン策定を支援する。 

 

 

※宮崎県中小企業等経営基盤強化支援事業とは、宮崎県が県内の中小企業や小規模事業者を対

象に、経営に関するあらゆる分野について、あらかじめ登録された中小企業診断士などの専
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門家のアドバイスが受けられる制度であり、県内の各商工会と商工会議所、県中小企業団体

中央会がその窓口になっている。 

 

（4）目標 

項    目 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

事業計画策定事業者数(※) 13社 13社 13社 

うち 事業承継計画策定者数 1社 1社 1社 

創業計画策定者数 2件 2件 2件 

    ※経営分析した事業者の約 1/2(うち事業承継１件程度)に創業計画２件程度を想定 

 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（1）現状と課題 

本商工会では、小規模事業者の事業計画策定支援に関しては、小規模事業者持続化補助金申請 

や金融支援時において支援を行っていたが、その後においては、計画ができた時点で支援終了と

いう認識が大方であった。 

このため、本商工会として、計画策定後の取組状況についての確認や点検が欠けており、また 

小規模事業者においても、策定した計画を見返し、計画策定当初と現実とのずれを把握すること 

なく、その多くは計画の練り直しや練り上げが行われてこなかった。 

今後は、事業計画を策定した小規模事業者に対して、策定された計画の取組状況の把握とフ 

ォローアップに努める必要がある。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

  次のとおり事業計画策定者の区分に応じて事業計画の遂行を支援する。 

 

① 事業計画を策定した小規模事業者 

原則として、経営指導員が四半期に１回以上巡回して、策定事業計画の進捗状況を確認する 

  ことにより、計画策定内容と現実との乖離を把握する。取組が計画通りに進んでない場合は事

業者にヒアリングしてその原因究明と解決に向け助言、支援を行う。 

遂行しがたい原因によって計画の見直しが必要な場合は、修正計画の作成支援を行い、専門 

性の高い支援が必要な場合は、関係機関や外部専門家を活用して対応する。 

なお、定期的な巡回が効果的ではあるが、小規模事業者個々の意欲や習熟度を勘案して支援 

の頻度を見直して事業承継や創業予定者の支援に重点を置くことがある。 

  

    ②事業承継計画策定者 

基本的には事業計画を策定した小規模事業者と同様の支援を行うが、事業承継計画の遂行に 

あたっては、資産の引継ぎに伴う課税問題や相続になった場合の対応などかなり難しい問題が 

生じる場合が多いので、専門家を交えて頻繁に連絡調整をしながら遂行を支援する。 

 

③創業予定者 

創業計画の遂行にあたっては、開業前の資金調達から店舗の工事、許認可の取得、取引先の 

開拓、商品の仕入れなど短期間での様々な業務を並行して処理する必要があるため、開業まで 

は常に連絡調整をしながら遂行を支援する。 

開業後も売上が伸びない、資金繰りが厳しいなど計画どおりに進まない場合も多く、また経 

理、労務などの経常業務も増えてくることから、軌道に乗るまでは四半期ごとの定期的な支援 

に加えて必要なフォローを継続する。 
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（3）目標    
 

 

項   目 
 

 

平成 31年度 
 

平成 32年度 
 

平成 33年度 

事業計画策定者のフォローアップ回数 52回 52回 52回 

うち 事業承継計画策定者 ４回 ４回 ４回 

創業計画策定者のフォローアップ回数 ８回 ８回 ８回 

   ※１社当り年 4回程度を想定しているが対象者の状況に応じて頻度を増減する。 

 

5.需要動向調査に関すること【指針③】  

（1）現状と課題 

小規模事業者の取り扱う商品やサービスに関する需要の動向については、これまでは、経営指 

導員が新聞や書籍、インターネット等から情報を収集し、収集後にその都度、該当する小規模事 

業者に提供してきているが、商工会事業として需要動向調査を実施したことはなく、また小規模 

事業者においても自らが取り扱う商品やサービスについて独自で調査を行うケースも少ない。 

  しかしながら、これからますます社会経済環境が変化する中においては、買い手サイドの動き 

やニーズを的確に捉えた商品開発やサービスの開発を行うことが重要であることから、今後は、 

本地域における小規模事業者が取り扱う商品やサービスを対象に、需要動向調査を実施し次の展 

開としての販路拡大に繋いでいく必要がある。 

 

（2）本計画において取り組む内容   

《住宅新築・リフォーム相談会来場者へのアンケート調査》 

本商工会管内の小規模事業者の約 35％を占める建設事業者は、地域における主要産業として裾 

野の広い業種をカバーしており、特に、建築業は関連する業種が多いため、建築業の活性化は他

の産業への波及効果が高い。このことから、住宅関連事業者の新たな需要開拓を目的に開催する

「住宅新築・リフォーム相談会」に来場した消費者に対して、住宅の新築やリフォームの需要動

向を探るためのアンケート調査を実施する。(相談会の詳細は「６．新たな需要開拓に寄与する事

業に関すること」に記載) 

 

①調査方法 

「住宅新築・リフォーム相談会」の来場者に対して住宅新築あるいはリフォームのニーズに関

するアンケート調査を実施する。 

来場者から専門的な質問も想定されることから工務店や付帯する工事業者(内装工事、電気工 

事、給排水工事あるいは外構工事などの施工業者)が来場者の応対に当たり、予め作成した調査 

票によるアンケート調査を行う。それにより工事業者は消費者のニーズを直接聞くことができ 

る。回答されたアンケート調査票は経営指導員が回収する。 

 

②調査項目 

  ・来場者の属性(住所、氏名、職業、家族構成、連絡先など) 

  ・現在の住まいの状況(構造、築年数、問題点など) 

  ・住宅新築・リフォームの計画について(計画の内容、予算、時期など) 

  その他(工務店などのアドバイスにより設定) 

 

③サンプル数 １回当たり２５人(個別相談会来場見込者全員) 
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④分析方法・活用方法  

回収した調査票は経営指導員が項目ごとに集計して分析する。分析結果は参加した工務店や付 

帯する工事業者に提供し、工事業者が提供している商品・サービスの内容とマッチしているか、 

改善点等についてアドバイスする。必要に応じて専門家のアドバイスも行う。 

またアンケートは記名式とし、今後工務店が実施する内覧会等の案内などに活用してもらう。 

 

（3）目標 
     

項   目 
 

平成 31年度 
 

平成 32年度 
 

平成 33年度 

個別相談会の開催回数 1 回 ２回 ２回 

調査対象事業者数 5社 5社 5社 

来場者見込数 25人 50人 50人 

アンケート回収数 25人 50人 50人 

アンケート結果のフィードバッ

ク事業者数 
5社 5社 5社 

 

6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（1）現状と課題 

  本商工会では、これまで、小規模事業者に対する販路開拓等支援は、該当する事業者に対して、 

西都市地場産業振興協議会や宮崎県商工会連合会等が開催する物産展などの開催情報の提供や商

工会のホームページで製品紹介をしているに過ぎず、しかも、対象となる事業者も 1～2社と極め

て少ない状況にある。 

このような中、本商工会地域において小規模事業者の約 35％を占める建設事業者、その中の、 

特に建築業は関連する業種の裾野が広く、他の業種への波及効果も高いため、早期に建築業の活 

性化を図る必要があるが、元来、多くの小規模事業者は独自で企業ＰＲを行うことが少ないこと 

から、需要の存在の見落としやビジネスチャンスを逃すことが多く見られる。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

《住宅新築・リフォーム相談会の開催》   

① 開催目的 

商工会が中心となり、住宅の新築あるいはリフォームを考えている消費者を対象に個別相談 

会を開催して、住宅等の新築や建替え、リフォーム、耐震などに関する相談内容や住まいの困 

りごとを把握するともに、比較的 PRが弱い参加事業者の認知度向上を図ることにより、新規顧 

客の獲得と受注拡大に繋げていく。また、西都市が実施しているリフォーム関連の補助金情報 

の提供など市の施策普及にも寄与する。 

   更に来場者に対してアンケート調査を行い、住宅の新築やリフォームへのニーズを把握し、

工事業者が提供している商品・サービスの改善に繋げる。 

 

② 参加対象者 

住宅の新築やリフォーム等を考えている一般消費者 
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③ 個別相談会の実施内容 

・住宅新築あるいはリフォームの相談対応(耐震診断、付帯工事、外構工事を含む) 

個別相談の対応は住宅建設関連小規模事業者が行う。 

・来場者へのアンケート調査 

アンケートは商工会が回収する。 

  

④ 個別相談会の開催頻度 

・事業開始 1年目…1回（年に 1回） 

・事業開始 2年目以降…2回（６か月に 1回） 

 

⑤ 個別相談会実施の周知方法 

・広報チラシの新聞折込み 

・商工会 HP掲載 

・西都市の広報紙掲載 

 

⑥ スキーム 
                                           
 

①相談申込          ②相談対応連絡 
        
 

④  ④日程等連絡           ③日程等調整 

 
                         ⑤アンケート調査の準備  

                         

⑥ 相談会実施         ⑥相談対応、アンケート 

  

 

⑦ アンケート調査回収     ⑧アンケート調査結果提供 

 

相談会来場者へのフォロー 

:見直し商品・サービスの PR、内覧会等の案内など 

 

 

（3）目標 

項    目 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

個別相談会開催数 1回 2回 2回 

来場者数 25人 50人 50人 

参加事業者数 5社 5社 5社 

個別事業者相談対応件数(１社当り５件) 25件 50件 50件 

相談会開催による 

住宅新築受注 

受注件数 1件 1件 1件 

受注金額 1,800 万円 1,800 万円 1,800 万円 

相談会開催による 

リフォーム受注 

受注件数 4件 9件 9件 

受注金額 280 万円 630 万円 630 万円 

  ※受注単価は大まかに住宅新築 1棟 1800 万円、リフォーム 1件 70万円と想定 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

1.現状 

本商工会は、西都市の中で商工会議所と併存する商工会であり、地域面でも産業面でも目立っ

た特徴や強みに欠ける地区でもある。 

加えて、本地域管内で平成 22年 4月に発生した口蹄疫からの復興も道半ばの状況にあり、また 

商業振興として取り組んできた商工会シール事業も地域経済の疲弊とともに衰退・解散に追い込 

まれるなど、なかなか展望が描けない状況が続いている。  

このような中、本商工会においては、西都市の支援を受けて西都商工会議所と合同で、西都地 

域小規模事業者の経済振興策のひとつとして「プレミアム付き商品券発行事業」に取り組んでお 

り、また、本商工会地区においては、薄れつつある地域コミュニティの浸透と地区住民同士の絆 

を高め合うため、「三財地域づくり協議会」と共同して「へそ祭り」と「へそ山ハイキング」に取 

り組んでいる。 

 

※「へそ」の謂れ…地理的に本県の中心部に位置していることから「へそのまち」を売り 

にしている。 

 

 2. 地域経済の活性化に資する取組 

  本商工会地区における地域経済の活性化のため取り組んでいる「へそ祭り」と「へそ山ハイキ 

ング」の参加者は、当初は地域住民がそのほとんどであったが、近年においては、三財地区外か 

らの参加者も増えつつあるものの地域経済を活性化させるまでには至っていない。 

このため、本商工会や地域づくり協議会においては、現在、本イベントの話題性の向上や規模 

拡大、さらには新たな取組として、「ふれあい朝市」や「ふれあい夏祭り」などの事業の計画が 

話題となっている。 

このことを踏まえ、三財地域づくり協議会の中に、商工会を中心メンバーとして、西都市や 

農業団体、地域団体を構成員とした検討会を設け、「三財へそブランド」の確立に向けた取組を 

加速化することにより、本地区経済の活性化に資する。 

 《三財地域づくり協議会》 

  (1)構成員 

   ・集落・公民館の代表 

   ・団体の代表 

   ・事業所の代表 

 

  (2)協議内容（予定） 

   ・三財地区の経済活性化の基本的な方向 

   ・既存事業の検証及び見直し・改善 

・広報活動のあり方 

   ・新規事業の取組 

 

（3）開催頻度 

    四半期に 1回 

 

  （4）協議内容の周知 

協議の経過と結果については、本商工会のホームページで広報するとともに、各検討会構 



１６ 
 

成員においてもそれぞれの手段で周知に努める。 

 

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 

本商工会では、現在、西都児湯地区内にある他の商工会（5商工会）や同じ行政区にある西都 

商工会議所、日本政策金融公庫などと小規模事業者に対する経営支援に関するノウハウ、支援事 

例について情報交換を行っているが、これまでは、必要に応じて、それぞれの支援機関から情報 

提供を受けるのが主で、大部分活用されてこなかった。 

今後、小規模事業者の売り上げ増加や利益の確保を図るには、本商工会が元来から保有する支 

援ノウハウに加え、他の支援機関が有する経営支援ノウハウを取り込み、その活用を図ることに 

よって、収益の確保に困難を来している小規模事業者の経営力向上に活かすことが重要である。 

このため、小規模事業者支援という同じ方向性を持つ他の支援機関とより緊密な連携を仕組み 

として取り入れることにより、本商工会の支援力向上を図る。 

(1)他の商工会と商工会議所との連携 

本商工会が設置されている西都児湯地区内には、本商工会以外に 5つの商工会があり、これ 

までも定期的に、また必要に応じて会合を開催しているが、平成 29年度からは中心テーマを「小 

規模事業者に対する経営支援」に、6 つの商工会経営指導員等を構成員とする経営支援会議をス 

タートさせることにしている。その中で、他の経営指導員等の先進的な支援例や成功事例に関す 

る情報を収集し、得られた情報や学んだ支援手法を本商工会小規模事業者に対する経営支援に活 

かすことにより、本商工会職員の経営支援力向上に資する。 

また、同じ行政区にある西都商工会議所との情報交換会を四半期ごとに開催し、この中で、商 

工会議所が入手する市行政の施策や事業取組に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じ 

て共同で取り組む支援事業について協議し事業の実施に繋いでいく。 

 

(2)日本政策金融公庫国民生活事業との情報交換会の開催 

本商工会管内には金融機関がないため、金融情勢や融資相談業務を通して小規模事業者の動向 

情報を保有する日本政策金融公庫との意見交換は重要であり、この中で、マル経資金制度や他の 

融資制度を利用した小規模事業者の経営改善事例や日本政策金融公庫が保有する先進的な小規 

模事業者の販路開拓事例について情報交換会を年 1回開催し、その中で入手した先進事例を巡回 

指導や窓口などで、小規模事業者に情報提供することにより、当該小規模事業者の経営力向上に 

資する。 

 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)他の経営支援機関等が開催する経営指導員等研修会への参加 

小規模事業者を取り巻く、変わりゆく経営環境の中で、的確な経営支援・指導を行うには、常 

に、時代を先取りする経営支援ノウハウの習得は必要であることから、他の経営支 援機関であ 

る独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）が開催する中小企業支援担当者向け研 

修会や上部団体である宮崎県商工会連合会の経営支援スキルアップ研修・テーマ別研修などに、 

経営指導員と経営・情報支援員を派遣し受講させることにより、小規模事業者の売り上げ増加に 

寄与するための支援力向上に努める。 
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（2）専門家に同行することによる支援ノウハウの向上 

経営発達支援事業実施に伴う宮崎県よろず支援拠点のコーディネーターや、県の専門家派遣 

制度で指導依頼する専門家に経営指導員等が同行し、その専門家が行う小規模事業者への指導・ 

助言手法を OJTで学ぶことにより、小規模事業者に対する伴走型の支援能力の習得を図る。 

 

（3）事務局内における経営支援内容や対応状況の管理・蓄積 

数少ない事務局職員（2名）であるため、小規模事業者に関する情報の共有については、日常 

的にコミュニケーションを取っているため、不足感はないが、さらに、その共有度を高めるた 

め、毎週 1回のミーテイングを実施し、個々の小規模事業者の経営状況や課題について、共通 

した認識の確保に努める。 

また、支援した指導内容や課題解決経過等については、小規模事業者ごとに、紙ベースのファ 

イル管理だけでなく、PDF等電子データとしても管理し、適切なセキュリティ管理のもと組織内で共 

有する体制を構築する。 

 
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 

    事業の評価及び見直しについては、宮崎県商工会連合会が設置する経営発達支援事業評価評  

 委員会を利用する。本委員会は、経営発達支援計画の取組状況や達成度、成果等について、公平     
かつ客観的に評価・検証することを目的とした外部有識者を中心とする委員会である。 

 
 

【宮崎県商工会連合会経営発達支援事業評価委員会構成】 

 

委 員 役 職 選考基準 

学識経験者 
大学教授 地域経済に精通しており、 

商工会業務に理解のあるもの 外部中小企業診断士 

地方公共団体の職員 宮崎県 小規模事業者支援担当課 

関係団体の職員 
日本政策金融公庫 小規模事業者金融支援担当課 

宮崎県産業振興機構 小規模事業者支援担当課 

宮崎県商工会連合会役員 専務理事  

 

また、事業の評価及び見直しは年１回実施し、その結果は本商工会のホームページに掲載する

とともに、本商工会理事会や通常総会において周知する。 

事業の評価及び見直しに関する流れ及びＰＤＣＡサイクルは下記のとおりである。 

 

①評価にあたっては、事業年度終了後に実施状況、達成度、成果を取りまとめた自己評価報告 

書を宮崎県商工会連合会経営発達支援事業評価委員会（以下、「評価委員会」という。）に提出 

する。 

 

②本商工会は、評価委員会からの評価・助言の結果を受けたのち、速やかに、本商工会ホーム 

ページに掲載し公表する。 
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③評価委員会から改善すべき助言等を受けた場合は、速やかに、改善計画書を作成し次年度の 

経営発達支援事業に反映させる。 

 

④改善計画を含め、本商工会事務局内部で次年度の支援方法の再検討を行ったのち、次年度以 

降の見直し案を理事会へ報告し承認を受ける。 

 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果については本商工会ホームページで公表するとともに、本 

商工会事務所にも常設して閲覧可能な状態にする。 

 

 

 

【ＰＤＣＡサイクル図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１９ 
 

（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 1日現在） 

（１）組織体制(全体) 

   ①会 員 89名 

   ②部会数 商業部会 20名 工業部会 54名 サービス業部会 15名 

③役 員 

会長  １名 副会長 ２名   理事 9名  監事 ２名 

    ⇒事業計画決定、予算決定、事業評価、見直し、関係機関との連携 

   ④事務局 

    経営指導員１名  経営・情報支援員１名 

⇒事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（２）経営発達支援事業実施体制 

   ①役員 

会長  １名 副会長 ２名   理事 9名  監事 ２名 

    ⇒経営発達支援事業計画決定、予算決定、事業評価、見直し、関係機関との連携 

   ②事務局 

    経営指導員１名  経営・情報支援員１名 

⇒経営発達支援事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（３）連絡先 

   西都市三財商工会 

住所：宮崎県西都市大字下三財 3414-2 

TEL：0983-44-5107  FAX：0983-44-3369     

    URL：http:www.miya-shoko.or.jp/sanzai/ 
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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 32年度 平成 33年度 

必要な資金の額 1,500 1,500 1,500 

 

小規模事業者支援推進事業 

 地域経済動向調査費 

  

需要動向調査費 

 

 需要開拓事業費 

 

400 

 

600 

 

500 

 

400 

 

600 

 

500 

 

400 

 

600 

 

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 

会費収入、各種事業収入、国、県、市等による補助金、 

 

（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 

県や金融機関の調査結果の収集に加え、専門調査機関と連携して調査を行う。 

 

２．経営状況の分析 

  県商工会連合会のネット de 記帳利用事業所を中心に、そのシステムを活用するとともに、県や

他の経営支援機関の専門家派遣事業を活用して本事業に取り組む。 

 

３．事業計画策定支援 

  計画の策定にあたって、事業承継計画の策定は宮崎県事業承継ネットワーク事業のコーディネー

タ等と連携し、その他高度・専門的な支援が必要な場合は、宮崎県よろず支援拠点や他の経営支援

機関の専門家派遣事業を活用して本事業に取り組む。 

 

４．事業計画策定後の実施支援 

  計画策定後の実施支援にあたって、高度・専門的な支援が必要な場合は、宮崎県よろず支援拠点

や他の経営支援機関の専門家派遣事業を活用して本事業に取り組む。 

 

５．需要動向調査 

  市行政や建築業関連業界団体などの協力を得て本調査を実施する。 

 

６．新たな需要の開拓に資する取り組み 

  建築業関連事業所の販路拡大のためのシステムの構築及び事業の実施について、市行政や建築業 

関連業界団体及び外部専門家と連携して本事業に取り組む。 
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連携者及びその役割 

宮崎県商工会連合会  
代表：会長 淵上 鉄一 

 住所：宮崎県宮崎市松橋 2 丁目 4 番 31 号   
 役割：経営発達支援事業全般にわたる事業支援 

  
西都市 

代表：市長 押川 修一郎 
 住所：宮崎県西都市聖陵町 2 丁目 1 番地   
 役割：経営発達支援事業全般にわたる事業支援及び小規模事業者の経営力向上のための市の各 

種施策の活用 
  
公益財団法人宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点） 
代表：理事長 緒方 哲 

 住所：宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500 番地 2                    
 役割：事業計画策定及び事業計画策定後の実施支援及び新たな需要開拓に関する事業支援 

  
日本政策金融公庫宮崎支店 
代表：支店長 松井 斎 

 住所：宮崎県宮崎市橘通東 3 丁目 6 番 30 号 
役割：経営発達支援事業実施に伴う融資制度の活用及び支援事例等に関する情報交換 

 
宮崎県中小企業団体中央会 

代表：会長 堀之内 芳久 
 住所：宮崎市松橋 2 丁目 4 番 31 号    
役割：新たな需要開拓に関する情報収集 

 

宮崎県商工会議所連合会(宮崎県事業承継ネットワーク、宮崎県事業引継ぎ支援センター)  

代 表：会頭 米良 充典 

 住 所：宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 7階  

役 割：経営状況の分析及び事業計画策定並びに事業計画策定後の実施支援に伴う事業支援 

  
西都地区建築業協会 

代表：会長 斎藤 交宜 
 住所：宮崎県西都市大字妻 1538 番地   
 役割：新たな需要開拓に関する情報収集及び協力 
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連携体制図等 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西都市三財商工会 

小規模事業者の持続的成長・発展 

伴 

走 
 

支 

援 

西都市 

（支援事業全般） 

宮崎県商工会連合会 

（支援事業全般） 

 

宮崎県産業振興機構 

（事業計画策定＆ 

需要開拓） 

宮崎県商工会議所

連合会 

（経営分析・事業計    

  画策定支援等） 

宮崎県中小企業 

団体中央会 

（需要開拓に関する 

情報収集） 

日本政策金融公庫 

（支援事例等情報交換＆ 

   融資制度利用） 

 

西都地区建築業協会 

（需要開拓に関する 

情報収集＆協力） 
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