
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

国富町商工会（法人番号 6350005001473 ） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

本町における高齢化と人口減少を見据えながら、地域経済を支える小

規模事業者を持続的に発展させるため、行政や他の経済団体等と連携し

て域内需要の維持拡大を促進する取組みや域外への販路開拓などを通

じて小規模事業者の経営力強化を図る。 

 また、小規模事業者の事業計画策定支援、販路開拓支援、金融支援な

どの個社支援や地域活性化事業などを円滑に実施するため、行政や他の

支援機関等と連携した支援体制を構築する。 

1.小規模事業者の経営力強化 

2.地域資源活用商品のブラッシュアップによる新たな需要開拓 

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)小規模事業者景気動向調査の実施 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

3.事業計画の策定支援に関すること【指針②】  

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)県内大学生による臨店モニター調査の実施 

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)商品のブラッシュアップ・新商品開発の支援 

(2)テスト販売の支援 

(3)テスト販売後の販路開拓支援 

(4)インターネットを活用した情報収集・発信力強化支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

1.未利用資源の再確認と活用に向けた取組み 

 

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に関する

こと 

(1)認定商工会連絡会議での情報交換 

(2)研修会への参加 

(3)金融機関との連携 

連絡先 

国富町商工会 

〒880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 4049 
 電話番号     0985-75-2211 

 ファクシミリ番号 0985-75-2501 

 メールアドレス   kunitomi@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 国富町の現状と課題 

１ 国富町の現状 

（１）概要 

国富町は、宮崎市から北西約 16Kmに位置する豊かな 

緑に包まれた田園都市である。車で約 30分の距離にあり 

宮崎港まで約 30 分、東九州自動車道宮崎西インター 

チェンジまで約 15分という、位置的に恵まれた立地環境 

にある。地形は、北西から南東にかけて細長く延びた形の 

町域になっており、町の中心部から東端部は宮崎平野の 

一角を占めている。一方、北西部は九州山地の一角を占めて 

おり、町域南部には清流「本庄川」(大淀川の支流)が東西 

に流れている。 

気象は日向灘を北流する黒潮の影響を受け、温暖多雨 

で年間平均気温は 17℃～18℃で年間を通しての日照 

時間や降水量も全国的に高い数値となっている。 

また本町は、中世の荘園制を経て江戸時代には天領と 

   なり、郡内の商都として栄えた町であり、このような 

歴史的な背景から、古墳群や神社仏閣、木造・石造の 

文化財などをはじめ、地区に伝わる郷土芸能や「和泉式        

部伝説」などの歴史文化が残っている。 

 

（２）人口等の状況 

ピーク時の昭和 25年の 24,608人をピークに減少の 

一途をたどっていったが、昭和 45年の 19,037 人を境に 

減少に歯止めがかかり、平成 12 年まで増加するものの再び減少、特に平成 17年以降、減少幅が

大きくなっている。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば平成 42年には 17,000人を下

回るとしている。加えて、0 歳から 14 歳までの年少人口を 65 歳以上の老年人口が上回るように

なり、高齢化率は、平成 26 年で 31.7%と全国(内閣府公表:平成 26 年 10.1 現在:26.0%)との比較

でも高い水準にある。現在の非生産年齢人口（老年人口：65歳以上）は 44.7％である。 

世帯数はここまで一貫して伸びてきており、一世帯あたりの人口は昭和 25年で 5.17人であっ

たが、平成 29年には 2.50 人まで減少しており、核家族の進行やひとり暮らし世帯が増加してい

る。人口減少は全国的なものであるが、このままの推移で人口が減少し、少子高齢化がすすめば

本町経済に消費市場の規模縮小だけではなく、人材不足と景気の先行きに不安要素をもたらし、

商工業者においては、事業経営の縮小を迫られるような状況も生じている。なかでも、町過疎地

域を中心に小売店が撤退・廃業し、交通弱者が増えることにより、食料品など生活に必要な物資

の購入ができない買い物難民が増加すると推測される。 

非生産年齢人口の増加は基幹産業の農林業をはじめ、町のあらゆる産業の衰退につながり、地
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域全体の活力低下を招くことが心配されている。 

 

【世帯数・人口の推移】                            （単位:世帯・人） 

年度 世帯数 人口 
年少 生産年齢 老年 

～14歳 15歳～64歳 65歳～ 

平成 2年 6,682 21,339 4,198 13,793 3,348 

平成 7年 7,246 22,130 4,050 13,944 4,136 

平成 12 年 7,704 22,367 3,575 13,900 4,892 

平成 17 年 7,831 21,692 3,001 13,470 5,326 

平成 22 年 7,746 20,909 2,646 12,475 5,783 

平成 28年 7,607 19,366 2,221 10,550 6,589 

平成 29年 7,628 19,128 2,171 10,209 6,742 

                                               (出典:国勢調査） 

 

（３）町の産業 

本町の産業構造は、平成 23 年度の全国の業種構成比、いわゆる「産業特化指数」(※)で見る

と製造業が 2.46、農業が 1.96 と突出しており、このことから、本町は第 1 次産業と第 2 次産業

の町であると言える。 

一方、卸・小売業(0.54)、自動車整備業や理美容業などのサービス業(0.64)といった第 3次産  

業の指数は低く、このようなことから、特に商業においては隣接する宮崎市に依存する経済構造  

となっている。 

このような中、本町の主要産業のひとつである製造業は、昭和 45 年以来、宮崎県と本町によ  

る地道な企業誘致活動により、現在では、再生可能エネルギー、自動車用精密部品などをはじめ  

とする各種製品製造業 18社が操業しており、安定した雇用の場となっている。 

他方、本町の基幹産業である農業は、水稲のほか、温暖多雨の気候を活かした畑地かんがい  

による大根やキュウリなどの野菜の促成栽培や葉タバコ、お茶などの工芸農作物、千切り大根や

荒茶などの加工農産物の生産が盛んである。 

 

  【国富町の農産物・加工農産物】 

 

 

 

 

 

 

 

                    「千切り大根の加工風景及び千切り大根」 

 

   「キュウリ」 
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しかし近時は、農家数及び就業者数は減少傾向にある。また、自給的農家や兼業農家の割合が

増えてきており、農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでいる。農業粗生産額は平成 4年から

減少をしている。畜産・加工農産物については増加しているが、野菜や米の価格低迷、葉タバコ

の減少などが起因していると思われる。 

商業は、人口減少、宮崎市への消費流出また量販店、コンビニエンスストア等の進出が相次ぎ、

商店数は急激に減少している。また、製造業については、太陽光発電の㈱ソーラーフロンティア

等の誘致企業の業績により製品出荷額、企業誘致とともに順調な伸びを示している。 

 

※産業特化指数とは、産業の構成比などにおいて、その構成比の全国比をいい、業種構成の全国

との乖離を示し、地域で卓越した業種を見る指標として使われる。 

 

（４）国富町の商工業振興の方針 

平成 23 年に制定された第 5 次国富町総合計画（平成 23 年度～平成 32 年度）において、商工

業の振興に関して「魅力ある商業・観光づくり」と「雇用と活力を創出する工業づくり」を基本

テーマとして次のように示している。 

 

【魅力ある商業・観光づくり】 

本基本計画の中で、「商工会の主体的な活動のもと、人が集まる商店街づくりを進め、情熱や

創造性にあふれる商業活動を展開することにより、経営が安定し、魅力ある店となるような商業

づくりの支援に努め、また、自然や歴史ロマン、特産品などの特性を活かした観光資源の活用や

開発を進め、人が気軽に訪れるもてなしの観光づくりを進める。」としている。 

特に、魅力ある商業づくりでは、消費者の生活スタイルや意識の変化、さらには、郊外型ショ

ッピングセンターやコンビニエンスストアの進出などを背景として、商店数、商品販売高、従業

員数が減少傾向にあることから、人が集まる賑わいの場所としての商店街の創出のため、快適で

魅力ある商業ゾーンの整備の必要性を掲げている。 

 加えて、超高齢化社会を迎える中、高齢者に配慮した商店づくりや高齢者のニーズに応える商

業活動の必要性を掲げている。具体的には、次の 8項目を掲げている。 

①商店街の空き地を活用したイベント(朝市など)や青空市場など、賑わい空間の創出 

②花や緑があふれる魅力的な商店街づくり 

③プレミアム商品券の発行など、町内での購買力向上の支援 

④共同駐車場、ポケットパークの整備・促進 

⑤個性的で魅力的な店づくりのための制度融資の充実 

⑥インターネットを活用した販売戦略や消費者ニーズの把握、店づくりに関する研修の充実 

⑦食の素材を活かした特産品開発や掘り起こしのための活動や研究 

⑧環境にやさしい、超高齢化社会に配慮した新しい商業サービスを活かした活動や研究への取

組支援を行う。 

 

【雇用と活力を創出する工業づくり】 

本基本計画の中で、「将来にわたり、活力ある産業のもとに安定した暮らしを支えるため、企

業誘致による雇用の創出はもとより、町内立地企業の製品開発や市場開拓などの経営戦略を支援

し、企業経営や就労の安定化を促進するとともに、多種多様な就労機会の拡大に努め、働きやす
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い就労環境づくりを推進する。」としている。 

特に、企業誘致に関しては、これまで本町の豊富な水資源や土地資源、交通の利便性を活かし

た誘致活動に取り組んだことから、就労者と製造品出荷額は飛躍的に伸びたものの、今後は、新

たな企業立地の厳しい状況を踏まえ、景気の影響を受けにくい食品関連企業や地域資源を活かし

た 6次産業企業の立地活動を推進するとしている。 

このほか、農業の町としての強みを活かした農産物加工品の開発や市場開拓支援の強化を図る  

とともに、町内立地企業間の交流や異業種によるマッチング機会創出の促進を掲げている。 

また、この総合計画に加え、本町が平成 28 年 3 月に策定した「国富町まち・ひと・しごと創

成総合戦略」では、地域産業の活性化と新たな雇用を創出するため創業支援を推進するとして、

特に、女性が活躍する社会づくりの面からも、女性による創業の支援促進を図り、また、町内中

小企業・小規模事業者の新商品開発及び新技術開発向上のため、他の支援機関と連携し、その支

援に当たるとしている。 

 

 

２ 国富町の商工業の現状 

（１）商工業の現状 

本町は 6年間で商工業者数が 11人(約 1.6％)、小規模事業者数が 14人(約 2.3%)減少している。

本県商工会地域全体の減少率は、商工業者が約 2%、小規模事業者が約 3%であることから、本町

の減少率は少ない。 

小規模事業者数について見れば、減少率の顕著な業種は建設業(7.3％減)で、これは公共工事

の減少、入札制度の変更等が原因と考えられる。また卸小売業については 6.8％の減少で、人口

減少、大型店、量販店の進出また宮崎市の大型ＳＣの影響などで域外流出していることが原因と

考えられる。小売業については非常に厳しい経営環境が続いている。特に小売業・サービス業が

生き残っていくためには、個店の経営基盤強化のため、伴走型の支援が不可欠である。 

 

【町内商工業者数・小規模事業者数・会員数の状況】           (単位:社) 

 
 

建設業 製造業 
卸売業 

小売業 

宿泊業 

飲食業 
サ ー ビ ス 業 その他 合計 

Ｈ25 

商 工 業 者 数 177 80 179 64 121 48 669 

小 規 模 事 業 者 数 177 69 162 63 108 40 619 

会員数 149 51 134 51 71 23 479 

Ｈ30 

商 工 業 者 数 164 79 167 59 148 41 658 

小 規 模 事 業 者 数 164 70 151 58 121 41 605 

会員数 141 50 122 45 84 18 460 

増減 

H30-H25 

商 工 業 者 数 △13 △1 △12 △5 27 △7 △11 

小 規 模 事 業 者 数 △13 1 △11 △5 13 1 △14 

会員数 △8 △1 △12  △6 13 △5 △19 

                                                           (出典:商工会実態調査) 
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（２）商工業の課題 

本町は、2 ページに記載のとおり産業特化指数でみると、第 1 次産業及び第 2 次産業の町であ  

り、第 3次産業は苦戦している。特に、商業については、人口の減少と高齢化の進展で域内の消

費が縮小する中で、県都である宮崎市に車で 30 分程度の時間距離にあり、また近郊にはチェー

ン展開するディスカウント店が立地するなど本町中心部の商業空洞化が進んでいる。 

このような地域間あるいは他店との競争の中で売上は伸びず、利益率も低下する傾向が強い。 

一方では、経営者自身の高齢化も進み、経営に魅力を感じない後継者は事業を継がず、廃業を

余儀なくされる小規模事業者も増えてきている。 

このような負の連鎖を断ち切って地域の商工業を盛り立てていくには、以下のような課題を克

服する取組みが必要である。 

①商工業者の経営力強化 

 地域内の小規模事業者の中で計画性のない成り行き経営の傾向が見られる。業界動向、規制

や税制の変更など経営に関連する情報の収集に関心が薄く、自社の経営環境の変化に疎い。 

そのため、経営課題の把握が不十分で改善の意欲も低い傾向があり、地域間競争や他社との

競争に弱い。今後、人口減少、地域間競争が顕著になる中で地域の需要が縮小減退し、さらに

厳しい競争が続くことが想定されることから、小規模事業者の経営基盤の強化・経営力強化が

急務である。 

 

②中心部の商業機能の維持発展 

町の中心部には県道沿いに商店が集積しているが、宮崎市への消費流出が著しく、小売店が

廃業あるいは地区外転出して空き店舗が増えてきている。小売業が減少することで町外就業や

若年層の町外流出につながるという負の連鎖が続いている。やる気のある個店を支援して魅力

的な店に育てることと、事業承継や新規開業の促進が急務である。 

 

③他産業(主に農業)との連携・地域資源活用による新たな需要開拓の取り組み 

本町の農業は、豊かな水、温暖な気候、肥沃な土地に恵まれ、条件が整った生産基盤のもと、

施設野菜、工芸作物、畜産、米を中心に営農が展開されている。 

しかしながら、輸入自由化による安価な農産物の流入や過剰生産による価格低迷が続く中

で、農業経営は厳しい環境にある。この厳しい局面を乗り切るためには、産地育成によるブラ

ンドづくりや付加価値の高い農産物の生産あるいは六次産業化による高付加価値化は今後不可

欠である。 

 

（３）商工会のこれまでの取組みと課題 

   小規模事業者に対する個社支援は、経営指導員による税務、金融、労働、経営革新、販路開拓

などの窓口相談・巡回相談件数は年間平均で 800件程度であり、年々減少傾向にある。この相談

の約 7割は、記帳指導・決算指導などの税務支援、労働保険関係の各種手続き等の支援、日本政

策金融公庫融資や県・町の制度融資の斡旋などの金融支援が占めており、従来型の待ちの経営支

援が主体となっている。 

また、本町の小規模事業者約 600 社の内、本会が経営実態を十分に把握している小規模事業者

は約 200社程度で約 3割程度に留まっている。 

 



６ 
 

しかしながら、小規模事業者の持続的発展を図るためには、付加価値の向上、利益率の改善が

必要であり、このことに対し本会が個社支援により深く関わっていくことが必要である。 

そのため、今後、経営実態を把握する小規模事業者の割合を年々増やし、更なる付加価値の向

上、利益率の改善を図るための個社支援を図るため、支援者である職員の資質向上についても併

せて取り組む必要がある。 

一方、経済活性化に資する事業は、歳末大売出し事業の開催、地域商品券の発行、特産品の開

発・販路開拓支援などに取組んでいる。特に、経済・生活支援対策事業（※）、プレミアム商品

券発行事業を行政の支援を受けながら 5年以上継続実施しているが、このような行政と連携して

行う町内需要の喚起事業、購買力流出防止対策事業を実施していることは、側面的ではあるが小

規模事業者の付加価値の向上、利益率の改善に繋がっている。 

また、本町の地域資源を活かした商品である「千切り大根」、「白玉まんじゅう」「お茶」など

のブランド化をめざし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（特産品開

発、販売促進）において、都市部への販路拡大を目指した「白玉まんじゅう」の消費期限改良や

統一ブランド「国富屋」（地場産品販売窓口）による販路開拓に努めている。 

 

  【地域資源活用商品】 

 

 

 

 

 

 

        「白玉まんじゅう」 

 

                               「お茶」 

 

このような個社支援や経済活性化に資する事業を継続して行い、小規模事業者の付加価値の向

上、利益率の改善を図るための取組みが求められている。 

（※）平成 21年度から商工会が窓口になって実施している町の補助事業で、 町内業者に発注して

住宅改修をした町民に対し、工事費の一部について、町内で使用できる商品券を発行し助成す

る制度。建築関連業者のリフォーム需要や商品券での買い物需要の確保に効果を発揮してい

る。 

 

 

 

Ⅱ 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

以上の現状と課題を踏まえ、本町における高齢化と人口減少を見据えながら、地域経済を支える

小規模事業者を持続的に発展させるため、今後 10 年先を見越した中長期的な振興のあり方を以下

のとおりとする。 

１ 小規模事業者が中長期的な計画と目標をもった経営を行うことで持続的な発展に繋がり、小規

模事業者の減少に歯止めをかける。また、円滑な事業承継による経営の継続、創業者の育成によ
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る小規模事業者の輩出の促進を図ることにより小規模事業者の減少に歯止めをかける。 

 

２ 基盤産業である農産物を活用した六次産業化などに取り組むとともに、地域資源を活用した商

品開発・販路開拓を促進することにより地域経済全体の活性化を図る。 

 

 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の目標 

 本会では、前述の小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方を踏まえて、小規模事業者数 600

社を維持するための 5年間の経営発達支援事業の目標を以下のとおり設定する。 

１ 小規模事業者の経営力強化 

小規模事業者、事業承継者及び創業予定者に対して、経済動向調査及び経営分析などを踏まえ

た事業計画策定支援、販路開拓支援などの伴走型支援を行うことにより、小規模事業者の事業継

続、発展を図るとともに、付加価値の向上、利益率の改善をめざす。 

このような小規模事業者等の事業計画策定等を伴走型支援により、経営指導員が行う支援ノウ

ハウを共有することにより、本会としての伴走型支援体制を構築する。 

 

２ 地域資源活用商品のブラッシュアップによる新たな需要開拓 

本町の地域資源を活用した商品開発を行う小規模事業者の地域内の新たな需要開拓と地域外

への販路開拓を図るため、既存商品や新商品のブラッシュアップや販路開拓などの個社支援を行

う。 

 

 

Ⅳ 目標達成に向けた取組方針 

経営発達支援計画の目標達成に向けて、小規模事業者の経営力強化、地域資源活用商品のブラッ

シュアップによる新たな需要開拓について以下のとおり取り組む。 

また、本会単独では不十分な支援も想定されることから、小規模事業者の事業計画策定支援、販

路開拓支援、金融支援などの個社支援や地域活性化事業などを円滑に実施するため、行政や他の支

援機関等と連携した支援体制を構築する。 

１ 小規模事業者の経営力強化 

（１）財務・経営環境等の経営分析を通して小規模事業者に個別の経営改善提案を行い、事業計画策

定支援に取り組む。 

また、策定した事業計画の進捗状況を把握するため、年 4回の定期的なフォローアップを実施

し、目標達成まで確実に支援するなどの取り組みを行い、小規模事業者の経営改善と経営力強化

を図る。 

 

（２）創業者には個別創業塾を定期的に開催し、各支援者に応じた事業計画策定支援を行い、また、

事業承継者には、事業承継ネットワークのコーディネーターとの連携を図り、個別の事業承継診

断などの取り組みを進めながら、事業計画策定支援を行う。 

さらに、定期的なフォローアップを実施し、創業支援及び事業承継支援を通じた小規模事業者

の経営力強化を図る。  
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２ 地域資源活用商品のブラッシュアップによる新たな需要開拓 

（１）国富町の地域資源を素材とした開発商品について、大学生と連携した臨店モニター調査による

需要動向調査等を実施し、プロダクトアウトからマーケットインへの事業者の意識改革を促し、

消費者ニーズに沿った新商品開発を行い、新たな需要開拓に繋げる。 

   また、このような開発商品について、専門家や関係機関と連携して商品をブラッシュアップし、

効果的な新商品開発支援を促進する。 

 

（２）開発商品の販路開拓は、地域イベント、県内のアンテナショップ（ＪＡが運営するわちどんが

村式部の里（国富町）、宮崎県商工会連合会のアンテナショップ（宮崎市）等）においてテスト

販売を行い、商品の訴求力を高め、地域内で「売れる商品」になるまで着実に支援する。 

さらに、テスト販売において消費者などから高評価を受けた商品等について、県外の展示会・

商談会への事前・事後の参加支援などを通して広域的な販路開拓・拡大を促進する。  
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経営発達支援事業の内容と実施期間 

 
（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

前記Ⅳ「目標達成に向けた取組方針」の 1に記載のとおり、小規模事業者の支援に当たって関

連する各種情報の収集・提供・蓄積は必要であるが、地域の小規模事業者の経営実態の把握も含

めて不十分である。 

  

（２）本計画において取り組む内容 

①小規模事業者景気動向調査の実施 

支援対象者である管内小規模事業者の実態把握が不十分であることから、中小企業景気動向調

査（全国商工会連合会主催、4半期ごと年 4回調査、15事業者）を利用し、下記の要領で町内の

小規模事業者の経営実態と景況感を調査する。 

  (ァ)調査の方法 

    経営指導員が 4半期ごと年 4回、15件を巡回して面接調査 

   （サンプル数は中小企業景気動向調査に合わせて 15件(製造業 3件、建設業 2件、小売業 4

件、サービス業 8件)とする。 

 

  (ィ)収集するデータ 

・景況感(売上、採算、資金繰り、業況、設備投資の各ＤＩ) 

・業況、経営課題 

・経営支援に関するニーズ 

 

(ゥ)分析方法 

   ・回収したデータは、専門家と連携して業種ごとに整理集計して、公表されている経済動

向調査報告書等を活用して本県他地区や全国的なデータと比較分析を行い、小規模事業

者の経営支援に活用できる資料としてまとめる。 

・活用する調査資料 

    

調査報告書名(作成者) 調査概要 活用するデータ項目 

中小企業景気動向調査報告

書(全国商工会連合会) 

全国150か所の商工会が四半期

ごとに行う景気動向調査 

売上、採算、資金繰り、業況、設備投資

に関する業種別 DI値 

みやぎん調査月報 

(みやぎん経済研究所) 

毎月、県内企業に対して行う景

況感に関するアンケート調査 
県内企業の景況感 

宮崎県経済の動き 

(宮崎県) 

四半期毎に行う県内経済に関

する主な指標の動き 

百貨店、スーパーの売上などの消費動

向、有効求人倍率などの雇用情勢 

公共工事、住宅着工戸数などの投資動向 
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 (ェ)結果の活用方法 

小規模事業者の経営分析や事業計画策定支援の際に活用し、かつ商工会ホームページで公 

表し、いつでもだれでも広く閲覧できるものとする。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

小規模

事業者

景気動

向調査 

調査回数 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

調査事業所数 未実施 15件 15件 15件 15件 15件 

商工会 HPでの公表

回数 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

（４）期待される効果 

小規模事業者は、地域の経済動向や景況感などの調査を独自に実施することはほとんどなく、

経験に基づく経営判断が多いと思われる。 

この調査から導かれる景気動向調査結果は地域内他社の景況感、不足する資源、必要とする支

援策などを知ることができ、自社の経営の在り方を見直す参考資料となる。 

 

 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

商工会が行っている記帳代行者(ネット de記帳)や決算専用システムなどを利用している小規

模事業者は、システムを利用することで自動的に財務分析ができ、金融、補助金申請、経営革新

や経営改善計画の策定支援などでも経営分析が支援の入り口になるが、小規模事業者の関心は薄

く、支援が普及しているとは言い難い。正しい現状分析による経営判断を行い、事業計画策定に

つなげることの重要性を考えると、支援の強化が必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①事業内容 

小規模事業者景気動向調査の実施事業者や会員である小規模事業者に対しては、経営指導員や

経営・情報支援員が日常的に行っている巡回や窓口相談の際に経営分析の必要性を説明し、支援

対象者の掘り起こしを行う。特に、ネット de記帳利用者や決算支援先など、財務データを把握

している小規模事業者に対して、経営分析の内容・活用方法などを重点的に説明し、経営分析を

実施し、事業計画策定に繋げる。 

さらに、非会員である小規模事業者に対しては、経営分析・事業計画策定・計画策定後の実施

支援などの伴走型支援に関するチラシを作成し、商工会・役場・金融機関などの各窓口での配布、

商工会ホームページの掲載などの広報活動を通じて掘り起こしを行い、経営分析を実施し、事業

計画策定に繋げる。 
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②経営分析の内容 

(ァ)対象者 

  ・景気動向調査実施事業者の 15件の全事業者に対し、経営分析を実施する。 

  ・会員の小規模事業者のネット de記帳利用者や決算支援先の 120件の中から年間 24件を選

定し、5年間で全事業者の経営分析を実施する。 

    ・非会員の小規模事業者の相談者の中から年間 1件を選定し、経営分析を実施する。 

 

(ィ)分析項目 

・経営資源(人材:保有資産・技術、有力取引先、資金力等その他) 

・SWOT(強み、弱み、機会、脅威) 

・財務(収益性、生産性、安全性、損益分岐点) 

経営指導員が小規模事業者へのヒアリングにより経営環境分析を行うとともに、決算書等

から財務分析を行い、経営課題を抽出する。 

財務分析は直近 3期分の決算データを全国商工会連合会が提供する日々の取引を処理する

会計ソフトのネット de記帳及び決算時の処理を行うネット de記帳決算入出力システム等に

入力し、このシステムから抽出される 6種類の経営分析帳票（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）等を活用する。併せ

て、全国の同業他社との経営指標や 3期決算推移比較を行い、経営課題等の改善項目を洗い

出す。 

また、比較する経営指標は、収益性、生産性、安全性の観点から対象事業者にあった指標

（売上高対営業利益率、売上高対総利益率、売上高対人件費比率、流動比率、自己資本比率

など）を選択し、実施するものとする。 

 

(ゥ)分析手法 

・専用ソフト等による財務諸表分析 

分析に当たっては、日経テレコンや市場情報評価ナビなどのデータベース、TKC、業種別

審査辞典等の経営指標、経済動向調査結果などを活用する。 

 

③分析結果の活用方法 

分析結果は経営分析報告書を作成し、当該小規模事業者に経営改善提案等のフィードバックを

行い、事業計画策定支援に繋げる。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

景気動向調査実施事業者 

経営分析件数 
未実施 15件 15件 15件 15件 15件 

会員小規模事業者 

経営分析件数 
8件 24件 24件 24件 24件 24件 
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非会員小規模事業者 

経営分析件数 
未実施 1件 1件 1件 1件 1件 

合計 8件 40件 40件 40件 40件 40件 

＊経営分析は年間 40 件（経営指導員 1名当たり年間 20件×2名）を実施する。 

 

（４）期待される効果 

経営状況の分析により、個社の経営環境や経営資源の現状を正しく把握することで経営課題が

明確になり、今後の事業展開に活用するための事業計画策定が可能となる。また、伴走型の継続

的な支援を行うことで小規模事業者の意識変革、自律的な取組みの拡大が期待できる。 

 

 

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 

小規模事業者の多くは、過去の経験や業界の慣行を重視した経営判断をしている例が多いと推

測される。そのため、商工会が実施している事業計画策定支援も経営革新や補助金、借入返済条

件変更など特定の目的のための単発的な支援が多かった。 

事業計画は正確な事業実績の測定評価の前提であり、外部環境の変化や内部課題の発生などに 

迅速に対応できる指標でもある。 

今後は現状分析とそれにもとづく事業計画の策定と実行が重要なことを理解させ、商工会が常

時、事業者に寄り添いながら支援していく伴走型支援を行い、ＰＤＣＡサイクルを繰り返しなが

ら事業計画を策定していくことが必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

  ①経営分析実施事業者に対する事業計画策定支援 

   事業計画策定は経営状況の分析が支援の起点となることから、経営分析を実施した事業所 40

件の内、早期に経営課題の課題解決が必要な 24件を選定し、需要開拓まで視野に入れた実効性

の高い事業計画策定を行う。 

   

  ②事業承継者に対する事業計画策定支援 

事業承継を検討している事業者の中から承継の予定時期が近い 2件に対して、平成 30年 4月

に宮崎県に設置された事業承継ネットワークのコーディネーターと連携し、事業承継診断及び事

業承継計画策定支援を行う。 

 

  ③創業予定者に対する事業計画策定支援 

国から認定された創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による個別創業塾を年間 4回、

四半期ごとに実施することにより、年間 4件の創業予定者の事業計画策定支援を行う。 
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  ④関係機関との連携 

事業計画策定において技術的な課題、法的な問題などの専門的な課題解決が必要な際は、宮崎

県中小企業等経営基盤強化支援事業やミラサポの専門家派遣事業、よろず支援拠点のコーディネ

ーターを活用した支援を行う。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析実施事業者に対する 

事業計画策定件数（＊１） 
8件 24件 24件 24件 24件 24件 

事業承継者に対する 

事業計画策定件数（＊２） 
未実施 2件 2件 2件 2件 2件 

創業予定者に対する 

事業計画策定件数（＊３） 
未実施 4件 4件 4件 4件 4件 

合計 8件 30件 30件 30件 30件 30件 

（＊１）経営分析実施事業者に対する事業計画策定件数は年間 24 件（経営指導員 1 名当たり年

間 12件×2名）を実施する。 

（＊２）事業承継者に対する事業計画策定件数は年間 2 件（経営指導員 1 名当たり年間 1 件×2

名）を実施する。 

（＊３）創業予定者に対する事業計画策定件数は年間 4件（経営指導員 1名当たり年間 2件×2

名）を実施する。 

 

（４）期待される効果 

経営分析から事業計画策定につながるプロセスを体験してこなかった事業者にとって、今まで

気づかなかった自社の状況や経営課題を知ることができ、計画的な経営の重要性を体験できる良

い機会となる。 
 事業承継者や創業予定者が事業計画書を策定することにより、事業を進めていくための羅針盤

として活用することができるとともに、毎年事業計画の見直しを行うことにより、安定した事業

継続を図ることが可能となる。 

 

 

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 

小規模事業者は少ないスタッフで多くの業務を遂行している関係で、事業計画の策定や遂行管

理の優先順位は低く、途中で問題が発生しても対症療法的な対応を繰り返している。また、策定

した計画は時間の経過や関連する制度改正などにより頻繁に変更がありうることから常に見直し

が必要である。そのため商工会が定期的に巡回訪問して実行をサポートすることが必要である。 

 

 

 



１４ 
 

（２）本計画において取り組む内容 

①経営指導員等による定期的な巡回支援 

事業計画策定事業者を対象者に経営指導員や経営・情報支援員が 4 半期に一回以上訪問して、

遂行状況の確認と新たな課題の掘り起こし、解決方法の提案を行う。具体的には、計画遂行が進

んでいない場合はその原因を確認し、資金不足であれば融資のあっせんや紹介を行い、許認可や

法的な問題、技術的な問題などであれば専門家と連携して解決に必要な情報の収集・提供を行う。

また計画遂行が進んでいる場合は、継続して遂行をサポートしていく。 

 

（３）数値目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ 

事業者数/年 
未実施 30件 30件 30件 30件 30件 

フォローアップ 

延べ回数/年（＊） 
未実施 120 回 120 回 120 回 120 回 120 回 

  ＊フォローアップ 1年目は全事業者に対して年 4回を必須とし、2年目以降は必要に応じて 

実施する。 

 

（４）期待される効果 

      フォローアップを実施することで時系列の遂行管理ができ、計画と実績の対比による経営状況

の定期的な確認と計画遂行の成功体験を通じて経営者や従事者に”やればできる”というやる

気を喚起できる。また、業務繁忙時やスタッフの減少などにより停滞している場合の遂行支援や

想定外の問題発生などにも早期に対処することも可能になる。 

 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

自ら取り扱う製商品・サービスの需要動向に関心がない事業者はいないが、需要の変化をどの

ように捉え、それにどのように対応していけばよいのか分からないという例は多い。 

現在、独自に需要動向調査を実施している小規模事業者はほとんどないと推定され、需要動向

と合わない品揃えの店や売れない要因が理解できていない事業者も見られる。商工会としても相

談に応じて関連する情報を提供している程度である。 

事業計画策定からフォローアップへの一連の支援の流れを考えると、事業計画策定時における

需要動向調査、新たな需要開拓の視点を意識して計画に織り込んでいく作業が必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①県内の大学生による臨店モニター調査の実施 

後述Ⅱの 2の(1)に記載のとおり、新たに発足した国富町フィールドミュージアム創成推進協

議会は、地域資源の整備・活用のための拠点づくりや「グルメ回遊ルート」の設定などに取組む。

本会は商工業の立場から協力し、県内の大学の学生の協力を得て地域資源の調査などを行い、そ
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の調査に際して、既存の飲食店や菓子店などが保有するメニューや商品について県内の大学の学

生による臨店モニター調査を行う。 

(ァ)対象事業者とメニュー・商品の選考 

  ・本町内の飲食店と菓子店に呼び掛けて商品開発・改良意欲のある事業者の中から飲食店 5社

菓子店 5社とその主力メニューや商品を各 1アイテムずつピックアップする。 

・メニューや商品の選考にあたっては、対象事業者の希望を聞くが、モニターが大学生であり

年代が限定されることからその制約も考慮して行う。 

 

 (ィ)調査の方法 

・県内大学の学生をモニターとし、男子女子各１０名程度を５つの組に分けて対象事業所を訪

問する。 

・学生モニターは消費者の立場で、試食や経営者のヒアリングを通じて対象メニューや商品の

評価を行う。 

 

 (ゥ)調査項目 

・対象メニューや商品の試食による評価項目 

味覚、色合い、容量、価格帯、パッケージや容器、特長など 

・その他の調査項目は、専門家と参加する学生モニターを交えて予め対象商品ごとに詳細に設

定する。 

 

     (ェ)集計・分析方法 

    臨店モニター調査の結果は、メニューや商品ごとに集計して専門家と学生モニターを交えて

経営者が想定する内容と学生モニターの評価の差異分析を行う。また、学生モニターからの消

費者としての当該メニューや商品のターゲット、流通方法などの提案、改善の方向性やポイン

トを出してもらい報告書にまとめる。 

 

   (ォ)成果の活用 

    報告書は対象事業者にフィードバックし、ブラッシュアップや新たな販路開拓に繋げる。 

 

（３）数値目標 

内   容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

大学生の

臨店モニ

ター調査

による 

需要動向

調査 

事業者数/年 未実施 10件 10件 10件 10件 10件 

対象アイテ

ム数/年 
未実施 10商品 10商品 10商品 10商品 10商品 

調査回数/年 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

学生モニタ

ー数/年 
未実施 20人 20人 20人 20人 20人 
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フィードバ

ック数/年 
未実施 10件 10件 10件 10件 10件 

 

（４）期待される効果 

大学生という限定的なモニター調査ではあるがダイレクトな需要動向調査とその結果をフィ

ードバックすることで、消費者のトレンドが読み取れ、それに基づくブラッシュアップにより消

費者のニーズに合った商品改善あるいは新商品開発に活かしていくことができる。また、その支

援の過程でプロダクトアウトからマーケットインへの事業者の意識改革や地域のブランド化に

もつなげていくことが可能となる。 

 

 

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 

小規模事業者は新たな販路開拓や自社商品の PRを行いたいとは考えているものの、情報収集

能力が十分ではなく、商工会の支援も情報提供だけに留まっている。 

小規模事業者の売上及び利益の確保を達成するために、地域内における新たな需要の開拓と地

域外への販路開拓支援をどのようにしていくかが課題となっている。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

  ①商品のブラッシュアップ・新商品開発の支援 

 前記 5需要動向調査を行った商品については、専門家やフードビジネス相談ステーションなど

の専門機関を利用して商品のブラッシュアップあるいは新商品開発のための試作品作成まで支

援を行う。 

 

②テスト販売の支援 

 前記①で作成した改良品あるいは試作品のテスト販売を支援して「売れる商品」になるまでブ

ラッシュアップする。テスト販売は次の方法で行う。 

（ァ)地域イベントでのテスト販売 

国富町内で開催される総合町民祭や JA木脇まつり、JA八代さくらまつりなどの地域イベン

トに出品してもらい消費者の評価を見る。イベントでのアンケート調査は難しいことから、地

域イベントについては、売上目標を設定し実際の売上高と比較することで評価する。 

なお、商品陳列など、商品の訴求力を高めるノウハウも学習する。 

実施はイベント開催に合わせて年１回行う。 

 

   (ィ)アンテナショップ等でのテスト販売 

    JAが町内で運営する農産物直販所「わちどんが村 式部の里」や県商工会連合会が宮崎市中

心部に設置するアンテナショップに出品してもらい消費者の評価を見る。 

評価の方法は、該当商品に簡易なアンケート調査ハガキを添付して割引販売し回答を求め

る。また、前記(ァ)と同じく売上目標を設定して実績と比較することで評価する。 

なおアンテナショップについても単に商品を置いてもらうのではなく、地域イベント同様、
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消費者に商品の良さをアピールする陳列法などを学習させる。 

  実施時期、期間、アンケートの内容は、施設設置者及び対象事業者と協議して定める。 

 

③テスト販売後の販路開拓支援 

地元あるいは県内レベルでの売上状況等で「売れる商品」として展開できる商品と考えられる

商品については、以下の方法で広域的な販路開拓を支援していく。 

(ァ)展示会・商談会への参加支援 

九州レベル、全国レベルの商談会や展示会への参加を支援し、新たな販路開拓を後押しする。

参加前の準備段階から当日の運営、参加後の成果の評価まで時系列に、また、経営指導員や専

門家が連携して一連の支援を行い、次のステップにつなげる。この段階では商品力だけではな

くバイヤー等への訴求力が求められることになるため、展示会・商談会では、既存商品であれ

ば、商品の魅力を再考しそれを引き出しアピールする。新商品であれば商品の特殊性、差別化

などをアピールし、商品価値を高める演出を行い、1商品でも成約に結びつくことができるよ

う専門家と話し合いながら商品を訴求する対策を講じる。 

 

(ィ)消費者への販路開拓支援(BtoC) 

  消費者向けの販路開拓支援としては、前記②のテスト販売で利用するアンテナショップ等へ

の出品継続と、「国富屋」が窓口になっているふるさと納税返礼品としての登録による販路開拓

を支援する。 

 

④インターネットを活用した情報収集・発信力強化支援 

小規模事業者は広告媒体を利用した情報発信力が弱く、新たな販路開拓のチャンスを逃してい

る可能性が高いことから、ブラッシュアップした商品や小規模事業者が開発した新商品等につい

ては商工会ＨＰあるいはＳＨＩＦＴシステム、情報交流サイトＳＮＳ等を利用して商品のアピー

ルなど情報発信力の強化を図る。 

 

（３）数値目標 

内   容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ブラッシュアップ商品数/年

(※) 
未実施 10商品 10商品 10商品 10商品 10商品 

テ ス

ト 販

売 

販売商品数/年(※) 未実施 10商品 10商品 10商品 10商品 10商品 

売上目標達成数/年 未実施 8商品 8商品 10商品 10商品 10商品 

展示会・商談

会への参加

支援 

事業者数/年 未実施 5件 5件 5件 5件 5件 

商談成約数/年 未実施 1件 1件 1件 1件 1件 
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ふるさと納

税返礼品新

規登録 

新規登録数/年 3件 3件 3件 3件 3件 3件 

登録後の注文

数/年 
30件 30件 30件 30件 30件 30件 

(※)需要動向調査においてモニター調査を行った商品を含む。 

 

（４）期待される効果 

需要動向調査データ等を参考にした専門家による商品のブラッシュアップなどを組み合わせ

て実施することによってＰＤＣＡサイクルを実現し、市場ニーズに適合した商品の開発を可能に

する。 

この取り組みによって地域内への需要開拓支援、地域外への販路開拓支援を強化することによ

り、小規模事業者の経営力の強化を進めていくことができる。 

 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

１ 本商工会の取組み状況と課題 

本商工会は多岐にわたる多くの支援を受けており、町行政と地域経済活性化に向けた密接な連

携関係にある。例えば毎年プレミアム商品券に対する補助、町民が住宅の改修工事を行う場合の

工事代金に応じた補助(経済生活支援事業)などを行っている。 
他にも町内商工業者の振興を図るための各種事業に対する補助金やイベント事業においても、

運営補助金をはじめ七つのまちづくり事業に多額の補助金を毎年受けているなど、商工会への理

解は大きく、町行政との意識共有はかなりできている。 
また、農協など地域の経済団体とも、まちづくり、行政の実施する景気浮揚対策等すべての面

において協力体制ができており、行政、商工会、農協が一致団結してまちづくりを行なっていこ

うという気運がある。商工会が発行する商品券についてもＪＡの店舗等でも利用できる。 

町内最大のイベントである町民祭については、行政、商工会、JＡで組織する国富町総合町民

祭推進協議会があり、三者でイベントを協力しながら実施することにより、まちづくりの意識共

有を図っている。 

しかしながら、本町の経済活性化に資する未利用資源はいまだ多いのではないかと考えると、

町や JAなどと連携した未利用資源の発掘と活用への取組みが必要である。 

 

 

２ 未利用資源の 再 確認と活用に向けた取組み 

（１）国富町の未利用資源の発掘と活用による地域経済活性化への取組み 

未利用資源の発掘と活用は地域経済の活性化に資する取組みであり、地域住民も含めた町全体

の連携協力が必要となる。その構想を実現するため、昨年、国富町フィールドミュージアム創生

推進協議会が発足した。フィールドミュージアムとは国富町全体を“屋根のない博物館”として

捉え、地域に点在する歴史・文化・自然等の資源を来訪者が歩いてめぐる博物館活動のことであ

る。住民参加型の運営を基本とし、地域住民が地域や自分たちの暮らしを知り、興味を持つこと

により参加を促しながら、地域資源の整備・活用のための拠点づくりやグルメ回遊ルートの作成

など、地域の活性化を図ることを目的にしている。 
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商工会としては、以下のとおり商工業者の立場で、本町の未利用資源の再確認を行い、活用プ

ログラムを策定する。それに基づいて関連する事業者等が新たな商品開発等に取り組むよう支援

し、管内小規模事業者の新たな需要開拓につなげる。 

①調査方法 

本町は、昨年、宮崎大学から「地域巡検」という事業により、若い学生の視点で町内の観光資

源、地域資源を観察、再発見してもらい古墳などの歴史的な資源の利用方法などの提言を受けた

ことがある。そこで、宮崎大学もしくは県内の大学と協力して小規模事業者の利益に繋げるとい

う視点で国富町の未利用資源の再確認を行い、商工会、事業者、行政、JAなどの役割分担を明確

にした活用プログラムを策定する。 

 

②活用方法 

策定したプログラムに沿って商工会が果たす役割を遂行し、新たな商品やサービスなどの開発

につなげる。新たに開発した商品やサービスは伴走型の支援によりブラッシュアップし、売れる

商品やサービスに仕上げていく。以後このサイクルを繰り返して地域経済全体の活性化に繋げる。 

 

 

 

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 

（１）現状と課題 

これまで本会では、他の支援機関との会議等を通じて情報交換を行ってきたが、小規模事業者

の経営支援に繋がる協議を行う場面が少なかった。 

今後、小規模事業者が持続的発展を図るためには、他支援機関との連携が重要であるため、本

会として小規模事業者の経営支援ノウハウを情報交換するため体制づくりへの取り組みが必要

である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

小規模事業者が事業計画策定を図る上で資金繰り計画は重要な要素であり、小規模事業者のス

ムーズな資金調達を進めるために金融機関との連携が必要である。また、小規模事業者の経営支

援を図る上では他の支援機関の経営指導員等のノウハウを共有する意見交換の場を増やすこと

が必要である。 

このようなことから、以下のような情報交換を行うことにより小規模事業者の事業計画策定や

実行支援に役立てる。 

①認定商工会連絡会議での情報交換 

経営発達支援に係る支援情報やノウハウを収集するために、宮崎県商工会連合会が年 1回開催

する「認定商工会連絡会議」に参加する。ほぼ同じ問題を抱える他の商工会と直に情報交換がで

き事業を実施する上で参考となり、事業が遂行しやすくなる。 

 

②研修会への参加 

宮崎県商工会連合会及び宮崎県商工会議所連合会が年 1回開催する研修会に参加し、経営支援

のノウハウや支援の現状等の情報交換を行う。 
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また、県内の商工会職員で構成する宮崎県商工会職員協議会が本部、支部単位で行っている定

期的（年に 3回～4回程度）な情報交換・事例研究に参加する。これらの会議等を通じて、小規

模事業者の利益に資する支援情報やノウハウなどについて他の商工会の職員間での経営支援ノ

ウハウ、支援の現状、課題等についての情報交換を図る。 

さらに、宮崎県商工会連合会が包括連携協定を締結している宮崎県産業振興機構、宮崎大学等

などと連携した研修会等にも積極的に参加する。 

 

③金融機関との連携 

    小規模事業者の支援においては最新の金利情報や制度改正などの情報収集と提供が必要であ

ることから、以下の通り金融機関との連携を図る。 

(ｱ)日本政策金融公庫との連携 

景気動向、金融情報などを知るために一日公庫を年に 1回実施し、県内の融資状況、金融情

報などについての意見交換を実施し、各種情報収集を図る。 

 

(ｲ)地元金融機関との連携 

町内の 3金融機関（宮崎銀行、宮崎太陽銀行、高鍋信用金庫）及び行政と年 1回、金融懇談会

を開催し、町内の経済動向、町特別融資制度等の融資状況、金融情報などについての意見交換を

実施し、各種情報収集を図る。 

 

 

２ 経営指導員等の資質向上に関すること 

商工会の職員は研修機会に恵まれているが、研修で得た知識・スキルを小規模事業者の支援に

活用することが課題であり、実際の支援で使えるような訓練が必要である。合わせて専門家派遣

事業を通じて、各方面の専門家に経営指導員が同行することによる OJTで専門的な知識習得と対

応の仕方などを学習することが効果的である。 

また、本事業を遂行するにあたり、農産物（特産品）を利用した商品開発、商品知識が必要で

あると思われる。この分野は職員が特に不得意とする、不足する知識・能力であるので、外部研

修として県の食品開発センターまたは物産振興会主催の研修に参加するなど定期的に受講し、知

識習得に努める。また商工会内部においても週に一度、研修会を開催し、全職員が一緒になって

勉強することで小規模事業者への経営支援能力を上げ、また担当職員が異動することもありうる

ので支援に関する情報、事例等を職員間で共有できるフォルダーに PDF等で保存管理する。 

 

 

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）評価にあたっては、年１回事業年度終了後に、実施状況、達成度、成果を取りまとめた報告書

を宮崎県商工会連合会が設置する外部評価委員会に提出して評価を求める。 

 

（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、本会に対してアドバイス・助言等を行う。 
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（３）本会は、外部評価委員会からの助言、アドバイスの結果を受けて、事務局内部で次年度の支援

方法の再検討を行った後、見直し案を理事会に報告して承認を受ける。 

 

（４）事業の評価・見直しの結果については、国富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況とする。 

 

 

【外部評価委員会の構成予定表】 

委員候補 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 中小企業診断士  

地方公共団体の職員 宮崎県 商工観光担当部署 職員 

関係団体の職員 
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職員 専務理事  

 

 

【事業の評価、見直しサイクルのイメージ】 
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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会員数 460名 

②部 会 工業部会 191名 商業部会 167名 サービス部会 102名 

③役 員 23名 会長 1名 副会長 2名 理事 18名 監事 2名 

④事務局  8名 事務局長 1名 経営指導員 2名 経営・情報支援員 3名 臨時職員 1名 

 

（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 18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 2名、経営・情報支援員 3名 臨時職員 1名 

＝経営発達支援事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

 

（３）連絡先 

   国富町商工会 

宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４０４９ 

TEL：0985-75-2211 FAX：0985-75-2501 

   Mail: kunitomi@miya-shoko.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kunitomi@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 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 

 

地域経済動向調査 400 400 400 400 400 

事業計画策定支援 200 200 200 200 200 

事業計画策定後の

実施支援 
350 350 350 350 350 

需要動向調査 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

需要開拓支援 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

地域経済活性化 

に寄与する事業 500 500 500 500 500 

（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、町補助金 

 

 

（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 

２ 経営状況の分析 

３ 事業計画の策定 

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 

７ 地域経済の活性化に資する取り組み 

８ 支援力向上のための取り組み 

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、商談会等事業全般 

 

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・情報共有、創業支援、経営革新計画・承認 

 

国富町  代表：町長 中別府 尚文 

住所：宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００ 電話番号：0985-75-3111 

     役割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、創業支援 

 

JA 宮崎中央 国富支店 

     代表：統括支店長 坂上 博光 

住所：宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４４７０ 電話番号：0985-75-2511 

     役割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、地域経済の振興 

 

宮崎県よろず支援拠点 

代表：チーフコーディネーター 長友 太 

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、事業計画策定後の実施支援における高度・

専門的な経営課題解決、創業支援 
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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３－６０－３０ 電話番号：0985-23-3274 

役 割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・

専門的な経営課題解決、融資等の金融サポート、創業支援 

 

宮崎銀行国富支店 

代表：支店長 那須 浩人 

住所：宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４０－４ 電話番号：0985-75-2611 

役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援、融資等の金融

サポート、商談会等の情報提供、創業支援 

 

宮崎太陽銀行国富支店 

代表：支店長 吉田 昌広 

住所：宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字下馬場４４８３ 電話番号：0985-75－2070 

役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援、融資等の金融

サポート、商談会等の情報提供、創業支援 

 

高鍋信用金庫国富支店 

     代表：支店長 楡田 俊郎 

     住所：宮崎県東諸県郡国富町大字本庄１９５４− ８ 電話番号：0985-75-2262 

 役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援、融資等の金融

サポート、商談会等の情報提供、創業支援 

 

公益財団法人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 電話番号：0985-73-0786 

役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・

専門的な経営課題解決 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

代表：理事長 高田 担史 

住所：東京都虎ノ門３－５－１虎ノ門３７森ビル 電話番号：03-3433-8811 

役割：経営状況の分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実施支援における高度・

専門的な経営課題解決、経営指導員等の研修支援 
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連携体制図等 
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