
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
田野町商工会（法人番号 9350005000951 ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 

田野町商工会の小規模事業者は、数の上ではほぼ横ばいで推移しているが、これを

取り巻く様々な内外の要因から、売上減少や後継者不足などの諸問題に直面してい

る。このような状況下において、田野町商工会は、町内唯一の総合経済団体として、

市行政や金融機関などの関係機関と連携強化し、経営力の強化や支援策の普及・浸透

を図りながら小規模事業者の持続的発展に繋がるよう支援事業を実施する。具体的に

は下記の目標を定める。 

（１）小規模事業者の経営力強化 

（２）小規模事業者の事業承継の促進(後継者及び創業者の育成) 

（３）地域資源を活用した新たな需要開拓支援 

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）中小企業経営実態調査の実施 

（２）既存経済動向調査の活用 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）ＰＥＳＴ分析・ＳＷＯＴ分析等の手法を活用した経営分析の実施 

（２）外部専門家や関係機関と連携した経営分析の実施 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）外部専門家や関係機関と連携した事業計画策定支援の実施 

（２）事業計画策定支援セミナーの開催 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）計画的・定期的な巡回による事業計画策定後のフォローアップの実施 

（２）外部専門家や関係機関と連携した事業計画策定後の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】 

（１）需要動向調査の対象事業者及び商品選定 

（２）選定した商品に関する需要動向調査の実施 

（３）需要動向調査結果の活用 

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）田野町内消費者向けの需要開拓 

（２）販路開拓セミナーの実施 

（３）商談会・展示会の参加支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（１）田野町シール会の育成強化を図り購買力増加の取り組みを推進する。 
（２）まちづくり協議会及び田野もりあげる研究所との連携強化による商店街

活性化の取り組み 
（３）農業遺産研究会とタイアップした観光開発への取り組み 

連絡先 

名 称 ：田野町商工会 

住 所 ：〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙 9418 番地 1 

電 話 ：0985-86-0133 F A X ：0985-86-0428 

U R L ：http://www.miya-shoko.or.jp/tano/ 

E-mail：tano@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 

Ⅰ 田野町の現状と課題 

１ 田野町の現状  

（１）概 要 

   田野町は、宮崎市の南西部に位置し、南に鰐塚山を望み、西は都城市と接する、東西約14km、南北 

約14kmの区域で、総面積は約108.3平方kmを有し、農業と誘致企業を中心に、都市化が進んできた地域 

である。 

中心部を国道(269号線)と日豊本線が横断し、東九州自動車道田野インターチェンジが設けられ、 

宮崎港や宮崎空港などへの接続に優れ、宮崎市役所まで車で30分、宮崎空港まで車で30分など、交通 

アクセスが整っている。 

平成 18年 1月宮崎市と合併し、宮崎市田野町となる。合併前は区域内を東・西・南・北・中央の 

５地区に分け、各地区の自治公民館を単位とした活動(清掃・運動会・まつり等)を展開してきた。 

平成 19年 3月市民と行政が協働して田野区域のまちづくりに取り組むための「田野まちづくり 

協議会連絡会議」を設置し、この組織を基盤として住民自らが地域づくりに取り組んでいる。 
 

【田野町の位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（２）田野町の人口等の状況 

   人口は昭和45年の約9,800人以降年々増加していたが、平成7年の約12,400人をピークに減少に転じ 

平成24年には約11,300人となった。また、65歳以上の老齢人口割合は年々増加しており、平成18年 

に22.1％だった老齢人口割合は、平成24年には24.5％と、高齢化が進んでいる。 

 

表1【人口の推移】                             （単位：人） 

 平成24年4月1日 平成25年4月1日 平成26年4月1日 平成27年4月1日 平成28年4月1日 

田野管内 

人口 
11,300 11,287 10,878 10,787 10,726 

11,300 11,287
10,878 10,787 10,726

H24/4/1 H25/4/1 H26/4/1 H27/4/1 H28/4/1

田野町管内人口推移

（出典：宮崎県商工会連合会 商工会実態調査報告書） 
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(３) 田野町の産業 

宮崎市が平成２２年度の国勢調査をもとにまとめた産業別従事者の数と割合は、第１次産業が 

1,146人(22%)、第２次産業が1,446人(27%)、第３次産業が2,708人(51%)となっている。以下、田野地 

域の産業別の特徴を概説する。 

1)田野町の農業 

田野町は農業が基幹産業となり、稲作を基盤に肥沃な畑地では漬物大根・里芋・葉タバコ・お茶 

等が生産されており、肉用牛畜産なども発展している。 

①農家一戸あたりの生産額は県内一 

②干し大根（漬物用大根）の生産は日本一 

③葉たばこの耕作面積は日本一 

  また、干し大根は乾燥に適した天日と鰐塚山から吹き降ろす風(わにつかおろし)のおかげで干

し大根の生産が日本一であり、その大根を天日干しにする「大根やぐら」が冬の風物詩となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

2)田野町の林業 

田野町の山林のうち、国有林は盆地周辺の山岳地帯のほとんどを占め、北部は宮崎大学の演習

林となっている。気候が四季を通して温暖多雨であることからスギの生育に絶好の条件を満たし

ており、スギを中心とした造林用苗木の生産が盛んである。 

3) 田野町の工業     

  田野町は干し大根の生産日本一をはじめ、農家一戸当たりの生産額が県内一という特徴を生か 

した農産物加工品の生産が盛んで、お茶製造会社や漬物製造会社が点在している。 

また、誘致企業を立地するために、前平工業団地、築地原工業団地、田野西工業団地、ハイテ

クランド尾脇の４つ工業団地がある。昭和45年以来現在45社を超える企業が進出し、「あふれる

自然と工業を調和させたまちづくり」が進められている。  

4) 田野町の商業 

   田野町の商業地は、鉄道開通前は学ノ木地区周辺が中心でありましたが、鉄道開通後は学ノ木

から田野駅前まで商業地が拡大し商店街が形成され、最盛期には映画館も存在し、歳末大売出

しも盛大に開催されていた。 

 

２ 田野町の商工業の現状と課題 

 （１）商工業の現状 

   田野町内の商業地は、田野駅から学ノ木(田野支所前経由)市道周辺及び旧国道２６９号線周辺と新 

国道２６９号線梅谷バイパス周辺の３か所に分かれている。 

かつて商店街だった田野駅から学ノ木(田野支所前経由)までの店舗は、昭和４９年には約５１店あ 

ったが平成２７年には約２４店となり４１年間で半減した。しかし１０店程度は、昭和４９年から現 

在も残っている。 

   商店街の衰退の原因は 1.商店街に駐車場がない。2.国道２６９号線が移動したことにより店舗が移 

転した。3.モータリーゼーションにより宮崎市や都城市へのアクセスが便利になったこと等がある。 

   新国道２６９号線沿いには、ホテル１店、物産館３店、コンビニエンスストアー３店、飲食店３店 

ホームセンター１店など、アクセスが便利になったことで店舗が増加している。 

田野町内の農産物製造業は、昭和６２年には漬物製造業者が７事業所、お茶製造業者４事業所存在 

したが、現在は漬物製造業者４社、お茶製造業者２社となっている。 

    田野町商工業者及び小規模事業者の推移をみてみると、平成２４年度と比べて平成２８年度は、 
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卸売業・小売業が減少しているものの、その他サービス業が増加しているため、商工業者及び小規 

模事業者全体としては、ほぼ横ばい状態である。しかし、近年、新規創業者や独立創業者が増えて 

はいるが、高齢化が進み後継者不足が進んでいることから商工業者及び商工会員が減し経営環境が 

厳しくなることが予想されるので経営支援を講じていく必要がある。 

 

表 2【田野町商工業者数・小規模事業者数の推移】            （単位：人） 

業種 

 

年度 

建設業 製造業 
卸売業 

小売業 

サ ー ビ ス 業 

その他 合 計 
小規模 

事業者 
飲  食 

宿  泊 

そ の 他 

サービス 

平成 24年度 118 48 89 36 57 13 361 322 

平成 25年度 116 48 90 35 58 13 360 321 

平成 26年度 111 51 87 33 58 12 352 323 

平成 27年度 114 49 84 34 63 14 358 318 

平成 28年度 118 49 83 35 64 14 363 322 

増減(H28-H24) 0 +1 -6 -1 +7 +1 +2 0 

 

（２）商工業の課題 

1)商業の課題 

宮崎市では平成 25年 3月に策定した第四次総合計画(H25～H29)において「商業地に活気があり、 

にぎわっている」という個別目標を掲げ、商工会等と連携してプレミア商品券の発行や道の駅での地 

元産品の販売促進などの消費喚起策やにぎわい創出に努めている。 

宮崎市全体では小売吸引力はほぼ計画通りであるが、年間商品販売額(小売+卸売)は平成 27年度目 

標に 961億円及ばず、逆に平成 23年度より 869億円減少している。要因としては、景気の低迷、ネ 

ット通販の増加、平成 28年 4月に発生した熊本地震に伴う観光入込客の減少など地方消費に及ぼす 

マイナスの影響が大きかったと分析している。 

   本商工会地域の商業も同様の課題を抱えているが、宮崎市全体の評価はイオンや百貨店などの大型 
集客施設や複数の商店街を抱える宮崎市中心部が含まれることから、宮崎市南西の周辺部に位置する 
本商工会地域の商業は宮崎市中心部との競争にも耐えなければならない。 
2)工業の課題 

同じく第四次総合計画では、「技術力をもった工業が盛んで様々な製品が製造されている」という 

個別目標を掲げ、設備投資助成制度の創設などの支援を行っている。製造品出荷額、粗付加価値額と 

もに計画どおり推移しているが、課題は、製造拠点と消費地の時間距離が遠いことによる高い輸送コ 

ストが価格競争力を弱めていること、それをカバーする高付加価値を生み出すためには、最新の加工 

機械や加工スキルの確保が必要であるが、資金力が課題である。 

本商工会地域には、特産の大根を原料とする漬物加工品を製造する農産加工業者が 4社あるが、前 

述のとおり設備や技術力確保のみならず商品開発や販路開拓等経営全般に亘る伴走型の支援が必要 

である。 

3)前述 1)、2)のとおり業種別の課題に加え小規模事業者に共通する経営課題が以下のとおりある。 

 

課題① 【経営力の強化】 

 田野町の小規模事業者は経験などに頼った経営を行ってきおり、目まぐるしい環境の変化に対応 

できる経営手法は経験不足であることから、経営分析や経営計画の策定による経営力の強化が重 

要な課題である。 

課題② 【高齢化社会に対する対応の強化】 

   今後さらに進む少子高齢化社会に伴い、人口減少に伴う域内需要の減退などを見据えた環境変化 
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に対応できる経営体質の改善が必要である。 

課題③ 【後継者等人材育成の強化】 

事業の継続性を確保するには経営基盤を強固にすることのみならず後継者もしくは事業の引継ぎ先 

を確保する必要があるが、事業引継ぎは小規模な事業所ではよほど企業価値が高くないと相手を探すこ 

とは難しい。小規模事業者の数を維持するには後継者の育成に重点的に取組む必要がある。 

 

３ 田野町の商工業振興の方針(宮崎市資料抜粋) 

宮崎市が平成２５年３月に策定した「第四次宮崎市総合計画」（改訂版：平成２５年度～平成２９ 

年度）では、将来の都市像として「活力と緑あふれる太陽都市…みやざき…」～次世代へつなぐまち 

づくり～を掲げ、その中で、「活力があふれ、いきいきと働けるまち」を基本目標に、「宮崎の特色を 

生かした産業のまち」「活力ある商工業が育つまち」「働きやすく働きがいのあるまち」の３つが重点 

目標として掲げられている。 

その中のひとつ、「活力ある商工業が育つまち」として、以下３項目を個別目標にしている。 

1) 商業地に活気があり、にぎわっている 

2) 技術力をもった工業が盛んで、様々な製品が製造されている 

3) 流通・物流の機能が充実している 

 

加えて主要な施策として、以下８項目が掲げられている。 

① 経営基盤の強化 

② 商店街の活性化 

③ 人材及び組織の育成 

④ 地域資源を生かした新たな価値の創出 

⑤ 業種を越えた連携の強化 

⑥ 産業情報の発信 

⑦ 起業、創業への支援 

⑧ 流通ネットワークの充実    

 

一方、当計画の総合計画戦略プロジェクトでは、基本方針のひとつに、「元気な宮崎づくり」を掲 

げ、この中で、雇用の創出、地域経済の活性化への取組が重要だとして、雇用の受け皿となる企業誘 

致の推進、限られた経営資源を重点的に投資することにより、各産業の振興を図るとしている。また、 

当計画では３つの戦略プロジェクトとして、「将来を担う”ひと”づくり」、「地域の“きずな”づく 

り」、「“げんき”なまちづくり」を掲げており、その中の「“げんき”なまちづくり」では、地域産 

業振興の方向として、「豊富な農林水産資源を生かし、加工食品の製造や販売、農商工連携による経 

営の多角化や商品の販路拡大により、多様なニーズに対応するなど、その付加価値を高める取組」、 

「地元の素材を生かした安全、安心で魅力ある食の提供や、スポーツを生かした取組により交流人口 

を増やしていく事業の展開」、「雇用の創出や所得の向上を図るとともに、地域資源を生かした産業を 

振興するなど、地域経済を活性化する取組」が重要だとしている。    

 本会としては、上記①から⑧に掲げられている宮崎市の商工業振興の方針に沿って小規模事業者の維持発 

展に努める使命があるが、本会の限られた人材や財政の中で支援効率を高めるため、本計画の期間にお 

いては小規模事業者の経営力強化や事業承継の促進および地域資源を活用した新たな需要開拓支援を 

中心に支援を行う。 
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４ 田野町商工会のこれまでの取り組み 

本会は経営改善普及事業を通じて、長年小規模事業者の経営改善を支援してきた。 

支援の手法としては、経営指導員や専門家による個別相談、セミナーの開催、経営情報の収集・提供な 

どのノウハウを活用し、遂行にあたっては、宮崎商工会議所や市内 4商工会並びに行政や他の支援機関と連

携した支援を行い、管内小規模事業者の経営を支えてきた。また、その過程で本会の支援ノウハウも蓄積さ

れてきた。 

 しかしながら、製造業や建設業などの技術的分野の支援が弱いこと、相談を受けて都度支援する単発的な

支援が多いこと、管内全小規模事業者をカバーし切れていないことなど、課題も多い。 

 本経営発達支援計画においては、関連する商工団体や行政等との連携をさらに強化して本会の弱点をカバ

ーしながら個社の支援を強力に推進していく必要がある。 

 

Ⅱ 中長期的な小規規模事業者の振興のあり方 

１ 商工会としての小規模事業者への中長期的な支援のあり方 

  本町に限らず他の市町村でも同じだが人口の減少、高齢化が進んでいる。また、インターネットや 

SNS等の普及により消費者の消費行動も変化してきており、ネット通販などが売上を伸ばしている。 

商工会地域ではこのような変化に対応できない商業者も多く需給のミスマッチが顕著になっている。 

 このように社会経済環境が変化している中で、商工会は小規模事業者に対する支援の在り方を見直 

す必要がある。既存の支援は税務・金融・労務などの基礎的な支援が多かったが、最近は、経営革新 

や農商工連携、持続化補助金など事業者の前向きな取組の支援が増えてきている。しかしながら、単 

発で伴走型の支援とは言えない。 

今後は、「小規模事業者のやる気を引き出して自主的に経営発達に取り組むよう継続的にバックアッ 

プする」という基本姿勢のもと様々な支援策を組み合わせて提供する。 

 

２ 経営発達支援事業計画の目標 

   前項の支援のあり方を実現するために、次の目標を設定する。 

 

(1)小規模事業者の経営力強化、「やる気のある小規模事業者」の育成 

 目まぐるしく変化する経営環境を正しく把握して計画的な経営に臨むことが経営力強化に必要で 

あり、その中から、経営革新や農商工連携その他新たな事業に取り組む小規模事業者を掘り起こして 

育成していく。 

  

 (2)事業承継の促進 

   平成 28年 12月に中小企業庁が策定した「事業承継ガイドライン」によれば、平成 27年までの 

過去 20 年間で経営者の交代率は 5%から 2.46%に低下し、経営者の年齢のピークは 47歳から 66歳に 

なっている。個人経営者の 70%が廃業を考えており、そのうち 28.6%が「子供に継ぐ意思がない」「子 

供がいない」という理由をあげている。事業承継は後継者の育成期間を含めて準備に 5年から 10年 

かかるので今から取り組む必要がある。 

 

(3)地域資源を活用した新たな需要開拓支援 

   本町は農業が盛んであるがほとんどが素材のまま出荷され、地元で加工し付加価値を高める仕組み

が弱い。しかし漬物大根については「漬物の町田野町」というブランドが定着しており、町内 4社の

加工業者が支えている。今後は宮崎県や宮崎市等の施策を活用して、新商品開発、海外展開も含めた 

  新たな販路開拓の支援などを行う。 
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 ３ 目標達成に向けた取組方針 

(1)小規模事業者の伴走型の支援体制の確立 

 目まぐるしく変化する経営環境を正しく把握して計画的な経営に臨むことが小規模事業者の経営 

基盤強化に必要であり、情報の提供、計画の策定・実行、新たな取組みへの挑戦など一連の支援を継 

続して提供する。支援内容について職員が交代してもほぼ同じ方針で前レベル以上の支援が継続でき 

るような体制を構築する。そのツールとして、支援計画書(支援内容、工程表、担当者)を作成して 

計画的な支援を行う。 

 

 (2)小規模事業者に対する定期的な情報提供 

   環境変化に疎い小規模事業者も多いことから、地域経済動向や業界動向も新商品・新サービス情報 

等を収集して提供する。また、他の支援機関の情報や県連のメールサービスなども活用して情報の 

幅を広げていく。その過程で、「やる気のある小規模事業者」の掘起しも進める。 

 

(3)関連する支援機関等との連携支援 

      構成割合は商工会によって差があるが、ほぼ全業種の小規模事業者が揃っている。また、経営規模 

は小さくても全国あるいは海外に展開するような小規模事業者も存在することから、支援ニーズは 

多岐に亘り、高度に専門的な内容もある。そのため、商工会単独よりも複数の支援機関と連携した 

支援が必要であり、かつ効果的である。 

  

 (4)支援する職員の支援能力向上の取組 

      商工会が行う支援は、担当者の知識や「やる気」など人的な資質に依存していることから、常に研 

修や自主的な学習を通じて維持しかつレベルアップを図る。 
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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～平成３６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】 

（１）現状と課題 

これまでの経済動向調査は、小規模事業者の中小企業経営実態・ニーズ調査や経営相談時において 

各事業所の景況感などをヒアリングし情報収集を行っているが、情報提供は行っておらず経営支援に 

は活用できていない。 

今後は継続的に地域内外の経済動向調査を行い、その結果を小規模事業者の的確な支援に活用する 

必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①中小企業経営実態調査の実施 

田野町内の小規模事業者の経営実態と商工会への支援ニーズを把握するため、小規模事業者を 

対象に業種別にランダムに抽出した３０社に対し中小企業経営実態調査を年１回実施する。 

 

(対象企業数) 

業 種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 

件 数 5社 4社 １社 １０社 4社 6社 

 

(調査方法・活用方法) 

①調 査 方 法 

  ・経営指導員、経営・情報支援員等の職員による巡回・窓口相談時のヒアリング及び調査票

の配付・回収 

②調 査 項 目 

・景況(売上高、採算(経常利益)、資金繰り、業況)  

・商工会への支援ニーズ 

③集計・分析 

・商工会への支援ニーズ調査は、商工会で集計整理する。 

・景況データは外部調査会社と協力して集計分析のうえ報告書を作成する。 

なお、分析に当たっては、以下の公表データと商工会への支援ニーズ調査結果も参考と 

する。 

④参考とする公表データ 

・中小企業景気動向調査報告書・宮崎県版(全国商工会連合会) 

・宮崎県経済の動き(宮崎県) 

⑤活 用 方 法 

・調査対象小規模事業者へのフィードバック 

・経営状況分析、事業計画策定の業種別基礎データとしての活用 

⑥分析結果周知方法 

・田野町商工会ホームページへの掲載 

           広く周知する目的で宮崎市や関連団体のホームページとのリンクも促進する。 

・田野町商工会報への掲載 

・田野町商工会内の施策情報コーナーでの閲覧 
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（３）数値目標 

 

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、小規模事業者の経営分析については、金融相談や決算指導時に簡易的な財務分析を行 

ってきたが、経営課題を抽出し解決するまでには至らなかった。今後は、小規模事業者が持続的発 

展を図るために必要な事業計画策定などに活用できるよう小規模事業者が自らの経営状況を正しく 

把握できるスキルを習得させることが必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容    

経営指導員や経営・情報支援員などの職員による巡回相談・窓口相談により、今後、小規模事業 

者が持続的に発展するため経営分析の重要性を説明する。 

①財務分析については、全国商工会連合会のネットｄｅ記帳システムを利用している小規模事業者

に対して経営分析帳票(比較貸借対照表、比較損益計算書、月別売上実績表、損益分岐点図表、

経営分析レーダーチャート)を活用する。具体的な項目として、ア)売上総利益率(収益性)、イ)

流動比率(安全性)、ウ)１人当たり売上高(生産性)、エ)フリーキャッシュフロー(資金繰り)、オ)

損益分岐点売上高(損益分岐)を軸に財務分析を実施し、経営の課題などの問題を抽出し指導す

る。 

②経営分析については、ＰＥＳＴ分析（Ｐ：政治的環境要因、Ｅ：経済的環境要因、Ｓ：社会的環 

要因、Ｔ：技術的動向要因）、ファイブフォース分析（新規参入の脅威、既存競争企業間の敵関

係、供給業者の交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威）及び３Ｃ分析（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ：顧

客・市場、Ｃｏｍｐｅｔｉｔｏｒ：競合、Ｃｏｍｐａｎｙ：自社）また、ＳＷＯＴ分析(経営環

境分析で抽出した内容を強み・弱み（内部環境）と機会・脅威（外部環境）に整理する)の手法

を用いて、事業のプラス要因・マイナス要因を見出し今後の事業の可能性や方向性を検討する。 

また、複数の業種・業態の事業を兼務する事業者などより詳細な分析が必要となった場合は、各 

種専門家派遣事業(ミラサポ、よろず支援拠点等)の活用や宮崎県商工会連合会経営支援センター 

及び金融機関などの関係機関と連携して経営分析を行う。なお、経営分析の結果について、経営 

分析報告書を作成し、小規模事業者に経営改善を提案し事業計画策定に役立てる。 

 

（３）数値目標 

項   目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

経営分析件数 24社 24社 24社 24社 24社 

経営分析結果の 

フィードバック数 
24社 24社 24社 24社 24社 

   ※経営指導員 1名当たり 2社程度/月×12月(年間) 

 

 

 

 

項    目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

中小企業経営実態調査回数 １回 １回 １回 １回 １回 

中小企業経営実態調査企業数 30社 30社 30社 30社 30社 

対象事業所へのフィードバック 30社 30社 30社 30社 30社 

商工会 HPへの掲載 １回 １回 １回 １回 １回 

商工会報への掲載 １回 １回 １回 １回 １回 
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

経営改善普及事業において、小規模事業者や創業者の課題解決については、補助金申請や経営革 

新計画申請時、金融機関への融資申込及び条件変更等、創業支援時等といったように、支援要請が 

あった小規模事業者に対して適宜行っているだけに留まっている。 

今後は、小規模事業者の持続的発展のために自社の経営資源を有効活用した経営戦略や事業計画を 

    策定し事業計画に沿った経営を行うことが重要であり、伴走型の事業計画の策定支援が必要であ 

る。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①事業計画作成の意義・重要性の啓蒙 

経営指導員や経営・情報支援員などの職員による巡回相談・窓口相談などにより、経営分析や事 

業計画策定の重要性や必要性を説明し、小規模事業者の持続的発展に如何に必要かを伝える。 

②事業計画策定セミナーの開催 

経営分析を実施した全小規模事業者を対象に小規模事業者が自分で事業計画の策定ができる様、 

事業計画策定セミナーを年１回開催し、事業計画策定の重要性や必要性を説明しかつ事業計画策

定支援者の掘り起こしを行う。 

③事業計画の作成支援 

経営分析実施事業者を対象に経営指導員等が経営者から巡回ヒアリングを行い、経営分析結果や 

地域経済動向調査及び需要動向調査などの各種調査の分析を活用して、販路などを見据えた事業 

計画の作成を支援する。１社当たり 2回程度事業計画の作成支援を行う。 

④専門家の活用 

事業計画策定支援において、問題解決が必要なときは各種専門家派遣事業の活用や宮崎県商工会 

連合会経営支援センターや金融機関などの関係機関と連携して事業計画の策定支援を行う。 

 

（３）数値目標 

項      目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画策定事業者数 12社 12社 12社 12社 12社 

事業計画策定事業者支援回数 24回 24回 24回 24回 24回 

事業計画策定セミナー開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画策定セミナー参加人数 24名 24名 24名 24名 24名 

専門家派による策定支援回数 8回 8回 8回 8回 8回 

    

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 

これまで、事業計画策定後の実施の支援については、小規模事業者の巡回相談・窓口相談を通し 

   ての経営支援業務は行ってはいたが、伴走支援という継続的なものではなく単発的なものであっ 

た。 

また、現代社会では外部環境が目まぐるしく変わることから、計画と実績が乖離し計画通りに進 

   まないリスクが増大して行くことから、経営指導員や経営・情報支援員などの職員による定期的な 

巡回によるフォローアップが必要であり、関係金融機関や外部専門家と連携した取り組みも必要で 

ある。 
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（２）本計画において取り組む内容 

事業計画策定支援を実施した小規模事業者を対象に、経営指導員や経営・情報支援員等の職員に 

よる四半期に１回以上の計画的・定期的な巡回により、例えば、取引先の倒産や売掛金の回収遅延 

などにより計画が実施できなかった場合の原因の究明とその解消に向けた見直し案を柱とするロ 

ーリングプランの支援を行いフォローアップする。 

 

（３）数値目標 

項      目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

フォローアップ対象事業者数 12社 12社 12社 12社 12社 

フォローアップ延べ回数 48回 48回 48回 48回 48回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

需要動向調査については、田野町内の小規模事業者のほとんどが実施していない。商工会も一般 

的な情報を適宜提供しているだけである。そのため、事業者が作りたいものを作って販売するという 

だけのプロダクトアウト志向が強い。 

今後は、消費者ニーズを的確に捉えた商品開発やサービスの提供を行うため、マーケットインの考 

え方を小規模事業者に浸透させるためにも、需要動向調査に取り組む必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①対象小規模事業者と対象商品のピックアップ 

事業計画を策定する小規模事業者の中から需要動向調査を行う対象事業者及び商品の選定を行

う。地域的には農産物加工業者が多いことから地元農産物を加工する食品製造販売業者を優先

し、さらに「漬物」「調味料」「菓子」に絞り込んで３社３アイテム程度ピックアップする。な

お、将来的には事業計画策定事業者については希望する商品を需要動向調査の対象とできるよう

な体制を整える。 

②対象商品に対する消費者アンケート調査の実施 

選定した製品に関する需要動向調査を商工会が実施し、その動向調査の分析を関係機関や外部専

門家に依頼する。 

アンケート調査の会場は、町外から最も来客のある田野町太鼓フェスタ会場にて行う。 

アンケート調査の方法は、会場内に特設テントを構え、来場者に対して試食を行い、調査用紙へ

記入してもらう。 

サンプル数１００を回収するために、フェスタ出展者でお買物したお客に対し、事業者にアンケ

ート用紙を配付してもらい、特設テントの場所を説明していただく。 

また、来場者に声をかけるなどしてサンプル数１００の回収に努める。 

アンケート調査項目は、マーケティングミックスの４Ｐ（Ｐｒｏｄｕｃｔ：製品、Ｐｒｉｃｅ：

価格、Ｐｌａｃｅ：流通、Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ：プロモーション）を中心に市場規模や成長性と

いった項目を加味した a.味覚、b.価格、c.パッケージ、d.内容量、ｅ.におい、ｄ.見た目の良さ

ｅ.ネーミングとし、新たな需要開拓につながるものとする。 
③アンケートの分析方法・結果の活用方法 

回収したアンケートは専門家等と連携して消費者の商品に対する評価が読み取れるように整理 

分析する。需要動向調査の結果は、対象事業者に情報提供を行い、マーケットインの考え方に基 

づいた商品開発や既存商品のブラッシュアップに活用する。 

また、調査、分析後の結果は、事業計画策定時や新たな需要開拓への取り組みにおいて活用する。 
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（３）数値目標 

項 目 H31年度 H32年度 33年度 H34年度 H35年度 

対象事業者数 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

対象商品数/１社当り 1 ｱｲﾃﾑ ３アイテム ３アイテム ３アイテム ３アイテム ３アイテム 

アンケート調査実施回数 1回 1回 1回 1回 1回 

アンケート調査サンプル数 100枚 100 枚 100 枚 100 枚 100枚 

アンケート調査結果 

フィードバック数 
３社 ３社 ３社 ３社 ３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 

新たな需要開拓に寄与する事業については、小規模事業者に対して県内外で開催されている物産 

展及び商談会などについて、巡回訪問や窓口相談対応時や文書及びＦＡＸなど、また、研修会など 

を通して情報提供は行っていたが、バイヤーとの交渉方法などの取引に繋がるような支援はしてい 

なかったことから、商談会の参加件数や成約件数などは把握できていない。 

今後は、単なる情報発信に留まらず、小規模事業者が新たな需要開拓の重要性を認識し、需要開 

拓を進めるためには、本会も積極的に商談会や物産展へ同行するなどの伴走支援を行い成約へと結 

びつけることが必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 
田野町内の小規模事業者である加工食品製造販売業者の新商品などの販路開拓に繋げ、売上や利

益の向上を図るため、以下①から③のとおり田野町内需要開拓事業、販路開拓セミナーの開催、商

談会・展示会への参加支援に取り組む。なお、需要動向調査において商品化を支援した商品につい

ては、アンケート調査に基づくブラッシュアップを行い、事業者が想定している市場規模や商品特

性等に応じて田野町域から全国まで広いエリアの販路開拓まで支援する。 

①地場の物産販売所・スーパー及びイベントでのテスト販売(田野町内消費者向けの需要開拓) 

需要動向調査において商品化を支援した商品については、アンケート調査に基づくブラッシュア

ップを行い、町内の消費者へ新商品などの販路拡大と啓蒙を図るため、田野町太鼓フェスタ(毎

年 9 月第１土曜日開催)や田野物産館みちくさや地場のスーパーで販売ブースを設けてテスト販

売する。 

テスト販売において、商工会がブースを構え、事業者が新商品の試食をさせながら、ネーミング

や味などの感想をヒアリングし、商品ごとに明確な売り上げ目標を定めて結果を評価するととも

に、POP 等のディスプレイなどにも力を入れ、より多くの消費者に対して関心を持ってもらえる

よう工夫する。 

また、テスト販売で成果が出た商品を以下②販路開拓セミナーの開催を行い、③商談会・展示会

へ参加するための支援を行う。 

②販路開拓セミナーの開催 

小規模事業者である加工食品製造販売業者を対象に、外部専門家や関係機関を活用して販路開拓 

セミナーを開催する。内容は、商談会時におけるプレゼンシートの作成方法や商品のＰＲ方法、

展示会出展時の出展ブースの見せ方など成約に結び付ける実践的な内容とする。 

③商談会・展示会への参加支援(比較的広域的な販路開拓支援) 

小規模事業者である加工食品製造販売業者及び販路開拓セミナー参加者を対象に、宮崎県内外及

び海外への販路開拓を図るために、各地で開催される各商談会や展示会の情報提供を行うととも

に参加を促す。 

事前指導として、商談会・展示会の情報を収集し、出展手続きや商品提案書の作成支援、展示方

法の助言・指導、プレゼンシートの作成方法や商品のＰＲ方法など個別に助言を行い、当日は職

員が同行し展示や商品ＰＲを支援するとともに、事後については、必ず事業者とともに振り返り
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を行い、次回以降の商談会等に活かし、より成約に結び付けるような支援を実施する。 

 

 

［参加予定の商談会・展示会］ 

商談会名 

(開催地/開催期間) 
主    催    者 出展対象商品等 出展支援理由 

フードエキスポ 

九州 

（福岡市/2日間） 

Food EKPO Kyushu 実行委員

会(福岡県、福岡市、福岡

県商工会連合会等) 

九州産農林水産物、 

加工食品等 

県外及び海外への販路開

拓 

   ※昨年 10月開催 福岡市で開催されるバイヤーへの国内外食品商談会。 

147 社(国内 60社・海外 87 社)が出展し、来場者は 4,057名。 

［参加予定の商談会・展示会］ 

商談会名 

(開催地/開催期間) 
主    催    者 出展対象商品等 出展支援理由 

スーパーマーケット

トレードショー 

（千葉県/3日間） 

スーパーマーケットトレ

ードショー実行委員会 

(新日本スーパーマーケッ

ト協会等) 

農林水産物、加工食

品等 

県外及び海外への販路開

拓 

    ※昨年 展示商談(来場者 88,121 名) 個別相談会も同時開催。 

 

（３）数値目標 

①田野町内消費者向けの需要開拓 

項   目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

田野太鼓 

フェスタ出店社 

出店回数 １回 １回 １回 １回 １回 

出店業者数 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上目標 
(平均売上) 

１５万円 ２０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 

田野物産館 

みちくさ出店  

出店回数 １回 １回 １回 １回 １回 

出店業者数 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上目標 
(平均売上) 

１５万円 ２０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 

地場スーパー 

でのテスト販売  

出店回数 １回 １回 １回 １回 １回 

出店業者数 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上目標 
(平均売上) 

１５万円 ２０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 

 

②販路開拓セミナーの開催 

項   目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

販路開拓セミナー開催回数 1回 1回 1回 1回 1 回 

販路開拓セミナー参加事業者数 8者 8者 8者 8者 8 者 

 

③商談会・展示会への参加支援 

項   目 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

商談会等参加支援事業者数 3者 3者 3者 3者 3 者 

商談会等参加事前支援回数 3回 3回 3回 3回 3 回 

商談会等参加取引成約件数 3件 3件 3件 3件 3 件 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

１ 現状と課題 

本町の地域経済の活性化に対する取り組みについては、平成 27年度から実行委員会体制となり若者

が中心となって開催している「田野しっちゃが祭り」、民間と行政がタイアｯプして開催している「田野

町太鼓フェスタ」ＪＡ宮崎中央田野支店が主催する「ふれあい農業祭」などのイベントを開催している

が、農商工業が一体となった組織づくりが取組めていない。 

すべての祭りが町民参加型のイベントであるが、他団体との連携やＰＲが図れず、農商工を活かした 

イベントには繋がらず特産品の販売までには至っていない。また、商業・サービス業の活性化を図る 

中核組織である「田野町シール会」は消費者の地元購買促進活動としてポイントカード事業に取り組み、 

満杯ポイントによる観劇会などの招待イベントやポイント３倍セールなどを開催してきたが、発足当初 

２１店舗あった加盟店も現在では９店舗となり、イベントも年１回に留まっている。 

今後、小規模事業者が持続的に発展するためには、町内の小売業者やサービス業者などの売上向上に 

繋がるような事業の見直しが必要であり、地域経済の活性化を担う各種団体との連携が必要条件であ 

る。よって、イベントによる交流人口の増加や消費喚起策の実行など地域ぐるみの活動を通じて田野 

町地域内での資金循環を促進する仕組みづくりが課題である。 

 

２ 地域経済の活性化に資する取組 

 前述のような現状と課題を踏まえて、以下の取組みを行う。 

(1)田野町シール会の育成強化を図り購買力増加の取り組みを推進する。 

    田野町シール会の会員は現在小売業のみであり、田野町シール会を活性化するためには、小売業の

ほか飲食業やサービス業などの加盟店を増やす必要があるが、廃業や会員脱退により小規模事業者数

の減少が進み、田野町シール会にとっても組織の基盤をゆるがしかねない状況にある。 

このような中、町内での購買力は、依然として町外の大型店等へ流出し、町外資本の進出が続いてい

る状況であり、本町の小規模事業者は、ここ数年で淘汰されるのは時間の問題と思われ、なかなか有効

な手段が見あたらない状態にあり苦慮しているところである。 

   そこで、シール会と商工会商業部会とで、町内小規模事業者が一丸となった本町経済の活性化に寄

与する事業として、歳末の時期に町内消費者の利用促進並びに購買力の流出防止を図り併せて、消費

者の購買実態を捉え、今後の小規模店舗のあり方を模索するために連合歳末大売り出しを実施する。 

(2)まちづくり協議会及び田野もりあげる研究所との連携強化による商店街活性化の取り組み 

田野まちづくり協議会は、会社員、自営業者、団体職員など町内の有志約 140名組織される任意団

体であるが、社会教育、まちづくり、環境保全、地域安全などのテーマで毎月事業を実施している。   

また、田野もりあげる研究所は、田野町の歴史、文化、資源など地域固有の財産を活かした「まち 

づくり」を推進することを目的に、会社員、自営業者などにより設立された組織で、宮崎市の補助に 

よりワークショップ手法による世代間交流や地域の魅力発信事業等に取り組んでいる。 

組織の規模、活動テーマは異なるが、「まちづくり」、「地域活性化」という目標は同じであり、本

会活動の目的とも合致することから、ワークショップなどに参加して以下の事業に協力する。 

 ①田野地域の現状と課題の整理するためのアンケート調査事業 

②空き家・空き店舗・空地の利用事業や観光案内パンフ・マップ作成事業 

③情報発信拠点の整備を行い、観光・商業を発信する。 

 

(3)農業遺産研究会とタイアップした観光開発への取り組み 

   田野町の特産品である「干し大根」を作る大根やぐらは冬の風物詩になっているが、この資源を活 

かした取り組みを通じて、日本農業遺産認定を目指す協議会「日本一の干し大根と大根やぐら日本農 

業遺産推進協議会」が発足した。活動は宮崎市の補助金により、平成 30年 2月の日本農業遺産認定 
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申請に向けた調査や先進地視察、ロゴマーク作成ややぐらサミットの開催などが予定されている。 

協議会には本商工会も連携参加しており、大根やぐらの中で行う「婚活」イベントを実施したとこ 

ろである。このような地域全体の組織が参加した取組みにより、農産物のブランド化、観光客の誘致 

などが期待され、商工会としては、農産加工品のブランド化、域内消費の増加などにつなげる。 

 

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 

 小規模事業者の伴走型支援の実効性を高めるために次のような情報交換を行う。 

（１）宮崎市と市内５商工会との連絡会議での情報交換(年３回程度) 

   小規模事業者の政策的な経営支援を行っている宮崎市と支援を実施している他の商工団体と 

の意見交換を通じて本会の支援に活用するため、年 3回程度情報交換を行う。 

（２）日本政策金融公庫が主催する推薦団体連絡会議での情報交換(年１回) 

   小規模事業者の経営支援に不可欠な金融支援の情報収集と支援現場での課題報告を行うため、 

日本政策金融公庫が年 1回主催する推薦団体連絡会議に参加して情報交換を行う。 

 

 

（３）宮崎県商工会連合会が主催する認定商工会連絡会議での情報交換(年 3回) 

    経営発達支援事業を実施する他団体の遂行事例、課題などを収集して本会の計画遂行に活用す 

るため、経営発達支援計画認定後は県商工会連合会が年 3回開催する認定商工会連絡会議に参加 

する。 

    

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

  以下の研修等を通じて支援に関する知識や支援現場でのノウハウ等を学習し、支援する職員として 

の資質向上を図り、実践的なスキルに高めていく。 

 （１）宮崎県商工会連合会が開催する職種別研修に参加して支援ノウハウを習得する。(年３回程度) 

（２）専門家派遣事業に同行して専門的なノウハウを習得する。(月１回程度) 

（３）職員会議を開催して経営発達支援計画への取組状況や支援事例の報告を行う。(月１回) 

（４）経営支援ノウハウの共有方法 

支援の記録は経営カルテへの入力のみならず復命書や会議録などを作成して何時誰がどのよう 

  な対応をしたのか概要が分かるように記録保存し、支援の詳細は電子データ化できるものは電子 

  データ化して共有のフォルダに保存する。保存したデータはセキュリティを担保した上で他の職 

  員も随時利用できるようにし、職員が異動しても支援の継続性が維持できる体制を構築する。 

 

 

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 

 （１）本事業の評価は、宮崎県商工会連合会が設置する経営発達支援事業評価委員会を利用して 

年１回実施する。評価委員会の構成は次のとおり。 

区  分 所  属 

学識経験者 大学教授等 

中小企業診断士 

地方公共団体の職員 宮崎県 

関係団体の職員 日本政策金融公庫 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県商工会連合会 専務理事 
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（２）評価は本会が予め提出した自己評価報告書をもとに、評価委員会が事業内容等の確認評価を 

行い、改善すべき事項があればその助言を行う。 

（３）本会は、評価委員会の評価・助言を受けて、計画の見直し方針を理事会に報告し承認を受ける。 

（４）経営発達支援事業の実施状況、成果及び見直結果については、商工会ホームページに掲載して 

周知するとともに、商工会事務所に配置して公開する。 

 

 

事業評価及び見直しをするための仕組み 

 

 

 

 

 

 
A 計画改善(商工会) 

〇評価・見直しの方針決定 

    〇理事会への報告・承認 

 
D 計画実行(商工会) 
○実施状況 

○達成度・成果 

 
C 評価(評価委員会) 

○事業評価・チェック(検証) 

○アドバイス・助言 

 

 
P 計画策定(商工会) 

○事業計画の策定 

○目標設定 
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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 

   1)田野町商工会全体の組織体制 

①会員数 248名(普通会員 244名、定款会員 4名、賛助会員 0名) 

②部 会 商業部会、工業部会、サービス業部会、観光部会、青年部・女性部  

③役 員 13名(会長１名、副会長２名、理事８名、監事２名) 

    ④事務局   5名(事務局長 1名、経営指導員 1名、経営・情報支援員 2名、一般職員 1名) 

 

       2)経営発達支援事業の実施体制 

①役 員  会長１名、副会長２名、理事８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  事務局長 1名  経営指導員１名  経営・情報支援員１名 一般職員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 

 

（２）連絡先 

   名 称 ：田野町商工会 

住 所 ：〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙 9418番地 1 

ＴＥＬ ：0985-86-0133  FAX：0985-86-0428      

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

   Ｅ-mail：tano@miya-shoko.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） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

 

地域経済動向調査費 

  

事業計画策定費 

  

需要動向調査費 

  

需要開拓事業費 

  

地域経済活性化事業 

 

400 

 

400 

 

800 

 

800 

 

500 

 

 

 

 

 

400 

 

400 

 

800 

 

800 

 

500 

 

 

 

 

 

400 

 

400 

 

800 

 

800 

 

500 

 

 

 

 

 

400 

 

400 

 

800 

 

800 

 

500 

 

 

 

 

 

400 

 

400 

 

800 

 

800 

 

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、手数料、国庫補助金、県補助金、市補助金 

 

 

（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．地域経済動向調査 

   関係機関と連携して情報収集に努めるとともに、調査結果の分析・共有を図る。 

２．経営状況分析 

   関係機関や外部専門家と連携して、経営状況の分析を行う。 

３．事業計画策定 

   関係機関や外部専門家と連携して、事業計画策定及び事業計画策定支援セミナーを開催する。 

４．事業計画策定後の実施支援 

   関係機関や外部専門家と連携して、事業計画策定後のフォローアップを行う。  

５．需要動向調査 

   関係機関や外部専門家と連携して、需要動向調査を行う。 

６．需要開拓支援 

   関係機関や外部専門家と連携して、各種セミナーの開催や商談会への参加の支援を行う。 

連携者及びその役割 

 

 連携者の名称 代表者名 住所・連絡先 連携者の役割 

1 宮崎県商工会連合会 会 長 淵上 鉄一 
宮崎市松橋 2-4-31 

電話：0985-24-2055 

地域経済動向調査、経営

状況分析、事業計画策

定、事業計画策定後の実

施支援、需要動向調査、

需要開拓支援 

2 宮崎県 知 事 河野 俊嗣 
宮崎市橘通東 2-10-1 

電話：0985-26-7098 

地域経済動向調査、需要

開拓支援 

3 宮崎市 市 長 戸敷  正 
宮崎市橘通西 1-1-1 

電話：0985-25-2111 

地域経済動向調査、需要

動向調査、需要開拓支

援、創業支援、地域経済

活性化事業 

4 
㈱日本政策金融公庫 

宮崎支店 
支店長 松井  斎 

宮崎市橘通東 3-6-30 

電話：0985-23-3274 

事業計画の策定、事業計

画策定後の実施支援、創

業支援、金融支援 

5 ㈱宮崎銀行田野支店 支店長 川﨑 武博  
宮崎市田野町乙 9416-17 

電話：0985-86-1133 

事業計画の策定、事業計

画策定後の実施支援、創

業支援、金融支援 

6 ㈱宮崎太陽銀行田野支店 支店長 宮田 高明 
宮崎市田野町乙 7737-4 

電話：0985-86-3111 

事業計画の策定、事業計

画策定後の実施支援、創

業支援、金融支援 

7 南郷信用金庫田野支店 支店長 原  浩和 
宮崎市田野町甲 2877-14 

電話：0985-86-2333 

事業計画の策定、事業計

画策定後の実施支援、創

業支援、金融支援 

 

 

 

 



１９ 
 

 

 連携者の名称 代表者名 住所・連絡先 連携者の役割 

8 宮崎県信用保証協会 会 長 梅原 誠史 
宮崎市宮田町 2-23 

電話：0985-24-8251 

事業計画の策定、金融支

援 

9 
宮崎県 

商工会議所連合会 
会 頭 米良 充典 

宮崎市錦町 1-10   

電話:0985-22-2161 

事業計画策定、需要動向

調査、需要開拓事業 

10 
宮崎県 

中小企業団体中央会 
会 長 堀之内芳久 

宮崎市松橋 2-4-31 

電話:0985-24-4278 

需要動向調査、需要開拓

事業 

11 

公益財団法人 

宮崎県産業振興機構 

（よろず支援拠点） 
理事長 緒方  哲 

宮崎市佐土原町 

東上那珂 1650-2 

電話：0985-74-3850 

事業計画策定、事業計画

策定後の実施支援、需要

開拓事業、創業支援 

12 田野まちづくり協議会 会 長 松浦 繁盛 
宮崎市田野町乙 9419-1 

電話:0985-24-4278 
地域経済活性化事業 

13 田野もりあげる研究所 会 長 田原健一郎 

宮崎市田野町甲

3452-19 

電話：0985-86-2204 

地域経済動向調査 

地域経済活性化事業 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田野町商工会 
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