
経営発達支援計画の概要 

実施者名 南郷町商工会（法人番号 1350005004258） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

既存事業に加えて、本事業計画を通して伴走型支援を行い小規模事業

者の安定した事業基盤を確立し持続的発展を図るため、「町内小規模事

業者の経営力向上」と「地域の関係機関と緊密な連携体制の構築」を重

点的な目標として取り組み、小規模事業者の業績向上に繋げる。また、

「地域資源のブランディング」を通して南郷町の地域活性化に取り組み、

新規観光客誘致、リピーターの増加を図り町全体に活気を蘇らせる。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

（１）地域経済動向調査事業 

①地域経済に関する調査の実施  

②金融機関等からの情報収集 

（２）経営状況の分析 

 ①経営分析セミナーの開催  

②経営分析の実施  

③マーケティング分析の実施 
（３）事業計画の策定 

 ①事業計画作成セミナーの開催及び事業計画書の策定支援 

②創業・第二創業支援に伴う事業計画策定支援 

（４）事業計画策定後の実施支援 

 ①巡回等によるフォローアップ 

②創業予定者及び創業者に対するフォローアップ 

③フォローアップミーティングの実施 

④小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 
（５）需要動向調査 

 ①地域住民や観光客が求める商品・サービスのアンケート調査 

②観光関連業者との意見交換会 

（６）新たな販路開拓 

 ①関係機関が開催する展示会等の出展に向けた事前指導 

②スタンプラリー事業の実施 

③IT の活用を通じた販路開拓支援 

④商工会連合会の事業を活用した情報発信強化支援 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

   ①南郷町総合ブランディング事業委員会の開催 

②かつお船乗船体験及び物産展の開催 

③観光案内所の設置 

３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組み 

   ①金融機関や他の支援機関等との情報交換を通した支援力の向上 
②ＯＦＦ－ＪＴ、ＯＪＴ、公的資格取得による職員の資質向上 

    ③外部評価委員会を活用した事業の評価、検証、改善の実施 

連絡先 

南郷町商工会 

住所：宮崎県日南市南郷町東町 14-11 

ＴＥＬ：0987-64-1125 ＦＡＸ：0987-64-0631 

代表 E-Mail：nango@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 日南市南郷町の現状と課題 

１ 日南市南郷町の現状  

（１）概要 

    日南市南郷町は、宮崎県南東部に位置しており、東側に日向灘を臨み、北は宮崎市、南は

串間市、西は三股町・都城市に隣接し、平成 21 年 3 月に日南市、北郷町、南郷町の 3市町

が合併したことに伴い、536.10 ㎞ 2の面積を有する新「日南市」となった。 

沿岸部の日南海岸は全国有数のリアス式海岸で国定公園の指定を受けており、サーフィン

等のマリンスポーツも盛んな地域である。また、年間を通して温暖な気候にあることから、

プロ野球西武ライオンズのキャンプをはじめ、多くのスポーツ合宿の受入地となっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日南市南郷町の人口等の状況 

     日南市では、総人口が平成 7 年（86,889 人）をピークに減少し続けており、人口の急減

に加え、財政力が弱いことから、平成 26 年に市全域が「過疎地域」に指定されるとともに、

民間の有識者会議の報告書では、「消滅可能性都市」に位置付けられている。 

     また、南郷町地区においても、近年一貫して減少傾向にあり、加えて少子高齢化も進行し

ていることからそれに伴って購買力も減少している状況にある。 

 

年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

南郷町人口 11,614 10,514 10,405 10,199 10,033 9,859 

南郷町世帯数 4,171 4,137 4,120 4,123 4,110 4,108 

（出典：日南市統計） 

 

(３) 日南市南郷町の産業 

    日南市南郷町の代表的な産業は本町総生産の約３割を占める漁業であり、中でも「かつお

の一本釣り」漁法による漁獲高に関しては２０年連続日本一を誇っている。このように漁業

が基幹産業であることから、それに関連する魚類を取り扱う卸売業や製造業、船舶メンテナ

ンス業が多いのも特徴である。その他、農業ではミカン類の生産が特に多く、このほかに施

設園芸によるメロン、キュウリ、ピーマン、マンゴーの生産が盛んである。 

宮崎県拡大 日南市南郷町 
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    また、観光業については、近隣の油津港への大型クルーズ船の年間３０回程度の就航あり、

日本をはじめ、アジア、欧米諸国から６，０００人以上の観光客が訪れ南郷町にも大きな経

済効果が上がっている。そして、日南市が先頭に立って市全体の観光振興に力を入れている

ことから、県内外より観光客が訪れるようになり、下記のグラフの通り日南市の観光入込客

数はここ数年伸びており、南郷町においても集客施設である「港の駅めいつ」と「道の駅な

んごう」では連日多く観光客で賑っている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                日南市観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 (出典：宮崎県観光入込客統計調査) 

 

（４）日南市の産業振興の方針 

   日南市による地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用した分析結果によると、日南市

はサービス業、パルプ・紙製造業、農林水産業の付加価値の割合が高く、特に漁業は宮崎県

内でも高い割合を示しており、豊富な食資源を有していることがわかる。 

しかしながら、食料品製造業に関しては宮崎県や全国平均と比較して、付加価値割合が低

い状況にある。そこで、「日南市重点戦略プラン」（平成 27 年度～31 年度）の商工業振興の

方針では、食料品の分野を支援することにより、幅広い経済波及効果が期待でき、地域経済

の発展が見込めるとして農林漁業の６次産業化や農商工連携、食品加工企業に的を絞った育

成、支援を重点的に行う方針を示している。 

  また、「日南市観光振興計画」（平成 27 年度～36 年度）においても、市の有する食資源の

さらなるＰＲ活動の強化や、魅力的な食の開発を施策として掲げており、食品産業の振興に

力を入れていくことで観光振興にもつながるという方向性を示している。 

     

 ２ 日南市南郷町の商工業の現状と課題 

 （１）商工業の現状 

   平成８年を境に町の基幹産業である漁業の漁獲量が減少に転じ、更に燃料代の高騰、魚価

の低迷は地域経済に大きなダメージを及ぼしていると同時に、日南市中心部の幹線道路沿い

かつお かつお漁船団 マンゴー 
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への大型店の進出等により、消費の地区外流失に歯止めがかからない状況が続いている。こ

のような状況に対して、今日まで打開策を見いだせないまま、既存商店の空き店舗化に拍車

がかかり、その結果、地域経済の低迷と中心市街地の空洞化はますます進んでいる。 

   このような状況のなか、日南市南郷町内の商工業者数はここ１０年間で約２０％減少して

おり、特に小売業においては日南市中心部への大型店の進出等が影響し４５％程度減少して

いる。また、地区によっては日用必需品の買物もままならない買物弱者が増えていることや

地域の賑わい創出の場がなくなるなど危機的な状況に陥っている。 

このような状況から脱却するためにも、地域商工業を支える小規模事業者の役割はますま

す大きくなってきており、この意味で小規模事業者の将来のビジョンを示した事業計画に基

づいた経営を推進していくことが必要不可欠であると考えられる。 

 

○町内商工業者数の動向 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 合計 

１７年度 66 36 12 137 128 14 393 

２２年度 61 32 10 101 123 10 337 

２７年度 48 33 7 77 113 35 313 

  （出典：商工会実態調査報告書）

○町内小規模事業者の状況（平成 28 年 4 月 1日現在） 

建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 合計 

42 28 12 65 120 34 301 

（出典：商工会基幹システム） 

 

このような商工業者にとっての大変厳しい状況を踏まえ、当商工会では平成２５年度より３

ヶ年に亘って、国の事業である小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（※１）を活

用し、徹底して「かつお一本釣り文化」にこだわり、その文化を地域外にＰＲすることにより

観光客を誘致し、地域経済活性化につなげる「かつおのまちブランド化事業」の委員会を起ち

上げ、かつおを使用した地域共通メニュー及び特産品開発、まち歩きマップの作製、かつお船

乗船体験ツアーの開催を行い地域振興に務めてきた。 

その甲斐あって、頻繁にメディアに取り上げられるようになり、地域外に「かつおのまち」

をＰＲすることができ、町内においても、漁業関係者を含め、地域住民に「かつおのまち」の

意識が浸透してきた。 
また、商工業者の間でも盛り上がりをみせており、かつおをいつも扱っている飲食店がかつ

おのたたき用のタレを開発したり、家族従業員だけで経営している菓子店が機動力を活かして

かつおをモチーフにしたお菓子の製造に取り掛かるなど、小規模事業者の強みをそれぞれ活か

しながら、新商品開発を自主的に実施する事業者が出てきており一定の成果を収めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつおのたたき用のタレ かつおを使用したお菓子 
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※１ 商工会・商工会議所等が、小規模事業者等と協力して行う、地域の資源（農水産品、文化、技

術、産業など。以下同じ。）を活用した特産品開発や販路開拓など、国内のマーケットを狙った

新事業展開を幅広く支援する事業である。流れとしては、１年目は調査事業、２・３年目で調査

した結果をもとにした本体事業を進めていくことになる。 

 

（２）商工業の課題 

  ①商工業者の収益力強化 

    現在、町内の商工業者の多くは、金融、税務、労務、記帳等の直面する課題に対して、課

題が発生してからその都度対応している状況にあり、将来を見据えた計画的な経営に至って

おらず、今後は収益力強化のためにはそのような経営からの脱却が不可欠である。 

 

  ②商工業者の情報収集力の弱さ 

    商工業者の多くが日々仕事に追われ、補助金等のタイムリーな情報を調べる機会や統計デ

ータ等を分析する機会が少ない状況にあるため、今後はタイムリーな情報や統計情報等につ

いて効率よく手に入れる対策が必要である。 

 

  ③地域資源のブランディングの拡充 

    当商工会が３ヶ年にわたって行った事業により、かつおについてはある程度ブランディン

グに成功しているが、町内にはかつお以外にも魚類やかんきつ類をはじめとする豊富な地域

資源があるにもかかわらず、その素晴らしさに気づいていない小規模事業者が多く、効果あ

る商品開発やサービス展開に活用できていない。また、地域資源を活用した商品やサービス

の開発を行ったにも拘わらず、情報発信力に乏しい事業所が多い。 

    このため、かつおのブランデンングの成功体験を他の食材にも広げる、地域資源のブラン

ディングの拡充へ取組む必要がある。 

  

Ⅱ 中長期的な小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 

本町小規模事業者の経営課題としてある収益力向上と経営情報収集力向上を行うことにより

経営基盤の強化を図るためには、これまで以上に宮崎県や日南市等の行政機関や宮崎県よろず支

援拠点等の他の支援機関と連携強化を図り、小規模事業者それぞれの強みを活かしながらマーケ

ットインの視点から新たな需要創出を図るため、商工会として伴走型支援を行うことにより、顧

客が求めている付加価値の高い商品・サービスが提供できる体制の構築を行う。 

また、平成２７年度まで取り組んだ小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業を通じて

商工会に対する地域の期待も大きくなっているため、町内の三つの漁業協同組合などと連携し、

南郷町総合ブランディング事業を進め、漁業者と商工業者が一体となって町を盛り上げることに

より日南市南郷町の知名度向上につなげ、ひいては、基幹産業である漁業の活性化と本町小規模

事業者の持続的な成長・発展を目指す。 

 

２ 経営発達支援事業計画の目標 

  （１）町内小規模事業者の経営力向上 

長引く景気低迷や多様化・高度化する消費者ニーズへの対応、少子高齢化・人口減

少の本格化等により、地域小規模事業者が置かれている厳しい状況を乗り越えるため

には、経営基盤の強化を図ることが最重要課題であり、そのためには、本計画におい

て伴走型の支援に取り組む中で、小規模事業者の経営力の向上を図ることとする。 
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（２）地域資源のブランディングの拡充による新たな需要の創出 

日南市等の関係機関とのイベント開催やプレスリリース等を通じて地域資源のブラ

ンディングを高める取組を進めることによって、小規模事業者の新たな需要開拓と創出

に寄与し、その結果、小規模事業者個々の付加価値の高い新商品や新サービスの開発を

促すことする。 

       

    （３）地域の関係機関と緊密な連携体制の構築 

日南市等の行政機関や本町と同じ行政区ある北郷町商工会と日南商工会議所との連

携に加えて、地元金融機関や町内の漁業協同組合と連携し、それぞれの強みを活かし、

併せて、各機関が保有する経営情報や地域情報を取り込み、相乗効果として最適な経営

支援方策を小規模事業者に提供することで事業者の売上向上と収益の確保を図る。 

 

 ３ 目標達成に向けた取組方針 

   （１）小規模事業者への伴走型支援の強化 

      小規模事業者の経営基盤強化と経営力向上を図る取組として、地域の経済動向調査

や経営状況の分析、事業計画の策定・フォローアップ、需要動向調査・需要開拓寄与

事業を実施する。 
      具体的には、こまめな巡回訪問やセミナー・個別相談会の開催で広く課題を抱える小規

模事業者を発掘し、相談事業所の悩みに素早く応じ、問題を解決し目標を達成するため、

これまでよりも一段上の小規模事業者に寄り添う伴走型支援である本経営発達支援計画

に取り組むことにより、小規模事業者の経営基盤強化を図り、売上増大・利益向上を図る。

   

（２）地域資源のブランディングの拡充による新たな需要の創出 

地域資源のブランディングの拡充による新たな需要の創出を図る取組として、日南市、

日南市観光協会、宮崎県産業振興機構マーケティング専門機関であるＪＴＢ総合研究所な

どとの連携を強化し、その中で今後の地域の向かうべき方向を定める。 

具体的には、日南市が持つ行政情報や地域情報、日南市観光協会、宮崎県産業振興機構

が持つ観光情報や商品開発ノウハウ、さらには、マーケティング専門機関であるＪＴＢ総

合研究所のもつ市場情報や商品トレンド情報などを、定期的な会合や日常的な活動を通し

て収集、活用することにより、本町のブランド力向上と関連する事業者の新たな需要

の創出を図る。 

 

（３）地域の関係機関と緊密な連携体制の構築 

地域の関係機関と緊密な連携体制の構築を図る取組として、本町商工会と同じ行政区

ある北郷町商工会と日南商工会議所を始め、地元金融機関である宮崎銀行、南郷信用金庫、

宮崎県南郷信用組合と町内に本拠を持つ南郷漁業協同組合、外浦漁業協同組合、栄松漁業

協同組合などとの連携強化を図る中で、地域経済の活性化と小規模事業者の持続発展を図

る。 

具体的には、地域経済や地域産業の動向などについての定期的な情報交換会や地域ブ

ランド力向上及び関連する食品製造事業者、菓子製造事業者などの新たな需要創出に資す

るための協議の場としての連携体制を本商工会が主導し構築する。 
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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２９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 

  現在、地域経済動向の各種データについては、支援の中で必要が出てきた都度取得し、小規模

事業者に提供する程度であり、定期的に提供しておらず経営支援の中で十分に活用されていない

のが現状である。 

今後は各種データについて、小規模事業者に的確な指導をする上で活用できるものを選定しわ

かりやく整理する必要がある。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

  ①地域経済に関する調査の実施（拡充事業） 

地域経済の状況については、日南市の公表する商工業や農林水産業に関するデータを分析す

るとともに、巡回時に経営指導員が事業所に対して最近の売上状況・利益状況・資金繰り状況、

設備投資などについてヒアリング調査を行うことにより、地域内経済の状況を把握する。 

 

○実施目的     

町内の地区別・業種別の経済動向を把握し、小規模事業者に町内の経済動向を的確に提 

供し経営改善のための経営状況分析及び事業計画策定につなげる。 

 

○ヒアリング対象  

日南市南郷町の４０事業所 

町内７つの地区（目井津、中央町、中村、外浦、栄松、潟上、榎原）に分け、地区ごと

に製造業、建設業、小売業・卸売業、飲食・宿泊業、サービス業の事業所をバランスよく

選出し調査を実施する。 
（業種別内訳…建設業６事業所、製造業：５事業所、小売業・卸売業：１３事業所、飲食・

宿泊業：６事業所、サービス業：１０事業所） 

 

○ヒアリングの時期 

 毎年７月と１月に実施 

   

○ヒアリング項目  

営業年数、従業員数、最近の売上状況・利益状況・資金繰り状況、設備投資の状況、経営

課題 

 

○ヒアリング方法  

経営指導員が事業所を巡回し、ヒアリングにより実施 

 

○分析方法 

ヒアリングにより収集したデータをもとに、外部専門家等を活用して、地区別・業種別・

属性別に、売上状況・利益状況・資金繰り状況などヒアリング項目に沿って分析するととも
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に、地域小規模事業が抱える経営課題を摘出する。 

    

○活用方法 

     商工会のホームページに掲載することでいつでも閲覧できるようにし、また、当商工会

が発行する会報にも年１回掲載し小規模事業者に地域経済動向について確認して頂き事業

に活用してもらう。 

また、分析結果については、データベース化することで巡回時等にタブレット端末から閲

覧できるようにし、小規模事業者へ素早くわかりやすい説明ができる体制を構築する。 

 

②金融機関等からの情報収集（新規事業） 

日南市南郷町内にある３つの金融機関（宮崎銀行南郷出張所、南郷信用金庫駅前支店、宮崎

県南部信用組合本店）と日南市商工政策課で組織される金融協議会を年２回開催し、地域内の

景況や資金需要動向について情報収集を行う。加えて、町内金融機関と漁業協同組合、ＪＡを

対象にした融資状況のアンケートを４月と１０月の年２回実施し、業種別の資金需要動向につ

いて調査を行う。 

 

○情報収集方法 

・宮崎銀行南郷出張所、南郷信用金庫駅前支店、南郷信用金庫目井津支店、宮崎県南部信用

組合本店との会議を毎年５月と１０月に開催 

・宮崎銀行南郷出張所、南郷信用金庫駅前支店、宮崎県南部信用組合本店、宮崎信用漁業協

同組合連合会南郷支所、はまゆう農業協同組合を対象にアンケート調査 

 

○情報収集項目 

・地域内の経済状況 

・資金需要動向（運転資金・設備資金） 

・地域内融資状況（融資制度別・業種別） 

・創業者、創業予定者状況 

 

(3)数値目標 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

地域経済調

査・分析 
未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

地域経済調

査・分析事

業所数 

未実施 ４０事業所 ４０事業所 ４０事業所 ４０事業所 ４０事業所

金融機関等

との連絡協

議会 

未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

金融機関等

へのアンケ

ート調査 

未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

調査結果の

公表 
未実施 

ＨＰ：１回 

会報：１回 

ＨＰ：１回

会報：１回

ＨＰ：１回

会報：１回

ＨＰ：１回 

会報：１回 

ＨＰ：１回

会報：１回
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(4)事業の活用方法と効果 

地域内外の経済動向についてのデータを積極的に収集・分析し、小規模事業者の今後の経営状

況の分析や事業計画策定の参考となるようにフィードバックしていくことで、新商品開発や新サ

ービス提供の手がかりになる効果があると考える。 

また、経営支援機関としてもこれまでバラバラだった経済動向の情報を一元管理することに

より、小規模事業者に対する的確な指導が可能となり、併せてこれまでより質の高い情報をわ

かりやすく小規模事業者へ提供が可能となる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)現状と課題 

    現在は、金融相談があった場合、融資実行までの支援で留まり、それ以上踏み込んだ支援を

していないのが現状である。また、商工会経理システムネット de 記帳を利用して本商工会では

２２件の記帳代行を行っているが、決算書作成のための経理処理という意味合いが強い状況で

あり、経営分析できる材料があるにも関わらず経営分析まで実施していないのが現状である。

そこで、小規模事業者の経営実態の確認ができる仕組み作りが課題となっており、下記の事

業を実施することで課題を克服し小規模事業者が自社の経営実態を把握できるように支援を行

っていく。 

 

(2)本計画において取り組む内容  

  小規模事業者が抱える経営課題を抽出し、その解決に向けた支援を行い持続的発展につなげ、

効果的な事業計画策定支援を行うことを目的に、以下の内容を実施する。 

 

 ①経営分析セミナーの開催（新規事業） 

   これまで経営分析をしたことがない小規模事業者をターゲットに、経営分析の重要さや活用

の仕方について解説するセミナーを開催し、意識改革を行うと同時に、セミナー終了後に個別

相談会を開催し、今後の経営に関して意欲的な小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

 ②経営分析の実施（新規事業） 

   上記の経営分析セミナーの参加者やネット de 記帳を利用した記帳代行先事業所を主な対象

として、全国商工会連合会が運営する経営分析システムを活用し、損益計算書や貸借対照表の

数字をもとに自社の経営状況について分析を行い、分析した結果については経営指標等を活用

し同業他社と比較することで小規模事業者が置かれている状況の把握に繋げ、今後取るべき経

営戦略の方向付けに役立てる。 

   なお、経営指導員１人当たり年間１２件の経営分析作成を目標とするが、経営指導員１人に

ついては経験が浅いため平成２９年度までは年間目標を半分の６件とし、商工会全体の目標と

しては１８件とする。 

 

 ③マーケティング分析の実施（新規事業） 

前述のセミナーを受講した事業所や上記の経営分析システムを利用し、実施した事業所の中

で、特に事業意欲が高く、今後積極的な事業展開を目指す事業所に対しては、下記の要領によ

り詳細なマーケティング分析を外部専門家と連携しながら実施し、その結果に基づき、具体的

な事業展開に生かすことにより、売上増大と利益の確保を図るとともに、強固な経営基盤を築

くきっかけ作りに役立ててもらう。 
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【マーケティング分析全体の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)数値目標 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

経営分析セミナー

の開催数 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

経営状況の分析事

業者数（マーケテ

ィング分析を含

む） 

未実施 １８ 

事業所 

２４ 

事業所 

２４ 

事業所 

２４ 

事業所 

２４ 

事業所 

 

(4)事業の活用方法と効果 

  上記の事業を実施することで、これまで小規模事業者が頭の中ではなんとなくわかっていた自

社の問題点や強みを視覚的に把握することが可能となり、どこをどのように改善し強みをどのよ

うに伸ばせばよいか簡単にチェックすることができるようになるので対策が立てやすくなる。ま

た、経営支援機関にとっても、町内小規模事業者の経営分析データをデータベース化しデータを

共有サーバに保存することで、担当職員だけでなく、他の職員も類似の支援案件の参考として活

用できるようになり、事業計画書の策定支援等に活用できるので、これまでよりも充実した支援

効果が期待できる。 

 

 

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 

   事業計画の策定に関しては、小規模事業者持続化補助金等の補助金申請時や創業融資を受ける

際の必要書類として、申請先より求められてから作成支援をすることがほとんどであり、小規模

事業者に対して積極的に事業計画書作成の必要性について提案することはなかった。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

   小規模事業者自らが直面する経営課題を解決できるように、経営状況の分析結果を踏まえて

下記の事業計画策定支援を重点的に行い、提案型の支援により小規模事業者の持続的な経営発

達を支援する。 

マクロ環境の把握 

ＰＥＳＴ分析 

環境の分析 戦略の立案 施策の立案 

業界環境の把握 

５Ｆ分析 ＳＷＯＴ分析 

内外環境の要因整理 

ミクロ環境の把握 

３Ｃ分析 

事
業
戦
略
の
方
向
づ
け
の
確
認 

ＳＴＰ分析 

セ
グ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

タ
ー
ゲ
デ
ィ
ン
グ 

ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ 

狙うべき市場を選別し、

ターゲットを見極め、ど

のような優位性を生か

すか決定する。 

４Ｐ分析 

製品戦略 

価格戦略 

チャネル戦略 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ戦略 

（Ｐｒｏｄｕｃｔ） 

（Ｐｒｉｃｅ） 

（Ｐｌａｃｅ） 

（Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ）
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①事業計画作成セミナーの開催及び事業計画書の策定支援（新規事業） 

○現在の支援内容 

事業計画策定セミナーについては開催しておらず、経営革新計画及び持続化補助金申請に伴

う事業計画作成についても積極的な策定支援を行っていない状況にある。 

       

○今後の支援内容 

前述の項目にて経営分析を行った小規模事業者を対象に、事業計画書を活用した経営の大事

さについて説くセミナーを開催し、意識改革を行うと同時に、今後における事業展開の方向と

新たな需要開拓を図るため事業計画策定個別相談会を開催し、事業計画書策定支援に結びつけ

る。 

なお、最終的に一経営指導員あたり年間１０件の事業計画策定支援を展開することを目標と

し、平成２９年度、３０年度に関しては経験の浅い経営指導員については目標を年間４件に設

定し、商工会全体の目標としては１２件とする。 

 

このほか、小規模事業者にとって今後の経営の方向性を把握しやすくなる経営革新計画と経

営力強化支援法の経営力向上計画の計画書策定支援について重点的に支援する。 

さらに毎年、補助金一覧表を作成し配布することで、より多くの補助金申請に伴う事業計画

書策定支援に繋げる。 

 

○数値目標 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

事業計画作

成セミナー

の開催数 

未実施 １回 １回 １回 ２回 ２回 

個別相談会

開催回数 
未実施 １回 １回 １回 ２回 ２回 

事業計画策

定支援事業

者数 

７事業所 １５事業所 ２０事業所 ２０事業所 ２０事業所 ２０事業所

事業計画策

定事業者へ

の指導回数 

７回 ３６回 ３６回 ４８回 ４８回 ６０回 

経営革新計

画策定支援

件数 

０件 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 

経営力向上

計画書策定

支援件数 

０件 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

 

②創業・第二創業支援に伴う事業計画策定支援（拡充事業） 

○現在の支援内容 

今年度より、日南市、日南商工会議所、北郷町商工会と連携して、経営、財務、人材育成、

販路開拓に関する知識が身につく「創業塾」を実施している。 

しかしながら、南郷町商工会単独では創業予定者の掘り起こしは行っておらず、現状では

創業相談があった場合、創業資金の相談のみに留まっているのが現状である。 
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○今後の支援内容 

南郷町内の創業塾受講者のフォローアップを充実させることと南郷町地区で開業予定の 

方を対象に創業セミナー及び個別相談会を開催し、より地域内の創業予定者の発掘に繋げる。

 

○数値目標 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

創業セミナ

ー開催数 
未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

個別相談会

開催回数 
未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

創業支援事

業所数 
０社 １事業所 ２事業所 ３事業所 ３事業所 ３事業所 

第二創業 

支援事業所

数 

０社 １事業所 １事業所 ２事業所 ２事業所 ２事業所 

 

○期待できる効果 

引き続き創業塾を開催することに加えて、南郷町地区の創業予定者を対象とした創業セミナ

ーを開催することにより、創業予定者の掘り起こしと、開業率の上昇、町内商工業者数の維持

にも繋がる効果があると考える。 

 

 

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 

  これまで事業計画策定後のフォローアップについては不十分であり、小規模事業者が事業計画

を策定しても、志し半ばで断念することが多く、事業計画作成後の継続的な支援が課題となって

いた。 

  そこで、下記の取り組みを行うことで、事業計画策定後の定期的な進捗状況の確認を行い的確

な伴走型支援へと結びつける。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

①巡回等によるフォローアップ（拡充事業） 

  事業計画を策定した小規模事業者に対して、３ヶ月に１回巡回訪問及び窓口相談を行い、事業

計画の進捗状況について確認を行うこととするが、その進度によっては支援回数を増やしたり減

らしたりするなど事業者の状況に応じて支援することとする。 

また、必要に応じて、専門家派遣事業の活用やよろず支援拠点等の外部支援機関と連携を図り

面的な支援を行う。 

 

②創業予定者及び創業者に対するフォローアップ（新規事業） 

「創業塾」や「創業セミナー」を受講した創業予定者・創業者に対して、定期的に創業の有無

や創業後の状況について電話、メール等にて確認を行い、必要に応じて専門家派遣事業等も活用

しながらフォローアップを行い、適切な支援を行っていく。なお、創業者の支援状況については

創業支援カルテを作成し、職員同士で情報を共有しながら支援を実施し、創業後の事業展開につ

いて継続的なアドバイスを行う。 
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③フォローアップミーティングの実施（新規事業） 

  事業計画策定後の小規模事業者に対して、具体的にどのように支援を展開していくか職員間で

協議する場として、フォローアップミーティングを毎週１回実施し、創業予定者及び創業者の相

談内容やステージに応じた支援を可能とするために、相談者が必要とする支援の内容を判断し、

適切なコーディネートを実施できるようにする。 

 

④小規模事業者経営発達支援融資制度の活用（新規事業） 

   ○現在の支援内容 

日本政策金融公庫の融資制度では、普通貸付制度とマル経融資制度のみを活用している状

況である。 

   ○今後の支援内容 

普通貸付制度と比較すると金利面等で有利である小規模事業者経営発達支援融資制度を

推進する。 

 

(3)数値目標 

計画策定後のフォローアップ支援数 

  現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

事業計画策

定後のフォ

ローアップ

事業者数 

７事業所 １５事業所 ２０事業所 ２０事業所 ２０事業所 ２０事業所 

事業計画策

定後のフォ

ローアップ

回数 

２１回 ６０回 ６６回 ８８回 ８８回 ８８回 

※平成２９年度の場合、事業計画策定事業者数１５事業所×年４回（３ヶ月に１回）＝６０回 

※平成３０年度の場合、フォローアップ初年度事業者のうち、２０％が次年度も半期に１回フォロ

ーアップが必要とみなし算出（１５事業所×２０％＝３事業所 ３事業所×年２回＝６回） 

 

創業予定者及び創業者に対するフォローアップ支援数 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

創 業 予 定

者・創業者へ

のフォロー

アップ回数 

未実施 ４回 ８回 １２回 １２回 １２回 

※平成２９年度の場合、創業に係る事業計画策定数１件×年４回（３ヶ月に１回）＝４回 

 

小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

小規模事業者

経営発達支援

融資利用件数 

０件 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

融資制度利用

先のフォロー

アップ数 

未実施 ４件 ４回 ８回 ８回 ８回 
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※平成２９年度の場合、小規模事業者経営発達支援融資利用１件×年４回（３ヶ月に１回）＝４回 

 

(4)事業の活用方法と効果 

  巡回等により事業計画及び創業計画の状況確認を行うことにより、計画の進捗状況について詳

細に確認することができ、次なるステップに向けてより的確なアドバイスが行え、計画が絵に描

いた餅になるのを防ぐ効果がある。また、職員間で定期的にミーティングを行うことにより、事

業計画の進捗状況の情報共有ができ、どの職員が対応してもスムーズな支援ができる体制を築く

ことができる。 

  また、小規模事業者経営発達支援融資制度においては、持続的発展に向けて事業計画策定に取

り組む小規模事業者が、計画の実行段階での資金調達が可能となり、融資後にフォローアップを

四半期に１回実施することで経営基盤の安定する効果を見込める。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)現状と課題 

  本商工会ではこれまで、特産品開発事業を行った際に一部の商談会、展示会及びイベントにて

試作品等のアンケート調査を行ったことはあるが、アンケートの集計のみで終わり詳細な分析ま

で行っておらず、調査結果を特産品の改良等にうまく活用できていなかった。 

また、町内の小規模事業者においても需要動向調査を実施している事業所はほとんどおらず、

マーケットの需要動向に沿った新商品開発や新サービスの提供、消費者が真に求めている商品の

品揃えができていない状況にあり、需要動向を把握したうえでの新商品開発や新サービスの提供

を行うマーケットインの考え方を普及していくことが課題である。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

  地域住民や南郷町を訪れる観光客のニーズや需要動向等を分析し、小規模事業者が消費者のニ

ーズに対応した商品構成を実現するために下記の事業を実施し、更なる小規模事業者の振興を図

る。 

 

①地域住民や観光客が求める商品・サービスのアンケート調査（新規事業） 

   地域住民１００名と観光客２００名に対して求めている商品・サービスのアンケート調査を行

うことで、地域住民及び観光客それぞれの生の声を拾うことができ、集計・分析した結果を日

南市も付加価値向上に力を入れている菓子製造業や魚類加工製品製造業等の食料品関連業

を営んでいる小規模事業者を中心に提供することでより消費者嗜好を捉えた商品の開発や品ぞ

ろえ、サービスの提供が可能となる。 

   なお、調査は専門の調査機関に委託し実施する。 

 

○調査対象  

・南郷町地区の住民１００名 

・「港の駅めいつ」や「道の駅なんごう」を訪れた観光客２００名 

   

○調査事項  

・南郷町地区住民アンケート：買物する市町村、買物する店舗形態、買物する店舗を選定する

理由、地元商店に求めること 

   ・観光客アンケート：かつおの生節、かつおの酒盗、マンゴーを使用したお菓子について求め

ている商品（価格、内容量、パッケージ、原材料など） 
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○調査方法  

・南郷町地区住民アンケート：郵送にてアンケート調査票を配布し、記入後回収 年１回実施

   ・観光客アンケート：「港の駅めいつ」や「道の駅なんごう」での調査員によるアンケート形

式による調査 年２回実施 

 

   なお、調査後の分析は、単純集計・項目別分析にとどまらず、JRS（経営情報サービス）や日

経テレコン売れ筋速報などのデータの活用とともに、今後における商品改良・開発に資するもの

とする。   

 

○調査・分析後の活用方法 

調査、分析の結果は関係する小規模事業者に巡回等において３０事業所に周知するととも

に、事業計画策定や新たな需要開拓、新商品開発に活用することとする。 

（分析結果周知先事業所の業種別内訳：製造業：１５事業所、小売業・卸売業：８事業所、

飲食・宿泊業：７事業所） 

 

②観光関連業者との意見交換会（新規事業） 

  旅行会社等の観光関連業者との会議を年２回実施し意見交換を行うことで、かつおの生節、か

つおの酒盗、マンゴーを使用したお菓子における全国の成功事例や観光振興のノウハウについて

情報収集を行い、観光客が求めている商品・サービスに関するニーズや流行について把握し、そ

の情報を、観光客を顧客対象に想定している小規模事業者に巡回訪問・窓口相談時に提供するこ

とで、観光客のニーズに即した商品・サービスのラインナップに役立てる。 

 

(3)数値目標 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

アンケート

調査 
未実施 

地域１回 

観光客２回 

地域１回 

観光客２回

地域１回 

観光客２回

地域１回 

観光客２回 
地域１回 

観光客２回

観光関連業

者との意見

交換会 

未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

需要動向調

査結果の提

供事業所数 

未実施 
３０ 

事業所 

３０ 

事業所 

３０ 

事業所 
３０ 

事業所 
３０ 

事業所 

 

(4)事業の活用方法と効果 

   各アンケート調査結果の分析を行い、消費者ニーズや消費動向を的確に捉え、小規模事業者に

フィードバックすることで、消費者の求める新商品・新サービスの提供ができるようになり、新

たな販路開拓につながることで経営基盤の強化が図れ、増収増益に結び付く効果が期待できる。

   また、需要動向の調査分析結果については、データベース化し、タブレット端末からいつでも

閲覧可能な状態にしておくことにより、対象とした小規模事業者に対してタイムリーな情報提供

を行うことができるようになる。 

 

 

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 

  当商工会では、中小企業基盤整備機構や全国商工会連合会、宮崎県商工会連合会の開催する物
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産展や商談会を町内の事業所へ案内しているが、案内した物産展や商談会への参加者は少なく、

数少ない出展者も毎回同じ事業所という状況である。 

また、日南市が観光客誘致に力を入れていることや近隣の油津港への大型クルーズ船の年間３

０回程度の就航により、観光入込客数はここ数年伸びている状況にある。しかしながら、観光客

は町内の観光施設である「港の駅めいつ」や「道の駅なんごう」に来るだけで終わっており、町

内の各店舗まで集客できていないのが現状であり、その対策が課題となっている。 

          

(2)本計画において取り組む内容 

前述の課題を解決し地域の事業所の新たな需要開拓に貢献するために、下記の事業を実施する

ことで、小規模事業者の新規顧客獲得に貢献し増収増益につなげる。 

 

①関係機関が開催する展示会等の出展に向けた事前指導（拡充事業） 

国や県、中小企業基盤整備機構及び全国商工会連合会が開催する展示会・商談会・物産展

等に小規模事業者が参加できるように定期的な情報提供を巡回訪問時や窓口相談時に実施す

る。 

また、年に１回全国の主な商談会・展示会・物産展の開催時期や実施要領についてまとめた

販路拡大支援一覧表を作成し、町内事業所に配布を行い、出展促進を図る。 

なお、展示会・商談会・物産展等に参加予定で、出展ブースの陳列方法、商品紹介パンフレ

ットの作成方法、バイヤーとの商談方法等について課題のある事業所については、ミラサポや

県の中小企業等経営基盤強化事業（※２）、宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）、消費税軽

減税率対策事業の専門家派遣事業を活用し、効果的な陳列方法やパンフレットの作成方法等の

出展に向けて専門家と連携した支援を行うことで、展示会・商談会・物産展等の成果を高める。

 

【案内予定の展示会・商談会・物産展等】 

  前述の事前指導を踏まえ、魚類加工製品製造事業者や菓子製造事業者を対象に下記の物産展

や商談会への参加を促進し、新たな販路先の開拓を支援する。 

  なお、物産展や商談会等への出展は本計画の需要動向調査で対象とした商品を取り扱う小規

模事業者とする。 

 

・ニッポン全国物産展（主催：全国商工会連合会 出展品目：加工食品、雑貨） 

・輝け！みやざき地場産品商談会（主催：宮崎県商工会連合会 出展品目：加工食品） 

・宮崎うまいものアピール商談会（主催：宮崎県商工会議所連合会 出展品目：加工食品） 

  ・みやざきの食品産業マッチング会（主催：宮崎県中小企業団体中央会 出展品目：加工食品）

  ・中小企業総合展（主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 出展品目：食材、工業製品）

 

※２ 平成２１年４月から宮崎県内の商工会議所・商工会・中小企業団体中央会で組織された団

体で実施されている宮崎県の事業で、支援メニューとして、中小企業等に税理士等の専門家

や保証協会の職員、支援機関の経営指導員等がチームで経営支援する経営支援チーム助言事

業、中小企業診断士やＩＴ専門家等が中小企業の専門的な課題への経営支援を行う専門家派

遣事業及び展示会等への出展費用に対して補助される補助金制度がある。 

 

②スタンプラリー事業の実施（新規事業） 

平成２５年度より、３ヵ年に亘って実施した小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事

業の一環として、町内の飲食店、商店等の空スペースに「大漁旗」や「かつお漁の竿」、「擬餌

針（シャモ）」などの展示を行い、観光客等に周遊してもらうことを目的とした「かつお一本



１６ 
 

釣りギャラリー」を２０ヶ所に設定した。 

しかしながら、現在は漁具等の展示に留まり、観光客等を町内の店舗に足を向けさせる仕組

み作りができていない状況にあり課題となっている。 

そこで、ギャラリーが設置してある町内店舗を中心に巡って、スタンプを集めれば抽選で南

郷町の特産品が当たるスタンプラリーを開催し、観光客の周遊強化や小規模事業者の新規顧客

獲得に繋げる。開催期間としては、１回あたり１ヶ月間を予定している。 

 

 

 

   

   

 

 

現在のギャラリーの様子 

 

③ＩＴの活用を通じた販路開拓支援（新規事業） 

    ＩＴの活用による販路拡大を目指す小規模事業者を支援するため、ホームページでの効果的

な商品ＰＲ、インターネット販売による売上拡大などをテーマとするセミナーを毎年１回開催

し、新規顧客獲得による売上増大を図る。 

 

④商工会連合会の事業を活用した情報発信強化支援（拡充事業） 

・「宮崎県商工会連合会プレスリリース事業」（※３）の活用 

小規模事業者の課題として、良い商品を持っているにも拘わらず宣伝の仕方が分からずうま

く販売促進できていない事業所が多い。そこで、商工会連合会を通じて各報道機関へ効率的に

情報発信ができるプレスリリース事業の活用を通じて需要開拓に繋げる。 

  

※３ 中小企業の販路開拓支援を目的として、事業所が取り組む新商品・新サービスの開発や新事

業展開などの情報を商工会の職員が記事を作成し、県内の新聞社、テレビ局、ラジオ局、出版

社等の報道機関にリリースするサービスで宮崎県商工会連合会が平成２７年９月より行って

いる事業である。 

   ○連携機関：宮崎日日新聞、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、西日本新聞、宮

崎放送（ＴＶ・ラジオ）、テレビ宮崎、ＮＨＫ宮崎放送局（ＴＶ・ラジオ）、宮

崎ケーブルテレビ、日南テレビ、ＢＴＶケーブルテレビ、ケーブルメディアワ

イワイ、タウンみやざき 

 

(3)数値目標 

 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

展示会・商談会等の案

内回数及び案内事業

所数 

未実施 

２回 

３０事業

所 

２回 

３０事業

所 

２回 

３０事業

所 

２回 

３０事業

所 

２回 

３０事業

所 

展示会・商談会等参加

による商談成立件数 
０件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

スタンプラリー実施

回数及び参加店舗数 
０回 

１回 

２０店舗

１回 

２５店舗

２回 

３０店舗

２回 

３５店舗 

２回 

４０店舗
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スタンプラリー事業

参加店の売上の伸び

率 

未実施 １１０％ １１０％ １２０％ １２０％ １２０％

IT を利用した販路開

拓セミナー 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

IT を利用した販路開

拓を行った結果受注

につながった事業所

数 

０事業所 ３事業所 ６事業所 ９事業所
１２事業

所 

１５事業

所 

プレスリリース回数 

（メディア掲載回数） 

０回 

（０回） 

２回 

（１回）

３回 

（２回）

５回 

（３回）

７回 

（４回） 

１０回 

（５回）

  

(4)事業の効果 

展示会・商談会・物産展等への出展促進支援により、都市部の消費者やバイヤーと直に触れ合

う機会を経験できることになり、そのときに得ることができた様々な意見を取り入れることによ

り、今よりも付加価値の高い商品、サービスが提供できることにつながる効果がある。 

また、スタンプラリー事業等の販売促進支援を実施することで、新規の観光客誘致になり継続

的な集客促進や地域活性化につながる効果が期待できる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 1.現状と課題 

当商工会では平成２５年度より３ヶ年に亘って、国の事業である小規模事業者地域力活用新事

業全国展開支援事業を活用し、地域経済活性化を図る「かつおのまちブランド化事業」を実施し、

かつおを使用した地域共通メニュー及び特産品開発、まち歩きマップの作製、かつお船乗船体験

イベントの開催を行い地域振興に努めてきた。 

その結果として、メディアにも事業内容が多数取り上げられるようになり、地域外に「かつお

のまち」をＰＲすることができ、一定の成果を残すことができた。 
 しかしながら、誘致した観光客を店舗に誘引することや観光客へのおもてなしという分野に関

しては遅れをとっており、現在の当町に対する地域内外の関心度が高いうちに、これらの対策を

図る事業展開が急務と言える。また、これまではかつおにばかりにスポットを当てて事業を行っ

てきたが、今後は地域経済をさらに活性化させるためその他の地域資源の活用方法についても深

掘りを行う必要がある。 

 

 2.地域経済の活性化に資する取り組み 

①南郷町総合ブランディング事業委員会の開催（新規事業） 

これまで行ってきた「かつおのまちブランド化事業」では試験的な段階でとどまっている事

業もあることから、それらの事業を本格展開するために第２フェーズとして、日南市、町内漁

業協同組合、町内商工業者が共同で新たに委員会を起ち上げ「南郷町総合ブランディング事業」

という小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業を活用した地域ぐるみで行う事業を

軸に地域活性化を図っていく。 

なお、委員会のメンバーは、漁業関係者、漁業協同組合職員、港の駅めいつ支配人、マスコ

ミ機関、飲食業代表者、宿泊業代表者、製造業代表者、ＪＴＢ総合研究所研究員、行政職員、

商工会役員で構成する。 

委員会は、年５回以上開催し行政機関、漁業関係者、商工業者で今後の地域の方向性につい

て意識を共有し、下記の事業を実施しながら観光客へのおもてなしを強化するとともに観光客
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を店舗に誘引する仕組み作りを行い南郷町のブランディングを図っていく。 

 

・一本釣りかつお、南郷町獲れアジ、南郷町産マンゴーのブランディング 

    町内の飲食業者や食品製造業者と地域の方向性について意識を共有し、地域資源である一本

釣りかつお、南郷町獲れアジ、南郷町産マンゴーを使用した地域特産品及び地域共通メニュー

等の開発を行い地域活性化に結び付ける。 

 

・おもてなしに関するセミナーの開催 

   観光客へのおもてなしの一環として、各店舗が南郷町内の観光地のことや町内の地域資源及

び歴史・文化のことについて、観光客に最低限度の知識を説明できるように、元漁師等の地域

の文化・歴史等に詳しい方を招聘してのセミナーやおもてなしの向上を図る接遇マナーセミナ

ー等を毎年開催する。 

なお、住民意識の向上を図るためにセミナーには地域住民も参加可能として地域活性化につ

なげる。 

 

  ・南郷町総合ブランディングポータルサイトの構築 

現在、地域活性化を行うにあたって、インターネットを活用した情報発信は極めて重要とな

っている。そこで、南郷町内の店舗情報、地域資源を活用した商品＆メニュー紹介、かつお一

本釣り漁の歴史・文化紹介、イベント情報紹介等を総合的に実施するポータルサイトを作成し、

地域活性化の強化に活用する。更新については、町内の店舗はもちろん、日南市や漁協、日南

市観光協会等の関係機関から情報提供を頂き、月２回程度更新し最新の情報発信に努める。 

 

②かつお船乗船体験及び物産展の開催（新規事業） 

日南市や南郷漁業協同組合、外浦漁業協同組合及び栄松漁業協同組合と連携し、普段なかな

か見られないかつお船の船内を漁師の案内で見学できるかつお船乗船体験を毎年１月初旬に

年１回開催し、その際に物産展を同時開催することで小規模事業者の販路開拓に結びつけると

ともに、南郷町地区のにぎわい創出を促進し地域活性化につなげる。 

また、将来的には宿泊体験や船上で食べられている漁師飯の提供を行い、かつお一本釣りの

歴史や文化を発信し、多くの観光客に南郷町について興味を持ってもらい町内の観光入込客数

を更に伸ばしていく。 

 

③観光案内所の設置（新規事業） 

   毎年スタンプラリー事業にあわせて、簡易観光案内所を「港の駅めいつ」の一角に設置し案

内人を置き、観光案内をしながらスタンプラリーへの参加を呼びかけることで、観光名所に留

まらず、町内の店舗へ誘引するきっかけになり、一度来店してもらうことで継続的な集客へと

結びつくことが期待できる。 

    また、日南市や南郷漁業協同組合、外浦漁業協同組合及び栄松漁業協同組合と連携し、観光

振興を通して観光入込客数を増加させるという共有意識を持つために、案内人に地元商工業

者、漁協関係者並びに地域住民を配置することで地域活性化につなげる。 

 
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 

  経営発達支援計画を円滑に実施するためには、個々の経営指導員の経営支援力の一層のレベル

アップを図らなければならない。そこで、当商工会は、行政機関、金融機関及びその他の経営支
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援機関と強固な連携体制を構築し、その連携を活用することによって経営支援力の向上を図って

いく。 

 

（１）現状と課題 

   現在、行政機関、地元金融機関及び他の支援機関との連携については、個々の支援案件にお

いて、必要に応じて情報収集や情報交換を実施しているに留まっており、定期的に金融機関の

実務担当者と協議を行う場がない状況あり課題となっている。 

そこで、下記の連携体制を構築し、情報を共有することで事業者間のマッチングなどによる

新たな需要開拓に繋げるとともに経営指導員の経営支援力向上を図り、小規模事業者の売上向

上につなげる。 

 

①金融機関との連携 

地域内産業及び経済の動き、金融情勢、市場動向などについて、町内にある地元金融

機関の宮崎銀行、南郷信用金庫、宮崎県南郷信用組合との定期的情報交換会を年２回開

催し、その結果、地域内小規模事業者にとって、新たな需要開拓や販路拡大などに資す

る情報を取りまとめ、商工会ホームページなどで周知することにより、事業者の経営力

向上に役立てる。 

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も年１回開催し、様々な融

資制度や小規模事業者の資金需要並びに需要動向等について情報交換を行うことで、経営指

導員や経営・情報支援員の経営支援力が高まり、商工会全体の経営指導力が向上することで

小規模事業者の売上向上に結び付くことが期待できる。 

 

②その他支援機関等との連携 

経営支援については、宮崎県商工連合会、宮崎県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）や宮崎県よろず支援拠点、宮崎県産業振興機構、宮崎県中小企

業団体中央会、宮崎県中小企業再生支援協議会、宮崎県事業引継センター及び中小企業基盤

整備機構九州支部等の各種機関や各機関の制度に登録されている専門家と連携しながら経

営支援力の向上を図る。 

また、観光振興については、近隣の行政、観光協会、商工会議所・商工会で組織され年４

回開催される県南観光ネットワーク会議（※４）に参加し、各関係機関の取り組み事例等に

ついて意見交換を行うことや会議の中で行われる観光振興に関するセミナーを受講するこ

とにより、観光についてのノウハウを蓄積し南郷町の観光産業の振興に役立てる。 

さらに、年３回開催している日南地域の商工団体会頭・会長会（※５）や年１回開催して

いる日南市議会議員との意見交換会を通じて、地域経済や各産業の動向に関する情報交換・

収集を行うとともに、各団体と連携を図りながら南郷地域経済の活性化に取り組む。 

 

※４ 今や市単独・観光協会単独での観光ＰＲ、集客は効果が低く、より広域的な視点・考え方での

合同観光ＰＲが欠かせないという考えのもと、日南市、串間市、日南市観光協会、串間市観光協

会、日南商工会議所、北郷町商工会、南郷町商工会をメンバーに平成１８年に設立された組織で、

これまで人材育成プロジェクト、地域共通メニューの開発、観光名所づくりなど多彩な事業を行

ってきている全国的にも珍しい広域組織である。 

 

※５ 近隣の日南商工会議所と北郷町商工会の会頭・会長・担当職員が年３回集まり、地域情勢につ

いての意見交換会や小規模企業振興基本条例制定に向けての研究を行っている。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

    これまでも、経営指導員及び経営・情報支援員は、県商工会連合会が開催する研修を通して

最新の情報収集と知識の習得をそれぞれの職員が行ってきたが、職員間で共有を行う体制が構

築されていない状況にある。 

そこで、下記の取組を行い、職員個々の小規模事業者に対する支援能力のスキルアップを図

るとともに、経営指導員等個々の職員が保有する経営支援ノウハウや成功事例並びに小規模事

業者の経営支援に係る経営分析の結果等は、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。 

     

（１）組織外研修による資質向上（ＯＦＦ－ＪＴ） 

宮崎県商工会連合会が主催する研修及び中小企業大学校で開講されている専門的な研修

や中小企業基盤整備機構が開催する「小規模事業者支援研修」に、経営指導員及び必要に応

じて経営・情報支援員が年間１回以上参加することで、小規模事業者の抱える課題に対する

対応力を養い、支援におけるスキルアップを図る。 

また、外部専門家による専門家派遣事業を行う場合は、当商工会の経営指導員が同席する

ことを必須とし、専門家の指導の様子を参考にして経営支援能力のレベルアップを図る。 

 

（２）組織内による資質向上（ＯＪＴ） 

地域動向調査・分析の内容や上記研修の情報等を用いて毎週１回支援ミーティングを行

い、地域内の経済動向や研修で学んだ知識について職員間で情報共有を行い、小規模事業者

の経営課題解決や経営支援後のフォローアップに向けた支援能力向上を図る。 

また、個々の職員が保有する支援ノウハウや経営分析結果等についてデータベース化し、

職員全員が共有できる体制を構築する。 

     そして、経験の浅い経営指導員は、巡回訪問時にベテラン経営指導員に同行する等のＯＪ

Ｔを行うことで小規模事業者に対する伴走型支援のノウハウを身に付ける。 

 

（３）中小企業診断士等の公的資格の取得 

     県内商工会職員で構成する宮崎県商工会職員協議会の実施する公的資格取得のための補

助制度を活用し、経営指導員及び経営・情報支援員が小規模事業者を支援するうえで必要な

公的資格の早期取得の促進を図る。 

     

【取得促進を図る公的資格】 

・中小企業診断士  ・ファイナンシャルプランニング技能士  

・社会保険労務士  ・販売士 
 

（４）その他 

     小規模事業者の支援を行う上で必要な知識を体系的に学習することができる全国商工会

連合会が実施している「ＷＥＢ研修」（※６）を経営指導員は積極的に受講するとともに、

経営・情報支援員においても職務と関係の深いテーマについては積極的な受講を促進し、職

員の資質向上を図っていく。 

 

※６ 経営指導員等が経営指導をしていく上で必要となる、学習・研修を Web 上で行うオンライン研

修サイトのことで、全国の経営指導員等が、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、

創業・経営革新につながる提案型指導ができるよう、経営指導員等の専門化や資質向上に必要な



２１ 
 

知識を習得できるシステムを構築することで、中小企業の経営支援体制を高めることを目的とし

ている。 

 

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 

   本事業の評価については、宮崎県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」（年１回開催）

を利用し、効果的なＰＤＣＡサイクルに基づく、経営発達支援計画の進捗管理の仕組みを確立

し事業継続をしていく。 

   なお、外部評価委員会の委員については、下記の委員が就任し評価を行う。 

 

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 
税理士・公認会計士 

中小企業診断士等 

地方公共団体職員 宮崎県 商工観光関係部署 担当者 

関係団体職員 
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職員 
専務理事  

職員等 中小企業診断士等の有資格者 

  

 

①評価は、毎年度終了後に事業実施状況、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、当商工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、当商工会にアドバイス・助言等を行う。 

 ③当商工会は、外部評価委員会からの助言、アドバイスの結果をもとに、事務局内で次年度の支援

方法について再検討を実施後、見直し案を理事会に諮り承認を受ける。 

 ④理事会にて承認を受けた見直し案については、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南郷町商工会のホームページにて公表するとともに、

当商工会にも常設して閲覧可能な状況とする。 

 

 

Ｐ（計画）商工会：従来の支援実績や今後の支援目標を基に経営発達支援計画を作成する。 
       

Ｄ（実行）商工会 ：経営発達支援計画に基づき事業を実施する。 
    

Ｃ（評価）外部評価委員会：経営発達支援計画が計画に沿って実施されているかを検証する。
 

Ａ（改善）商工会：経営発達支援計画を検証していく中で、計画に沿っていない部分を確認し

改善する。 
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・事業計画の作成 
・目標設定 

・実施状況 
・達成度、成果 

・評価、見直しの方針 
決定 
・理事会への報告、承認 

・事業評価、検証 
・アドバイス、助言 

Ｐｌａｎ 

計画作成 
（商工会） 

計画実行 

（商工会） 

Ｄｏ 

評価 

（評価委員会） 

Check

計画改善 
（商工会） 

Action 
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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 

（２８年８月現在）

（１）組織体制 

   ①役員 

会長  １名 副会長 ２名   理事 １３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 

   ②事務局 

    経営指導員２名（うち１名は平成２８年４月１日より経営指導員に就任） 

  経営・情報支援員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 

   南郷町商工会 

住所：宮崎県日南市南郷町東町１４－１１ 

TEL：0987-64-1125         FAX：0987-64-0631 

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

 

 

 

（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） 

 
２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 ２，９００ ３，１００ ３，４５０ ３，５５０ ３，６５０

 

調査事業 

研修事業 

地域振興事業 

１，９００ 

１５０ 

８５０ 

２，０００

２５０

８５０

２，１００

３００

１，０５０

２，２００ 

３００ 

１，０５０ 

２，３００

３００

１，０５０

（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、手数料収入、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．経営発達支援事業の内容 

（１）地域経済動向調査事業 

   関係機関と連携して収集したデータを、外部専門家とともに分析を行い、その結果を小規模事

業者に対して情報提供する。 

（２）経営状況の分析 

 商工会単独では解決が難しい案件については、関係機関と連携し専門家派遣事業を活用しなが

ら支援を行う。 
（３）事業計画の策定 

 商工会単独では解決が難しい案件については、関係機関と連携し専門家派遣事業を活用しなが

ら支援を行う。 
（４）事業計画策定後の実施支援 

 事業計画作成後のフォローアップや計画修正が必要な場合は、関係機関と連携しながら専門家

派遣制度を活用し支援を行う。 
（５）需要動向調査 

 外部の調査会社や外部専門家と連携し、消費者の求めている商品・サービスの調査･分析を行

い、その結果を小規模事業者に対して情報提供する。 
（６）新たな販路開拓 

 関係機関と連携し展示会・物産展・商談会等の情報提供を行う。出展支援については、関係機

関と連携し専門家派遣事業を活用しながら支援を行う。 
 

２．地域経済の活性化に資する取組み 

  関係機関と連携し、南郷町が保有している地域資源を活用した事業を立案し実施することで地域

経済活性化を図る。 
 
３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組み 

（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 

   金融機関等の関係機関と定期的に経営支援や地域経済情勢に関する情報交換する場を設ける

ことで、経営支援力の向上に繋げる。 

（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や中小企業基盤整備機構の開催する研修を積極的に受講することで、職員

の小規模事業者に対する支援力のスキルアップを図る。 

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 電話番号：0985-24-2055 

     役割：経営分析、事業計画の策定、調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、補助

事業の実施支援、プレスリリース 

■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 電話番号：0985-26-7111 

     役割：調査事業支援・情報提供、経営革新計画の承認 

■日南市 代表：市長 﨑田恭平 

     住所：宮崎県日南市中央通１丁目１番地１号 電話番号：0987-31-1100 

     役割：調査事業支援・情報提供、創業塾の共催 
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■独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 

     代表：本部長 斎藤三 

     住所：福岡県福岡市博多市祇園町４番２号サムティ博多祇園ビルディング 

     役割：販路開拓、マッチング支援、海外展開支援、高度・専門的な経営課題解決支援、各

種セミナーの実施 

■宮崎県中小企業団体中央会  

代表：会長 矢野久也 

     住所：宮崎県宮崎市松橋２丁目４番３１号 電話番号：0985-24-4278 

     役割：商談会等の情報提供、補助事業の実施支援 

■宮崎県産業振興機構  

代表：理事長 岡村 巌 

     住所：宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６５００番地２ 電話番号：0985-74-0786 

     役割：経営状況の分析、事業計画の策定、高度・専門的な経営課題解決支援、各種セミナ

ーの実施 

■日本政策金融公庫宮崎支店  

代表：支店長 松井斎 

     住所：宮崎県宮崎橘田通東３丁目６番３０号 電話番号：0985-23-3274 

     役割：経営状況の分析、事業計画の策定、高度・専門的な経営課題解決支援、融資等の金

融サポート、商談会等の情報提供 

■日南市観光協会  

代表：会長 清水満雄 

     住所：宮崎県日南市中央通り１丁目１番１号 電話番号：0987-31-1134 

     役割：調査事業支援・情報提供、情報発信、地域経済活性化 

■宮崎銀行南郷出張所  

代表：所長 矢島雄一 

    住所：宮崎県日南市南郷町中村乙２６２３番地１ 電話番号：0987-64-1141 

     役割：経済情報の提供、経営状況の分析、事業計画の策定、融資等の金融サポート、商談

会等の情報提供 

■南郷信用金庫本店  

代表：理事長 阿部政廣 

    住所：宮崎県日南市吾田東４丁目１番１号 電話番号：0987-21-1115 

     役割：経済情報の提供、経営状況の分析、事業計画の策定、融資等の金融サポート、商談

会等の情報提供 

■宮崎県南部信用組合本店  

代表：理事長 平原春義 

     住所：宮崎県日南市南郷町中村乙８２４１番地２ 電話番号：0987-64-0204 

     役割：経済情報の提供、経営状況の分析、事業計画の策定、融資等の金融サポート、商談

会等の情報提供 

■南郷漁業協同組合  

代表：代表理事組合長 江藤久義 

     住所：宮崎県日南市南郷町中村乙４６１４番地３ 電話番号：0987-64-1155 

     役割：調査事業支援・情報提供、地域経済活性化 
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■外浦漁業共同組合  

代表：代表理事組合長 河野賢二 

     住所：宮崎県日南市南郷町潟上１３４番地５４ 電話番号：0987-64-1161 

     役割：調査事業支援・情報提供、地域経済活性化 

■栄松漁業協同組合  

代表：代表理事組合長 竹下幸夫 

     住所：宮崎県日南市南郷町中村乙４１２９番地 電話番号：0987-64-0206 

     役割：調査事業支援・情報提供、地域経済活性化 

■株式会社ＪＴＢ総合研究所  

代表：主席研究員 篠崎宏 

     住所：東京都港区芝３－２３－１ 電話番号：03-6722-0692 

     役割：調査事業支援・情報提供、地域経済活性化 

■宮崎日日新聞社日南支社  

代表：支社長 俣野秀幸 

     住所：宮崎県日南市上平野町１丁目２番８号 電話番号：0987-22-2620 

     役割：プレスリリースによる情報発信支援 

 

連携体制図等 

１．地域経済動向調査事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析 

  

 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画の策定 

  

 

 

 

 

 

 

 

南郷町商工会
小規模事業者 
課題：経済動向の

把握 

連携先 
①宮崎県商工会連合会 
②日本政策金融公庫 
③宮崎県 
④日南市 
⑤金融機関 
⑥外部調査会社 

資料提供

情報提供 

相談 

小規模事業者 
課題：自社の経営 
  状況分析 

南郷町商工会

連携先 
①宮崎県商工会連合会 
②日本政策金融公庫 
③宮崎県産業振興機構 
④中小企業基盤整備機構 
⑤金融機関 
⑥外部調査会社 

相談 

経営分析 

連携 

小規模事業者 
課題：事業計画の

策定 

南郷町商工会

相談 

事業計画策定 
方法の指導 

連携 
連携先 

①宮崎県商工会連合会 
②日本政策金融公庫 
③宮崎県産業振興機構 
④中小企業基盤整備機構

⑤金融機関 
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４．事業計画策定後の実施支援 

 

 

 

 

 

５．需要動向調査 

 

 

 

 

 

 

６．新たな販路開拓 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域経済の活性化に資する取組み 

 

  

 

 

 

 

３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組み 

（１）他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

南郷町商工会 

連携先 
①宮崎県商工会連合会 
②宮崎県産業振興機構 
③日本政策金融公庫 
④金融機関 

情報交換 

連携先 
①宮崎県商工会連合会 
②中小企業基盤整備機構 
③宮崎県産業振興機構 

情報交換 南郷町商工会 
 

経営指導員２名 
経営・情報支援員２名 

小規模事業者 
課題：事業計画の検

証 

南郷町商工会

連携先 
①日本政策金融公庫 
②宮崎県産業振興機構 
③中小企業基盤整備機構 

④金融機関 

フォロー 
アップ 連携 

小規模事業者 
課題：需要動向の

把握 

南郷町商工会

連携先 
①宮崎県商工会連合会 
②宮崎県産業振興機構 
③外部調査会社 

調査結果の 
情報提供 

相談 
連携 

小規模事業者 
 

課題：販路開拓 

南郷町商工会 

連携先 
①宮崎県商工会連合会 
②宮崎県中小企業団体中央会 

③中小企業基盤整備機構 

④金融機関 
⑤宮崎県商工会議所連合会 

相談 情報提供 

展示会等案内 

小規模事業者 
 

課題：売上拡大 

南郷町商工会 

連携先 
①日南市 
②漁業協同組合 
③日南市観光協会 
④ＪＴＢ総合研究所 
⑤宮崎日日新聞社 

賑わい創出 情報交換 


