
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

北郷町商工会（法人番号 4350005004214） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域の強み活かしながら行政等と連携し、小規模事業者の経営力向上、需要開

拓等を図り、もって地域経済の活性化を目指すため以下の目標を定める。 

 １ 小規模事業者の売り上げ向上、利益の確保 

２ 地場農産物を使用したソウルフードの開発による観光関連事業者 

の活性化 

 ３ 観光客(宿泊客)の滞在意識・動向を把握することによる宿泊事業者 

   のサービス向上 

事業内容 

１ 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） 

   ・巡回、窓口による地区内小規模事業者の実態調査及び分析 

   ・調査結果を行政等に配布・本会ＨＰへの掲載 

（２）経営状況の分析に関すること（指針①） 

   ・経営状況の分析を希望する小規模事業者や宿泊事業者等を対象にＳＷ

ＯＴ分析と財務分析を行う。 

（３）事業計画の策定支援に関すること（指針②） 

・事業計画策定支援の実施 

・専門家派遣等個別経営支援の実施 

（４）事業計画の策定後の実施支援に関すること（指針②） 

・定期巡回及び外部支援機関との連携による事業計画策定後のフォロー 

支援の強化 

（５）需要動向調査に関すること（指針③） 

・観光関連産業の顧客ニーズ調査の実施及び分析 

・巡回指導等により分析結果を提供するとともに事業計画策定等に活用 

（６）新たな需要開拓に寄与する事業に関すること（指針④） 

・地場食材を使った郷土料理の開発支援 

・飲食店、旅館マップを作成し、商工会 HPへの掲載及び町内各世帯、県 

内道の駅に配布し販促活動を行う。 

２ 地域経済の活性化に資する取組 

 （１）道の駅建設計画対応として、商工会内委員会を設置し施設のコンセプ

ト等の検討 

（２）北郷産業まつり開催支援による事業者の販売機会の創出 

連絡先 

北郷町商工会 

〒889-2402 宮崎県日南市北郷町郷之原乙１７３８番地４ 

Tel : ０９８７－５５－３６３９  

Fax : ０９８７－５５－３０５８ 

URL : http://www.miya-shoko.or.jp/kitago-town/ 

E-mail : kitago-t@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 本町の現状と課題 

１.当地域の現状  

（１）概要 

    本町は平成の大合併により平成２１年３月に日南市・南郷町と新設合併し、（新）日南市 

の地域自治区となった町であり、宮崎県の南部、宮崎市から南に約３０㎞の内陸部に位置し、 

町域全体が山地となっており、幹線道路である県道２８号線が地域内を南北に貫いている。

本町は鰐塚山などの山々に三方を取り囲まれ、その中央部は鰐塚山に源を発する広渡川と 

黒荷田川が流れており、途中、数条の渓流を合わせながら、猪八重滝群から流れる猪八重川 

と合流し日南市街地を通って日向灘に注いでいる。 

また、町の総面積の約８８％は森林で、その大半は飫肥杉であり、このことから、森林に

囲まれた豊かな自然環境と北郷温泉郷は本町の観光資源の中心的存在となっており、日南市

に点在する他の観光名所や施設とストーリー

でつなぐ新たなネットワーク形成の一翼を担

うことが期待されている。 

 

（２）本町人口の状況 

    本町の人口は昭和３０年以降、都市部への 

流出が大きくなったこともあり、昭和５０年 

までの２０年間で約４０％大幅減少したが、 

昭和５０年から平成７年にかけて企業誘致に 

積極的に取り組まれたことにより、減少率は鈍 

化傾向をたどったものの、今日においては社会 

経済構造の変化に伴う人口流出と少子高齢化 

の流れのなかで、依然として減少傾向に歯止め 

がかからない状況にある。     

    ちなみに、平成１７年の国勢調査では５,０７３人であった町内人口は、日南市統計調査 

   によると、平成２５年４月では４，６０１人、同２６年４月では４,４８０人、同２７年４ 

月では４,４２６人、同２８年４月では４，３８５人、同２９年４月では４，１６３人と、 

年を追うごとに減少している。 

     

（３）本町の産業 

   本町の産業は第一次産業、中でも農業と林業を主要産業としており、この中の農業におい 

ては、豚、ブロイラーなどの畜産や野菜・花卉栽培が盛んに行われている。 

    しかしながら、農業、林業ともに、従事者の減少と高齢化により担い手不足が深刻になっ 

   てきているのが現状であり、今後は地域産業活性化の方策として、顧客のニーズを意識した 

六次産業化や農商工連携などによる地域産品の付加価値向上を図る取組が求められている。 

 一方、観光振興策として、点在する日南市の観光施設や観光資源を線でつなぐ観光振興計 

画が動いており、この中で、本町においては「北郷ゾーン」として、北郷温泉郷と森林資源 

に囲まれた豊かな自然環境を活かした、森林セラピー取組や農作物の収穫体験などを観光体 

験として組み入れた観光産業の活性化が図られている。 
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（４）当地域の商工業振興の方針 

  日南市が平成２７年３月に策定した日南市重点戦略プラン（平成２７年度～３１年度）で 

は、人口減少、少子高齢化、社会インフラの老朽化、長引く地方経済の低迷などにより、社 

会情勢が厳しさを増す中、限られた行政資源（ヒト、モノ、カネ）をどのようにまちづくり

に活かしていくのか、「選択と集中」を念頭に置いた取組を推進するとしている。 

その中で、商工業の振興については、顧客が望む価値を見出し、それを実現する製品やサ 

ービスを創り出す（「新しい需要＝客」）として、①新しいビジネスに挑戦する企業や起業家

を支援するハード・ソフト両面の環境づくり、②地域課題の解決や地域資源の活用につなが

るコミュニティビジネスの促進、③行政、金融機関、中小企業などの連携強化による地域産

業支援体制の充実、④顧客のニーズを意識した六次産業化や農商工連携などによる地域産品

の付加価値向上が重点施策として掲げられている。 

 

 ２.本町の商工業の現状と課題 

   少子高齢化の進展とともに過疎化が進行する中、交通網の整備により生活圏が拡大し、さら 

に周辺市街地の商業環境整備とともに購買力の流出に歯止めがかからない状況の中で、町内に 

おける商業は日用品や食料品等の最寄り品に限られた業態が中心となっている。加えて、企業 

内要因としての商店経営者の高齢化、後継者難、消費者ニーズの多様化、ネットビジネス拡大 

への対応など、課題は山積している。 

 また、工業面においては、過年度において積極的な企業誘致活動が行われたことにより、地 

域住民の雇用の受け皿として地域経済の活性化に貢献しているが、一方では、地域資源の活用 

による地場企業の振興については十分な対策が取られてこなかった側面もあり、今後、地域資 

源の掘り起こしや地域ブランドづくりへの取組が急がれる。 

 さらに、日南市観光振興計画では、特性ごとにゾーニングされた地域をストーリーでつなぐ 

新たなネットワークの形成を図るとしており、この中では、本町が持つ森林資源と温泉郷は 

重要な位置付けがされている。この意味でも、今後、その一翼を担う関連する観光事業者は、 

事業機会や顧客ニーズを捉えた事業計画の策定と需要開拓取組が必要であり、特に、本町小規 

模事業者の約１３％を占める飲食・宿泊事業者にあっては、体の健康と心の安らぎ・癒しを求 

めて森林セラピーと北郷温泉郷を求めて訪れる観光客に満足を与える、本町ならではの食材・ 

料理の提供やサービス向上を図ることが重要課題として挙げられる。 

   

  ○本町の商工業者の推移                     （単位：件） 
業   種 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

建 設 業  39 38 36 35 34 

製 造 業  26 26 30 30 29 

卸・小売業 25 24 25 24 24 

飲食業・宿泊業 12 12 16 15 16 

サ－ビス業 21 22 24 25 25 

そ の 他  10 11 11 11 11 

合  計  133 133 142 140 139 
         （出典：商工会実態調査報告書） 
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○本町の小規模事業者数（平成２９年３月３１日現在） 
建設業 製造業 卸・小売業 飲食業 サービス業 その他  計 

34 18 21 15 20 9 117 
（出典：商工会基幹システム） 

 
 

Ⅱ 中長期的な小規規模事業者の振興の在り方 

 １.商工会としての小規模事業者への中長期的な振興の在り方 

 本商工会では、これまで、金融支援や税務指導などの経営改善普及事業を中心に小規模事業 

者への経営支援にあたってきた。 

しかしながら、本町における小規模事業者数は、全体的には、ここ５年間はさほど減少はし 

ていないが、日常的な買い物の場としての小売業者とサービス業者は減少してきており、また、

製造業においては過年度、町行政の積極的な企業誘致活動により事業所数の顕著な減少は見ら

れないものの、地場の製造業の起業・創業は皆無に近い。 

このような状況の中、今後は、地に付いた産業の振興を図ることが重要であり、その方策と 

して本町の強みである地域資源としての温泉や森林浴を活かした商工業振興と観光業振興の 

面から、小規模事業者の成長を図る必要がある。 

   商工会として、今後地域小規模事業者に対する事業計画の策定、経営状況分析への取組及び

新たな販路開拓などへの取組支援を強化することにより、小規模事業者の持続的発展に向けた

経営力の向上を図る。 

 

２.経営発達支援事業計画の目標 

（１）地域小規模事業者の売り上げ向上、利益の確保 

   地域小規模事業者を取り巻く環境の変化に機動的に対応し、事業経営の持続的な成長を図

るためには、これまでの経営支援から一歩踏み込んだ伴走型の支援強化に取り組む必要があ

る。  

   具体的には、小規模事業者の経営実態調査を実施し、その上で、計数面及び経営環境面か

ら見た小規模事業者の経営状況の分析、需要動向を踏まえた事業計画策定支援及び策定後の

フォローアップ並びに需要開拓支援事業に取り組むことにより、地域小規模事業者の売り上

げ向上、利益の確保を図る。 

 

（２）地場農産物を使用したソウルフードの開発による観光関連事業者の活性化 

体の健康と心の安らぎ・癒しを求めて森林セラピーと北郷温泉郷を目的に本町を訪れる観

光客に、その店ならではの本町の食材を使った郷土料理を提供することによって、飲食事業

者や宿泊事業者の新たな需要の開拓に資する。 

 

（３）観光客（宿泊客）の滞在意識・動向を把握することによる宿泊事業者のサービス向上 

   観光事業における地域間競争や企業間競争が激化する中で、地域の特性や社会環境の変化 

を捉えたうえでの宿泊ニーズに沿った旅館等経営が重要視されることから、本計画において 

その動きを探り活かすことによって宿泊事業者の新たな需要の開拓に資する。 
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３．目標達成に向けた取組方針 

   中長期的な小規模事業者の振興の在り方を踏まえた本計画の目標達成に向けて、本経営発達

支援事業計画の実施、実行に当たっては、商工会の持つ経営資源、特に個々の経営指導員と経

営・情報支援員が保有する経営情報や、経営指導員等が行う小規模事業者への経営支援や地域

経済活性化への取組を通じて蓄積された経営や経済等に関する情報を整理、駆使かつ有効活用

を図りながら実施するとともに、日南市や管内金融機関をはじめ宮崎県産業振興機構などの他

の経営支援機関及び外部専門家との連携を強化し取り組むこととする。 

   また、これまでの小規模事業者に対する経営支援については、表面的・対処療法的な支援が

ほとんどであったが、本経営発達支援事業計画については、体系化された中で入り口から出口

まで、小規模事業者に寄り添った個社支援に取り組むこととする。 
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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３０年４月１日～平成３３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 

マクロ的な地域経済動向や県等の公的な機関が公表する各種調査資料・データについ 

     ては、事務局内資料として管理しているが、これに基づいた経営支援に活用できていな 

い。 

今後は、このような情報やデータを小規模事業者に対する経営支援の現場でいかにし

て活用するか、あるいはどのように提供していくかが課題としてある。 

また、地域内小規模事業者の経営実態についても、個別経営支援の中では把握されて

いるものの、現状では十分には把握できていないため、今後、その実態把握に努める必

要がある。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

① 本会独自の地域内経済動向調査の実施 

地域内経済の動向及び小規模事業者の経営実態の把握を行うため、商業・製造業・建

設業・サービス業・飲食業の業種ごとに地域内経済動向調査を実施する。 

調査方法は下記調査項目について、経営指導員等が窓口や巡回時にヒアリングにて実施

することに加え、町内金融機関にも協力を依頼し、より多くの企業の実態を把握する。 

集計及び分析は専門調査機関と連携して行う。 

分析結果は、本会ホームページや商工会窓口で閲覧可能な状態にするとともに、経営

指導員等の小規模事業者に対する的確な指導資料として、巡回指導や窓口相談時の経

営アドバイスに活かす。 

       また、本調査で得られた経営実態や地域経済の動向を踏まえ、次のステップとして、

経営状況分析や事業計画策定に反映させる。 

      

○調査項目：①売上高 ②資金繰り ③採算（経常利益） ④設備投資計画 

         ⑤雇用状況 ⑥経営課題 
      ○分析方法：全体的な分析に留まらず、業種別に調査項目に沿って分析する。 
 

② 中小企業景況調査結果の分析及び活用 

全国商工会連合会が毎年四半期ごとに実施し、本県版として宮崎県商工会連合会が 

発表する「中小企業景況調査報告書」（対象者：製造業、建設業、小売業、サービス業 

の計１５０企業）の中から、本町の商工業の大部分を占める製造業、小売業、サービ 

ス業について取りまとめ分析する。 

分析結果は、本会ホームページや商工会窓口で閲覧可能な状態にするとともに、巡 

回指導や窓口相談時の経営アドバイスに活かす。 

       また、本調査で得られた経営実態や地域経済の動向を踏まえ、次のステップとして、 

経営状況分析や事業計画策定に活用する。 
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○調査項目：①売上高 ②資金繰り ③採算（経常利益） ④設備投資 

○分析方法：全体的な分析に留まらず、業種別に調査項目に沿って分析する。 
 

（３） 数値目標  

① 独自に行う地域内経済動向調査回数及び調査１回当たりのサンプル数 
(単位 上段：回 下段：件） 

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

回 数 1 1 1 

サンプル数 ２０ ２０ ２０ 

 
② 中小企業景況調査結果の分析・周知回数                   (単位：回） 

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

回 数 ４ ４ ４ 

 ※年に４回、四半期ごとに実施 

 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

     現在、小規模事業者に対する経営状況の分析は、日本政策金融金庫の小規模企業等経営 

改善資金融資、普通貸付などの金融相談や各種補助金の申請に当たって実施しているに過 

ぎない。 

今後は必要に迫られての経営状況分析でなく、自企業の経営状態を把握するため定期的

に経営状況分析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 小規模事業者の経営状況分析に関する必要性を巡回訪問や窓口指導時において説明す 

るとともに、その取組を促していく。 

     

② 経営分析を希望する事業者に対して、財務分析と内部環境、外部環境分析を行い、高度、 

専門的な内容については、必要に応じて宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）の専門 

家活用や宮崎県の補助事業である中小企業等経営基盤強化支援事業（事務局：宮崎県商 

工会議所連合会）の専門家派遣制度を活用し経営分析を行う。 

分析する項目は、財務分析としては収益性分析（売上高経常利益率）、安全性分析（流 

動比率、当座比率）、損益分岐点分析を行い、併せてＳＷＯＴ分析を行う。 

 

③ 分析結果は、当該事業者に説明し、自企業の経営状況把握と経営課題の抽出に活用する。 

また抽出された経営課題については、事業計画策定に反映させるとともに、経営指導員等 

の定期的な巡回によって改善状況のチェックを行うなどきめ細やかな支援を行う。 
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（３）数値目標 

 

年 度 

 

平成 30年度 

 

平成 31年度 

 

平成 32年度 

 

経営分析件数    １２    １２     １２ 

 

 

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 

現在、小規模事業者に対する事業計画策定は、小規模事業者持続化補助金やものづくり 

補助金などの補助金申請の際に事業計画書の作成支援を行っているに過ぎない。 

しかしながら、現状策定件数は少ないため、今後は多くの小規模事業者に事業計画策定 

の必要性と重要性の理解を深めてもらうとともに、定期的な事業計画策定への取組を促し 

ていく必要がある。 

 

 

（２）本計画において取り組む内容 

小規模事業者の持続的な発展のため、地域経済の動向を把握し、需要動向を見据えた事

業計画策定支援に取り組む。 

支援対象は経営状況分析を実施した事業所として、需要開拓まで視野に入れた事業計画

を策定する。 

      また、計画策定支援に当たっては、中小企業等経営基盤強化支援事業（事務局：宮崎県

商工会議所連合会）の専門家派遣制度や宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）の専門家

支援を活用して、個々の小規模事業者の事業計画策定支援に取り組む。 

     

（３）数値目標 

 

支援内容 

 

平成 30年度 

 

平成 31年度 

 

平成 32年度 

 

事業計画策定事業者数 

 

６ ６ ６ 

 

事業計画策定事業者への指導回

数 

２４ ２４ ２４ 

 

 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

     現在、事業計画策定後の支援については、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金 

などの補助金申請の際に事業計画書の作成支援は行ってきたものの、その後におけるフォロ 

ーは行ってこなかった。 
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今後は、各補助金申請時の事業計画作成に係る策定後支援はもちろん、事業計画を策定し 

事業者に対して、定期的な巡回訪問によるフォローアップに取り組む必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

事業計画策定後は、四半期に一度、経営指導員等の定期的な巡回指導や窓口指導におい

て支援を行うことで、進捗状況の確認を行う。 

また、事業計画の実施に伴い、経営指導員等の対応が困難と思われる案件については、 

中小企業経営基盤強化支援事業や宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）の専門家派遣事 

業も活用し、事業実施段階で発生した経営課題の解決を図る。 

なお、事業計画策定を支援する中で、事業資金面において調達の必要性が生じた場合は、 

小規模事業者経営発達支援融資を活用する。 

 

（３）数値目標 

 

支援内容 

 

平成 30年度 

 

平成 31年度 

 

平成 32年度 

事業計画策定後のフ

ォローアップ事業者

数 

６ ６ ６ 

事業計画策定後のフ

ォローアップ回数 
２４ ２４ ２４ 
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 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(１) 現状と課題 

     小規模事業者が取り扱う商品やサービスに関しての消費者ニーズや買い手側の需要動向

について、これまでは、商工会窓口や経営指導員による巡回訪問などの機会を捉えて情報

提供をしているに過ぎず、経営支援事業としての需要動向調査は実施していないのが現状

である。 

     しかしながら、経営資源のひとつとしての「情報収集」は、近年目まぐるしく変化する

社会経済環境下にあって、その重要度はますます増してきており、この意味で、消費者ニ

ーズや買い手側の商品やサービスに対するニーズを的確に捉えたうえで、商品開発や新た

な需要創出のための取組を進める必要がある。 

 

  (２) 本計画において取り組む内容 

本町における旅館等の宿泊事業者や飲食事業者は、一般的に「待ち」の姿勢が多く、ど

ちらかというと長年の勘に頼ったサービスの提供や商品開発が多かったことから、今後は

時代や変化を先取りする「攻め」の経営への転換が重要だとして、そのための顧客ニーズ

を把握するため、旅館等への宿泊客と町内飲食事業者の役務や料理に関するアンケート調

査を実施する。 

 

① 調査方法 

町内旅館等の宿泊施設に宿泊する観光客及び町内飲食店利用者を対象に、年１回、秋 

の旅行シーズンに実施する。調査分析は調査専門機関に委託し取り組む。 

 

② 調査項目 

○ 宿泊客対象の調査 

・属性：年齢・性別・住所 

・旅行目的 

・観光行動：本町観光の理由・本町宿泊の理由・旅行手段 

・宿泊料金 

・おもてなし：接遇接客・料理 

 

○ 飲食店利用客 

・属性：年齢・性別・住所 

・来店動機 

・飲食料金 

・料理：味・素材など 

 

③ 分析方法 

調査後の分析は、宿泊客についてはホスピタリティを視点に、飲食店利用客について 

は料理に対する満足度を視点に分析し、併せて観光庁（国土交通省）の旅行・観光消費

動向調査や（一・社）日本フードサービス協会の外食産業市場動向調査を活用し分析を

行う。 
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④ 分析後の活用 

調査・分析後は、商工会経営指導員及び経営・情報支援員の巡回訪問のなかで、サー 

ビスの改善、見直しや、提供する料理・食材の改善、新メニュー開発のための経営情報

として提供するとともに、必要に応じて、宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）や宮

崎県中小企業等経営基盤強化事業による外部専門家派遣制度を活用し顧客満足度向上に

活かす。また調査結果は、事業計画策定時のデータとして活用し、併せてその後の需要

開拓取組に活かしていく。 

  

（３）数値目標 

    ① アンケート調査数                  (単位:枚) 

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

枚 数 １００ １００ １００ 

     

② 調査後の周知事業者数      

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

事業者数 １５ １５ １５ 

 

 

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 

     これまでの小規模事業者の販路拡大や新市場進出に関する支援については、販路開拓に 
関する補助金情報の提供や手続き助言、さらに食品製造業者などが生産する加工食品や特 
産品について、行政や他の商工団体などが開催する商談会や物産展などの開催情報の提供 
を経営指導員と経営・情報支援員の巡回訪問や窓口相談時などで周知し、また町内で開催 
される様々なイベントでは販売ブースを提供し支援を行ってきたに過ぎない。 
しかしながら、小規模事業者に寄り添った伴走型支援を行うには、地域経済動向調査や

需要動向調査の実施、それを踏まえての事業計画の策定、需要開拓支援という一連の流れ

の中で体系的な支援を行う必要がある。 
 
  （２) 本計画において取り組む内容 

   ① 地場食材を使った郷土料理の開発支援 

      本町は、日南市観光振興計画（平成２７年３月策定）の日南市観光ゾーニングでは、北

郷温泉郷と森林に囲まれた豊かな自然環境を活かした観光体験を提供する「北郷ゾーン」

として位置づけられている。このようなこともあり、温泉や森林セラピー体験を目的に多

くの観光客が本町を訪れているが、多種多様な農産物が生産されているにも関わらず、地

元食材を使った観光資源としての郷土料理を「売り」として提供されていないのが現状で

ある。 

      このため、本計画の需要動向調査により得られた情報や、観光庁（国土交通省）の旅行・

観光消費動向調査、（一・社）日本フードサービス協会の外食産業市場動向調査などを活

用するとともに、外部専門家や宮崎県産業振興機構（みやざきフードビジネス相談ステー
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ション）と連携し、地元産の良質な食材を使ったその店ならではの新たな郷土料理の開発

を支援する。 
    支援対象は、地元農産物等を使った新たな郷土料理の開発を行う飲食店及び旅館等の宿

泊事業者とし、毎年度飲食店から２店舗、宿泊業から２店舗を選定し、重点的に支援する。

支援先は年度内に最低１メニューを開発し、その新メニューが定番化（１日当たり提供数

５）していくよう支援する。 

新メニュー開発後は、その開発メニューの注文数または提供数を把握するため、毎月、

注文数等の報告を当該事業者に求め、その際、目標への未達が予見されるときは、開発メ

ニューのブラッシュアップと売り方や販促活動のあり方について他の支援機関や専門家

と連携し支援する。 

町内の各店舗が積極的に新メニュー、郷土料理を開発し提供することで、常に目新しさ

をＰＲでき町内への誘客や地産地消に繋がることが期待できる。 

また、優良なメニューについては、町内の飲食店、宿泊施設にレシピを公開し共有した

うえで各店オリジナルのアレンジを加えその店ならではの新たな郷土料理として再商品

化を行い、町内各飲食店、宿泊施設でそれぞれ提供することで相乗効果を生み、新たな郷

土料理としての定着を図りたい。 

新メニュー開発による増収効果の測定については、新メニュー投入前に客数と客単価の

目標値を設定して行う。 

                                                                          

  ② 飲食店・旅館マップの作製 

        本経営発達支援計画の経営状況の分析及び需要動向調査、事業計画策定、需要開拓事業

に取り組み、支援する町内飲食事業者と旅館等の宿泊事業者の需要開拓をさらに促進する

ため、その店や旅館等ならではの地元食材を使った郷土料理や旅館等における独自の宿泊

サービスに焦点を当てたマップを作製する。 

マップには町内の全飲食店１２事業者、全宿泊施設４事業者を掲載し、毎年度店舗への

ヒアリングを基に掲載内容の見直しを行うとともに、①で新たに開発した新メニューを追

加掲載していくことで、マップの陳腐化を防ぐとともに、リピーターの増加に繋げる。 

作製したマップは、商工会ホームページで紹介するほか、町内各世帯（１,８００世帯） 

への配布や宮崎県内の道の駅（１７か所）、観光案内所等への設置、町内イベント時の配 

布等を行い、町内店舗利用を促す。 

また、マップ作製後の顧客数の推移を把握するため、マップ作製後３か月程度、毎月、 

前年同月比の顧客数の報告を当該事業者に求め、その結果に沿って、次年度以降のマップ 

作製に繋ぐ。 

なお、マップ持参者への一定額割引などのキャンペーンを行うなど各店でマップ配布に 
よる集客効果を把握する方法を工夫して測定する。 
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（３）数値目標 
     ① 地場食材を使った郷土料理の開発支援 

     町内飲食店１２事業者、宿泊施設４事業者のうち、新商品開発に前向きな事業者を１０ 

事業者選定し、３か年計画で支援する。 

  平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

支援対象企業数（件） 
飲食店 ２ ２ ２ 

宿泊業 ２ ２ － 

支援対象企業への指導回数 

（１企業あたり） 
３ ３ ３ 

１企業あたり開発数（件） １ １ １ 

新メニューの１日当たり提供数（件） ５ ５ ５ 

各支援対象企業の新メニュー投入前

後の客数増加率目標(%) 
３％ ３％ ３％ 

各支援対象企業の新メニュー投入に

よる平均客単価の増加率目標(%) 
５％ ５％ ５％ 

     

②飲食店・旅館マップの作製（1種類）                

年 度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

作成回数 １回 1回 １回 

マップ掲載企業数 16 事業者 16 事業者 16 事業者 

マップ作製後の客

数増加企業数 
10 事業者 16 事業者 16 事業者 

      ※マップ掲載企業は、町内の全飲食店１２事業者、全宿泊施設４事業者。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．現状 

   商工会ではこれまで地域活性化事業として、「きたごう広渡まつり」「きたごう温泉まつり」 

  「花立公園桜まつり」「イルミネーション inきたごう」等に取り組んできたが、平成２１年の 

  合併を機に殆ど事業廃止を行い、唯一「きたごう広渡まつり」「きたごう温泉まつり」を合体 

  とした「北郷町産業まつり」を北郷町まちづくり協議会（自治会、商工会、JA、学校等で構成） 

主催で実施しており、商工会は出店者促進の役割を担っている。 

出展者数 約１００店舗、売上１０，０００千円、来場者数約２０，０００人のイベントで

あり本年で３３回を数える。 

また、本町では東九州自動車道（国直轄）の整備が進められており、日南・北郷間の開通が

平成２９年度に予定され北郷にインターが設置されることも決定している。これに伴い、日南

市では北郷インター周辺整備事業が進められている。 

 

２．地域経済の活性化に資する取組 

（１）北郷インター周辺整備事業（道の駅設置事業） 

 本商工会では、東九州自動車道の一部となる北郷インター周辺事業が、地域活性化の大き 

な柱（①交流人口の増加、定住人口の促進②町特産品等の販売促進）となることに鑑み、平 

成２６年度には「東九州自動車道北郷インターチェンジ周辺環境整備検討委員会」を立ち上

げ、検討の結果、平成２７年１月に本町地域経済活性化の柱として「道の駅」設置を日南市

に要望した。 

これを受けて、今年度、日南市当局においても、「道の駅北郷建設検討委員会」（本会 副

会長及び理事各１名が委員）が設置され、施設の建設場所について検討が進められている。 

このような状況を踏まえ、本商工会においては、平成２８年度から「東九州自動車道北郷

インターチェンジ周辺環境整備検討委員会」において、本町の小規模事業者が取り扱う商品

の販売機会の確保及び売り上げの向上に資するための道の駅の設置内容等の検討を行い、市

に対して意見、要請をしていくことにしている。  

 

   ○本商工会検討委員会における検討内容及び委員構成（予定） 

① 検討内容 

・顧客ニーズを意識した施設のコンセプト 

・施設の概要 

・他の類似施設との差別化 

・他の観光施設とのネットワーク化 など 

 

② 検討会構成員（予定） 

・北郷町商工会 

・北郷町まちづくり協議会 

・町内金融機関 

・日南市商工観光担当課 

・日南市観光協会 

・はまゆう農業協同組合 

      ・外部有識者、学識経験者 
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（２）北郷産業まつり 

本町として唯一地域の農林、商工の事業者が一堂に会して実施する北郷町産業まつり

は、本町小規模事業者が取り扱う地域産品の販売推進の面から地域経済効果と、にぎわい

創出の面からも大きいイベントであることから、今後も商工会は実質的運営団体として積

極的に取り組んでいく。 

     なお、これまでは出展者募集でだけの対応であったが、今後は本イベントが一過性のも 

のではなく出展する小規模事業者の売れる商品づくり、販路開拓につながるものとなるよ 

う内容の充実を図る。 

 

【内容の充実を図る取組】 

① 専門家による商品陳列・装飾等の事前指導を行う。 

② 展示・即売商品の評価のための来場者アンケート調査を実施する。 

③ 出展事業者に対して来場者アンケート調査結果を提供し、現商品の売れる商品への 

見直し、新商品の開発等を支援する（専門家派遣指導）。 

                        

            

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 

 （１）金融機関との連携 

地域経済の動向や市場動向、さらには企業を取り巻く金融情勢などについて、商工会で

不足している企業経営に関する情報を収集し、今後の小規模事業者に対する的確な指導が

行えるよう、地元金融機関である南郷信用金庫北郷支店及びＪＡはまゆう農業協同組合北

郷支所との情報交換会を四半期に 1回開催する。 

また、日本政策金融公庫宮崎支店の実務担当者との情報交換会を年１回開催し、この中

で、同公庫が取り扱う様々な小規模事業者に対する融資制度や、小規模事業者の資金需要

動向及び他地域における先進的な需要開拓の手法を習得することにより、経営指導員や経

営・情報支援員の経営支援力向上を図る。 

 

 （２）他の商工団体との連携 

経済環境が変化する中、小規模事業者が直面する経営課題は多様化、複雑化しており、

支援内容に応じて各種支援機関（宮崎県商工会連合会、宮崎県産業振興機構、宮崎県食品

開発センター、日本政策金融公庫、宮崎県商工会議所連合会等）と横断的に連携を図る必

要性が高まっているため、年１回以上情報交換を行う。商工会としては、様々な支援機関

のハブの役割を果たすとともに、高度かつ専門的な案件については、各支援機関に登録さ

れている専門家との連携を密にし、小規模事業者の経営力向上に繋げる。 

また、例えば油津港への大型客船の誘致など観光や行政対応等のうち小規模事業者の売

上等に影響する課題に対応するため、日南市内行政区にある南郷町商工会と日南商工会議

所との定期的情報交換会を四半期ごとに開催することで情報共有や連携を強化し、地域経

済の活性化に繋げる。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

      宮崎県商工会連合会主催の経営指導員や経営・情報支援員を対象にした研修会に加え、 

中小企業大学校の専門分野別研修の受講、さらには、全国商工会連合会のＷＥＢ研修など 

を受講することにより、専門性の高い経営支援スキル向上を図るとともに、創業支援や経 

営革新支援のための施策の活用法などを習得する。また、よろず支援拠点が開催する事例 

研修や日本政策金融公庫や地域金融機関が開催する経営セミナーにも参加して、小規模事 

業者の売り上げ向上と利益の確保に資する支援ノウハウの習得を図る。 

併せて、宮崎県の専門家派遣事業やよろず支援拠点コーディネーターの支援実施の際に 

は、経営指導員等が同行することによる実地で専門的な知識習得を図る。 

さらに、商工会内部においては、毎月１回勉強会を開催し、この中で事業者が抱える経営 

課題の共有と解決策を探り、次の経営支援に生かす。 

一方、小規模事業者に対する経営支援に係る経営状況分析の結果や経営課題別・分野別・ 

業種別の経営支援好事例などについては、紙ベースのファイル管理によるものだけでなく、 

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 

本事業の評価にあたっては、宮崎県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」を利用する。 

なお、外部評価委員会の委員は、次表のとおり。 

 

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 商工観光関係部署 担当者 

中小企業支援機関の職員 日本政策金融公庫 担当課 

宮崎県産業振興機構 担当課 

宮崎県商工会連合会役員 専務理事  

 

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報告書を外 

部評価委員会に提出する。 

 

② 外部評価委員会は、本会が提出した報告書をもとに、事業評価、チェックを行った後、改 

善すべき事項がある場合は、本会に対して助言等を行う。 

 

③ 本会は、外部評価委員会からの助言の結果を受けて、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。 

 

④ 理事会で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会にも報告する。 

 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については北郷町商工会のホームページにて計画期間中 

公表するとともに、本会事務所にも常設して閲覧可能な状態とする。 
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【事業の評価、見直しに関するスキーム図】 
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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２９年４月現在） 

（１）実施体制 

   ① 役員 

会長  １名 副会長 ２名   理事 １０名  監事 ２名   計 １５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 

   ② 事務局 

    経営指導員１名  経営・情報支援員１名   計２名 

⇒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 

   北郷町商工会 

住所：宮崎県日南市北郷町郷之原乙１７３８-４ 

TEL：０９８７-５５-３６３９  FAX：０９８７-５５-３０５８ 

   URL：http：//www.miya-shoko.or.jp/kitago-town/ 

   Ｅ－mail：kitago-t@miya-shoko.or.jp 

 

 

mailto:kitago-t@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） 

 
３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 920 720 720 

 

○地域経済動向調査   

 

○経営分析 

 

○事業計画策定・ 

 策定後支援 

 

○需要動向調査 

 需要開拓事業 

 

○地域経済活性化 

 

○資質向上 

10 

 

0 

 

100 

 

 

330 

 

 

480 

 

0 

10 

 

0 

 

100 

 

 

130 

 

 

480 

 

0 

 

10 

 

0 

 

100 

 

 

130 

 

 

480 

 

0 

 

（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 

町内金融機関と連携し本会独自の地域内経済動向調査を実施する。 

2.経営状況の分析 

外部専門家と連携し町内小規模事業者を対象に個別支援を行う。 

3.事業計画の策定及び事業計画策定後のフォローアップ支援 

外部専門家と連携し中長期的な視点からの事業計画策定支援を行うとともに、その後における 

実行支援を個社の進度に応じて行う。 

4.需要動向調査の実施 

市場調査専門機関と連携し需要動向調査を実施する。 

5.需要開拓に寄与する事業 

需要動向調査により得られた情報を基に宮崎県食品開発センターと宮崎県産業振興機構と連携

し郷土料理の開発支援を行う。 

 

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：地域経済動向調査、経営状況分析、事業計画の策定、需要動向調査、需要開拓事業等、 

経営発達支援計画事業全般にわたっての情報収集及び事業取組支援 

 

宮崎県  

代表：知事 河野 俊嗣  

住所：宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号  

 役割：経営発達支援事業実施に当たっての各種調査事業支援・情報提供       

 

日南市北郷町総合支所 

代表：支所長 伊東 利政                                          

 住所：宮崎県日南市北郷町郷之原乙１４７７番地 
 役割：地域経済動向調査及び需要動向調査協力、並びに事業計画策定支援（策定後支援を含む） 

に係る支援施策の活用 

 

宮崎県産業振興機構  

代表：理事長 緒方 哲 

 住所：宮崎県宮崎市佐土原町東那珂１６５００番地２ 
 役割：事業計画策定及び計画策定後支援に関する取組支援並びに専門家派遣制度の活用 
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宮崎県食品開発センター  

代表：所長 水谷 政美 

 住所：宮崎県宮崎市佐土原町東那珂１６５００番地２ 
 役割：需要開拓事業に関する郷土料理の開発に係る取組支援 

 

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：経営状況分析に係る情報収集、事業計画策定及び計画策定後における各融資制度の活用 

 

南郷信用金庫北郷支店  

代表：支店長 中村 浩一 

 住所：宮崎県日南市北郷町郷之原１４２９番地 
 役割：地域経済動向調査に関する情報収集 

 

はまゆう農業協同組合北郷支所  

代表：支所長 田中 通夫 

 住所：宮崎県日南市北郷町郷之原乙２０４５番地２ 
 役割：地域経済動向調査及び地場生産農産物に関する情報収集 

 

宮崎県商工会議所連合会  

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：事業計画策定及び計画策定後支援における専門家派遣制度の活用 
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連携体制図等 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

日南市北郷町総合支所 

【地域経済動向調査、需

要動向調査協力】 

日本政策金融公庫 

宮崎支店 

【経営状況分析、施

策情報収集】 

南郷信用金庫 

北郷支店 

【地域経済動向動

調査】 

ＪＡはまゆう農業協同 

組合北郷支所 

【地域経済動向調査】 
宮崎県商工会連合会 

【経営発達支援計画 

事業全般】 

 

宮崎県商工会議所 

連合会 

【需要開拓支援、事業計画

策定】 

宮崎県産業振興機構 

（よろず支援拠点） 

（みやざきフードビジネ

ス相談ステーション） 

【事業計画策定・策定後支

援】 

宮崎県食品開発センター 

【需要開拓支援】 

 

北郷町 

商工会 

地域小規模事業者の経営基

盤強化及び経営力向上 

宮崎県 

【各種調査事業支援 

・情報提供】 
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