
経営発達支援計画の概要 

実施者名 綾町商工会 ( 法人番号 5350005001466) 

実施期間  平成 31年 4月１日 ～ 平成 36年 3月 31日 

目標 

 地域経済の中核である小規模事業者には、その活力を最大限に発揮して成長発展

し、事業を持続し、地域を支え続けることが求められている。そのため、経営分析

による経営の現状把握から地域経済や需要の動向を見据えた事業計画の策定と実

行、新たな販路開拓や新事業の展開、積極的な創業支援等、小規模事業者の経営力

強化に向けて効果的な助言・指導等を行い、商工会として伴走型の支援に取り組む。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向の調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者の経営支援を効果的に行うためには、その経営実態と地域経済

動向などの経営環境を正しく把握する必要がある。そのため小規模事業者の経

営実態調査を行い、併せて各種経済動向調査の情報を収集して分析し、商工会

として蓄積する。蓄積した情報は小規模事業者の経営支援に活用する。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   巡回・窓口相談や経営分析セミナーを通じて、小規模事業者に対して経営分

析の意義と必要性を啓発し、経営分析への取組みを促進する。分析結果は事業

計画策定に向けた資料として活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 計画的な経営の意義と必要性を説明し、経営分析結果や地域経済動向あるい

は需要動向の情報を活用して、事業計画策定の支援を行う。策定した計画は実

行支援に繋げる。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画策定後に定期的に巡回して実施の進捗確認を行うとともに、計画ど

おりに実施できていない場合は、その原因究明と解決に向けての助言・支援や

状況に応じた計画変更などのフォローアップを行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   町内観光施設において、小規模事業者が保有する商品やサービスに関する消

費者ニーズ調査を実施して需要動向情報を収集する。併せて商圏情報、売れ筋

情報などのデータも参考にして専門的な分析を行い、情報提供することで小規

模事業者の新たな販路開拓に繋げる。 

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】 

   複雑化・多様化する消費者ニーズに対応して販売力強化を図るため、顧客獲

得のためのセミナーを開催し、販路開拓の技術やノウハウを学習させる。また、

地域内あるいは広域的な展示会・販売会への情報を提供し、出展前後の具体的

な支援を行い、新たな需要開拓の取組みを促進する。 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取り組み 

   住民をはじめ、町内の小規模事業者、各種団体の代表などで構成される「綾

ユネスコエコパークまちづくり地域連携協議会」と連携し、地域のにぎわい創

出と地域ブランド化の方向性を共有したイベントや、地域情報発信の効果的な

取り組みを行い、地域経済の活性化に寄与する。 

連絡先 

〒880-1303 

   宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 329-1 

   ＴＥＬ0985-77-0017  ＦＡＸ0985-77-2615 

   ホームページ  http://www. miya-shoko.or.jp/aya/ 
      メールアドレス aya@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．綾町の現状と課題 

１．綾町の現状 

（１）概要 

綾町は、宮崎県のほぼ中央部、宮崎市から西方約 20km、大淀川の支流・本庄川をさかの 

ぼった中山間地域にあり、東部は国富町、南東部は宮崎市、南西部は小林市、北部は西米

良村に接している。町土の総面積は、95.19ｋ㎡（平成 26 年 10 月 1 日国土地理院「全国

都道府県市区町村別面積調」）であり、町の面積の 80％近くを森林が占めている。 

地勢は、西部・北部・南西部ともに険しい九州中央山地に連なり、東部が開けて宮崎平 

野に続いている。九州中央山地に連なる綾北川・綾南川に囲まれた地域は、わが国最大の 

照葉樹林地帯が広がる地域であり、九州中央山地国定公園に指定され、平成 24年 7月には 

ユネスコエコパーク（注 1）に登録されている。 

この照葉樹林地帯からは、「日本の名水百選」に選ばれた清らかな水が湧きだしていて、

古くは江戸時代に鮎奉行が置かれたほどの鮎の名産地であった。住宅及び農用地は、綾北

川・綾南川に挟まれた町東部の限られた平坦地に集中している。 

 

    
 

（注 1）ユネスコエコパーク とは、ユネスコ（国際連合教育文化機関）が生態系の保全と持

続可能な利活用の調和を目的に認定登録するもので、保護・保全だけでなく自然と人間

社会の共生に重点が置かれている。現在、日本では 8件が登録されている（「志賀高原」、

「白山」、「大台ヶ原・大峯山」、「屋久島」、「綾」、「只見」、「南アルプス」、「祖母・傾・

大崩」）。 

 

（２）綾町の人口等の状況 

本町の人口の推移は、平成 22 年を基準としてみると 、平成 24 年、平成 26 年調査結果

で 

は減少傾向にあった。 

しかし、平成 26 年度の人口 と 平成 29 年 4 月 1 日時点での人口 を、3 区分年齢別に比

較してみると、0～14 歳は 138 人、15～64 歳が 504 人、65 歳以上が 23 人それぞれ増加し

ている。 

   少子高齢化が加速する中、綾町では大都市圏での移住相談会開催による移住促進や若者

定住施策にいちはやく取り組んできた。例えば、「若者定住促進料補助制度」を設け、民間

アパートや民間借家の住宅料の一部を補助することで、結婚直後・就学前や小学校就学中

の子供を養育する家庭においても、安心して暮らしやすい環境づくりを進めてきた。他に

も、住居費や引っ越し費用の助成制度、保育料の全額免除制度等々がある。近年において

は年少人口も増加傾向にあり、町の人口増における施策の効果が徐々に表れてきており人
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口増となっている。 

 

 
 

（３）綾町の産業 

本町の産業は、年間生産販売額では１次産業が約３９億円、２次産業が約１３８億円、

３次産業が約１１６億円となっている。 

農業分野においては、きゅうりや米、畜産などを主産業に、近年は日向夏みかんやマン

ゴー、金柑などの果樹生産が盛んになってきている。 

また、商工業分野においては、自然環境に恵まれた立地条件を活かし“鮎”や“やまめ”

などの淡水魚の特産品化が進められ、織物や木工品、ガラス製品、陶芸品などの生産も盛

んに行われている。 

 

 
 

 

そして、宮崎の代表的な焼酎メーカー「雲海酒造㈱」が運営するお酒のテーマパーク「酒

泉の杜」（年間来客数：約 78万人 自社調査）や、町内で収穫・生産される農水産物、及

び織物や木工品、ガラス製品、陶芸品などを販売している「綾手づくりほんものセンター」

（年間来客数：約 27万人 自社調査）に、県内外から多くの観光客が訪れることから、滞

在型観光産業の育成が図られている。 
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《 酒泉の杜 》 

 

 
《 綾手づくりほんものセンター 》 
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２．綾町の商工業の現状と課題 

（１）商工業の現状 

綾町の商工業者数は、平成 24 年度 341 事業者（内小規模事業者数 314）から平成 30 年

度 363 事業者（内小規模事業者 334事業者）と、増加している。 

また、業種別の構成では、製造業と卸・小売業者が全体の約半数を占めている。 

 

 

↓ 

 
 

本町における商業は、町による中心市街地の整備や賑わい創出のための各種の商店街イ

ベントなどの支援策が実施され企業数の大きな変動はみられない。 

しかし、商店街には空き店舗が散見され、今後も高齢化による廃業等での商店街機能

の喪失が懸念される状況である。 

これまで、年間約 28万人が買い物に訪れる農産物等直売所「綾手づくりほんものセン

ター」（町施設）を商業活性化の核として、駐車場の整備・歩道の舗装・街路樹の植栽な

ど、市街地環境の向上が図られてきた。 

加えて、観光案内所や産業観光会館内に町民憩いサロン、町内工芸品などの展示施設

が整備され、地域商業情報の発信基地としての機能強化が図られている。 

また、中心市街地活性化のため、「綾雛山まつり」（注 2）や「綾男山まつり」（注 3）

、「綾工芸まつり」（注 4）などのイベントが開催され、町内外、県内外から多くの観光

客が訪れている。 

雇用の受け皿としての企業誘致に関して、本町には工業団地が整備されていないこと

から大企業の誘致が難しい状況にあり、照葉樹林の町・自然生態系農業推進の町として

有機農業の推進を標榜していることから、環境に優しい企業や食品加工業の誘致活動に

取り組んでいる。 
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また、町内には織物、陶器、木工品、竹製品など約 40の工房があり、手づくり工芸の

里としての地域ブランド化の取組や、新たな工房誘致、担い手育成、毎年 11月に開催す

る 綾工芸まつり による販路拡大などの対策が講じられている。 

綾町は、有機農業の町という認知が進んでおり、有機栽培・農法による農産物の生産・

販売は順調に推移（農業所得：平成 25年度/平成 20年度比で約 13％増）している。 

しかし、食関連の製品は、一部の企業（食酢や鶏製品）を除き、家内工業的な製品（お

菓子、豆腐、キムチなど）が多く、観光客等をターゲットとした「綾手づくりほんもの

センター」と「酒泉の杜」という集客力のある販売施設があるにも拘わらず十分活用さ

れていない状況にある。 

 

  
《 綾雛山まつり 》          《 綾男山まつり 》  

 

  
《 綾工芸まつり 》 

（注 2）綾雛山まつり 

2 月下旬～3 月上旬に綾町商工会女性部が主催するイベントで、町内中心部の商店等約

20 カ所に手づくりの雛山が展示され期間中約 2万 5千人の観光客が訪れる。 

 

（注 3）綾男山まつり 

5 月の端午の節句の時期に、男児の健やかな成長を願って、岩や苔などを使って雄大な

奥山を再現し、5月人形や兜を住民が手作りで飾り付けた山を展示したイベントであり、

商店街を練り歩く武者行列も男山に花を添えるイベントである。 

 

（注 4）綾工芸まつり 

11 月下旬に木工芸・陶芸・ガラス工芸・染織・竹細工など町内 40 工房が出展する展示

販売会で約 1 万人の来場者があり、作家の丹精込めた手づくり作品を求めて県内外から

多くの方が訪れる。 

 

（２）商工業の課題 

地域小規模事業者は、地域経済活性化の重要な担い手である。 

この重要な位置付けにある小規模事業者が、持続的な発展を維持し、活力あるまちづくり 

に寄与するためには、個々の持つ強みを生かした事業計画の策定と、計画に沿った実施が 
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必要である。 

加えて、後継者の育成、新規開業の促進や創業予定者への経営支援強化 も重要である。 

また、基幹産業である農業の振興に繋がる、地域資源を生かした農産物の加工・販売業 

の経営力強化と新たな事業の創出が求められている。 

その支援・育成により、販路拡大・売上増加が図られ、ひいては雇用の創出に繋がり、

地域経済の活性化を後押しすることになる。 

 

３. 綾町の商工業振興の方針 

（１）商業振興 

①商業環境の整備 

（ア）地元商店街活性化の推進 

空き店舗の活用 を推進するとともに、空き店舗解消のための魅力ある商店街づくりを検

討するとともに、商店街活性化事業などの有利な制度事業を取り入れた店舗改装や駐車

場の確保を図る。（町に空き店舗活用に対する家賃補填、改装費助成の補助金制度あり。） 

新店舗・新起業家を受け入れ、育成する取り組み を商工会館内に設けるチャレンジショ

ップなどを活用して推進する。 

 

（イ）町内他産業との連携 

ほんものセンター・JA綾町・綾町産業活性化協会・その他各種生産グループなどと連携

を密にし、「地産地消」を基本とした活性化を推進 するとともに、異業種間の交流・情

報交換・ネット販売などを行い新たな商業活性化の展開 を図る。 

 

②消費者利便性の確保 

（ア）大型店との棲み分けによる商業機能の高度化 

中小商店街は、強力な集客力を持った大型店とは異なった次元での競争を図る必要があ

るため、「雛山まつり」・「男山まつり」・「納涼夜市」などのイベントを開催し、商店街の

イメージアップを図り、さらに心のこもったサービスと確かな情報の提供に心がけ、地

域社会と密着した独自の営業戦略を推進する。 

また、町が商工会を支援し、プレミアム商品券の発行事業を継続して実施し、地元商店

の購買力の推進に取り組む。 

 

（２）工業の振興 

①工業の振興 

（ア）技術・経済力の高度化を図るために、経営体質を改善するとともに、生産性向上の

促進を図る。 

 

②手づくり工芸の振興 

（ア）新たに工房を開業する工芸家に対し、工房の改修費や家賃補助を行い、手づくり工

芸の活性化を図る。 

 

（イ）伝統工芸品を町民生活に深く浸透させ、生産と消費が円滑に循環し、調和した地域

文化として構築されるよう推進するとともに、綾工芸まつり に多く来場してもらう取

組を行うなど、工芸家と交流できる場の提供を図る。 

  

（ウ）木工部門においては、銘木・大木工（碁盤・テーブル・床柱など）の分野、間伐材

を活かした雑木・小木工（雑器類など）の分野における振興を図る。 

 

（エ）活発な異業種交流・情報交換などを行い「有機農産物」などと「産業観光」が力を

合わせ、農商工の連携とともに、販売・流通体制の充実を図る。 

 

【参考資料】「第七次綾町総合長期計画」（平成 28年度～平成 32年度） 
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本商工会は、基本的には、以上のような町の振興方針に沿いながら町内小規模事業者

の継続的発展のための支援を行っていくが、「創業支援が、町の中心商店街の空き店舗対

策に限定されている」、「観光地としての入込み客の分析・活用策の検討が具体的に示さ

れていない」などの点で、商工会が補完する形で支援に取り組んでいく。 

 

４. 商工会のこれまでの取り組み 

本商工会では、町内小規模事業者に対し、記帳、税務、金融指導等並びに各種制度等

の情報収集・提供等の「経営の改善」に係る支援を行い一定の成果を得てきた。 

しかし、対症療法的、一過性的な支援が中心であったことは否めない。 

また、観光地として年間約 97万人もの入り込み客数があるにもかかわらず、その実態

把握が不十分で地区内小規模事業者の経営改善に繋げるための分析とそれに基づく効果

的な情報提供等ができていなかった。 

今後は、企業のライフサイクル（起業期→成長期→成熟（安定）期→衰退期）に着目

し、従来の支援に加えて、個々の小規模事業者の経営分析等による現状（事業の成長段

階）を明らかにし、課題の抽出・整理を行い、中長期的な視点でビジネスプラン等に基

づく経営推進、需要開拓に向けた支援、新事業展開の支援等、売上・利益の確保に繋が

る経営の発達に資する支援を行う。 

 

 

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支援の在り方 

 

本町における小規模事業者数は、町による積極的な商工振興支援策が実施されてきたこと

等の成果により、大きな変動はみられない。しかし、町内には空き店舗が散見され、今後も

高齢化による廃業等での商店街機能や町内経営資源の喪失が懸念されている。 

これを踏まえ、本商工会においては、小規模事業者の持続的発展のための支援を行うため、

今後１０年先を見越した振興への支援の在り方を以下のとおりとする。 

 

（１） これまでは小規模事業者への金融支援や創業支援等において事業計画作成支援を行 

ってきたが、今後は、各小規模事業者の経営状況・段階に対応し、個社の持つ強みを生

かした事業計画の策定と、計画に沿った実施を定期的に支援していく。 

これにより、地域経済活性化の重要な担い手である小規模事業者が、将来にわたって持

続的な発展を維持し、活力あるまちづくりに寄与するかたちを目指す。 

 

（２）農産物や地域資源を生かした加工・販売業の経営力強化支援と、関連する新たな事業

の創出による商工業活性化への支援を強化することにより、町が「照葉樹林の町・自然

生態系農業推進の町」として標榜する有機農業および工芸産業の推進に繋げる。 

第七次綾町総合長期計画では、「有機農産物・手づくり工芸といった地域資源や地域 

産業との連携により、商業振興を図ること」などを掲げており、高い整合性を有する。 

 

（３） これまでは金融支援や税務・経理指導等において創業・第二創業支援を行ってきたが、 

今後は、新規開業の促進や創業予定者への経営支援、後継者・事業承継者の育成を強化 

することにより、小規模事業者の減少に歯止めをかけ、町内経営資源の喪失を防ぐ。 

それにより小規模事業者の販路拡大・売上増加が図られ、ひいては雇用の創出に繋がり、 

地域経済の活性化を後押しするかたちを目指す。 

 

支援にあたっては、小規模事業者や自治体との信頼関係を深め、金融機関、関連支援団体

等や地域の事業者との連携における中心的存在としての役割を担っていく。 
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２．経営発達支援事業計画の目標及び目標達成に向けた取組方針について 

 

町内小規模事業者の現状・課題や中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画における目標

及び目標達成に向けた取組方針を以下のとおりとし、本事業に取り組む。 

 

（１）地域内小規模事業者の継続的な経営発展 

巡回指導等により個社の経営分析を行い、分析結果に基づき経営改善・経営力向上を目

指した具体的支援策の提言や新たな需要の掘り起こし等による売上増加と適正な利益の確

保に向け、寄り添った伴走型支援に努める。 

また、安定期にある町内小規模事業者の新たな事業展開を景気動向調査や需要調査の結

果をフィードバックする等により後押し支援するとともに、既存事業のブラッシュアッ

プ、需要調査結果等を活用した販路の検討、独自の技術の活用等を支援することによって

継続した事業の発展を実現する。 

 

（２）地域資源を活用した町内小規模事業者の新事業展開支援 

厳しい経営環境や経営分析等による個社の強み・弱み等の観点から、既存の事業にこだ

わらず、時代の変化に対応し、積極的に新市場の開拓や新たな事業展開への取り組みも重

要である。 

綾町では、陶器や木工品などの手工芸品取扱事業、農産物を活用した新商品・新メニュ

ー開発事業を積極的に推進している。 

これを踏まえ、本商工会では、町内小規模事業者の地域資源を活用した新たな事業展開

において、効果的マーケティング活動、研究開発や新技術の活用などについて、事業計画

策定支援や専門家派遣等の支援を行う。 

また、販路開拓に係る展示会・販売会の情報を収集提供するとともに、セミナー実施等

により出展の際の事前事後支援を行い、新事業展開を成功に導き、更なる成長を達成する

ための支援を行う。 

 

（３）綾町の「特定創業支援事業」に沿った積極的な創業支援と円滑な事業承継支援 

小規模事業者の継続的発展には、創業期・成長期の取組みが非常に重要であると考えら

れる。これまでもワンストップ相談窓口等の対応で事業計画策定や資金繰り支援等を行っ

てきたが、今後は、創業時のみならず創業後の成功確率を高めるため、継続した個別支援

を行う。 

創業者への支援に当たっては、綾町の「特定創業支援事業」に沿いながら、支援ポイン

トとして、事業計画策定、資金調達、会社設立手続等に加え販路開拓、マーケティング戦略等

を位置づけ、個別のセミナーの実施や専門家による指導等の継続した適切な支援を行う。 

また、後継者・事業承継者については、経営分析等によるヒアリングにより早期の準備を

促し、創業支援に準じ、個別セミナーや専門家派遣制度を活用し経営者としての経営ノウハ

ウの取得等、資質の向上により円滑な事業承継につながる支援を行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～ 平成 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 

これまで、独立行政法人中小企業基盤整備機構等の景気動向調査等に協力する形で行う 

調査の他は、商工会事業として経済動向に関する調査は行ってこなかった。 

しかしながら、今後は、多様化・複雑化する消費者ニーズに迅速に対応できるよう支援 

を行うために、経営を取り巻く経済動向や市場動向を常に把握しておく必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

本町の小規模事業者の経営実態等を把握するため、製造業、建設業、小売業、サービス 

業の小規模事業者の中から 50 社（製造業 15 社、建設業 5 社、小売業（飲食業を含む）20

社、サービス業 10社）を対象に中小企業経営実態調査を年 1回実施する。 

調査項目については、売上額、売上総利益率、経常利益率、付加価値額（人件費＋減価 

償却費＋営業利益率）、従業員数などとし、調査方法は決算書のデータに基づいたヒアリン 

グ形式により実施する。 

なお、平成 31年度は、2か年分の情報収集を行うことにより前年比の DI値の算出を行う。 

また、調査の集計・分析は外部調査機関等と連携して行い、本町独自の調査報告書を作成 

する。 

分析結果については、商工会報や商工会ホームページへの掲載で年 1回小規模事業者等 

へ情報提供するとともに、経営指導員等が小規模事業者に対する的確な指導を行うための 

参考データとして活用する。 

 

（３）目標 

 

項    目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営実態調査企業数 50社 50社 50社 50社 50社 

経営実態調査回数 1回 1回 1回 1回 1回 

調査結果の公表 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）現状と課題 

小規模事業者の経営状況の分析については、金融相談時や決算業務支援の中で、企業会 

計上の計数に基づく簡易な分析やデータの提供を行ってきた。 

小規模事業者が持続的発展を図るためには、経営者自身が会計管理の重要性を認識し、 

個社の経営状況を正確に把握して、改善策等の検討実施が必要である。 

小規模事業者の多くは時系列かつ正確な会計管理を行っていない場合が多く、会計管理等 

を含めた経営状況の分析の重要性を再認識してもらうための取組が必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

《経営分析による課題の抽出と改善に向けた支援》 
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企業のライフサイクルにおいて段階ごとに課題は様々であり、早期に課題を把握し改善に

向けた取り組みが必要となる。 

そのため、町内小規模事業者の経営分析を実施することで課題を明らかにする。 

特に町内で開業した小規模事業者の約 30％が開業後 10年以内に廃業していることに鑑

み、創業者及び町内開業後 10年以内の事業者を優先対象者として実施する。 

加えて、地区内小規模事業者に対し巡回等により経営分析の必要性を説明し経営分析に

つなげる。 

また、年 1回、専門家を講師に経営分析に関するセミナーを開催し、専門知識の不足し

がちな小規模事業者に経営分析の意義・必要性について理解を深めてもらい、経営分析の

ノウハウの習得も支援する。 

分析を行った事業者に対し、結果をもとに経営課題の抽出・整理、解決策や新規事業の

提案を行う。 

 

（ア）経営分析を行う項目及び方法 

企業の経営状態の把握を行うツール（道具）として、ローカルベンチマークを活用する。 

ローカルベンチマークは、企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把

握し、双方が同じ目線で対話を行うための基本的な事業性評価法（経済産業省 HPより）

で、具体的には、「財務情報」（6 つの指標※1）と「非財務情報」（4 つの視点※2）に関

する各データを分析（項目は必要に応じ取捨選択）し、企業の経営状態を把握すること

で経営状態の変化に早めに気付き、早期の対話や支援につなげていく。 

 

（※1）6つの指標 

・売上高増加率（売上持続性） 

・営業利益率（収益性） 

・労働生産性（生産性） 

・EBITDA有利子負債倍率（健全性） 

・営業運転資本回転期間（効率性） 

・自己資本比率（安全性） 

（※2）4つの視点 

・経営者への着目 

・関係者への着目 

・事業への着目 

・内部管理体制への着目 

 

また、業種別の業界動向や地域経済動向を踏まえ、日経テレコンの POS 情報などを活

用して、SWOT、ABC、3C、キャッシュフローの各分析の手法の中から、経営分析を実施し

た小規模事業者にとって最も必要な分析方法を選択、または組み合わせることによって

より詳細な分析も行う。 

 

（イ）専門家の活用 

課題の抽出・整理に高度・専門的な知識等が必要な場合は、「宮崎県中小企業等経営

基盤強化支援事業」（注 5）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支援する。 

 

（注 5）宮崎県中小企業等経営基盤強化支援事業 

宮崎県が県内の中小企業や小規模事業者を対象に、経営に関するあらゆる分野について、

あらかじめ登録された中小企業診断士などの専門家のアドバイスが受けられる制度であ

り、商工会と商工会議所、中小企業団体中央会がその窓口になっている。 

 

(ウ)分析後の活用 

分析後は、巡回訪問時等に経営分析報告書として分析を行った事業者にフィードバッ

クし、現状認識・経営課題の抽出に活用する。 
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また、抽出された経営課題については、課題解決の方策を示し、以後の事業計画策定

と実施を支援する。 

 

（３）数値目標 

 

 

※経営分析件数の積算根拠 

 経営指導員と経営・情報支援員で 1ヶ月に 2社分析。年間で 24社 

 

 

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

本商工会では、金融支援や創業支援、経営革新計画策定支援などで、事業計画作成支援 

を行ってきた。 

しかし、地域経済動向や経営分析、需要動向を踏まえたうえで、中長期的な視点からの 

事業計画策定支援は少なかった。 

また、創業・第二創業についての支援は、新規開業予定者の金融支援や税務・経理指導 

などの範囲で行っており、創業塾等は単独での開催はなかった。 

今後、事業所が持続的な成長、発展を遂げていくためには、経営者自身が自社の経営課 

  題を十分に認識する中で中長期的な視点から事業計画を策定し実践して行く必要がある。 

また、創業・第二創業の推進においては、町行政や金融機関との連携をとり、創業計画 

  策定支援や金融支援など伴走型の支援を行う必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

経営状況の分析を行った事業者に対して、事業計画策定の意義と必要性について説明す 

るとともに、その取組を促進し、策定に当たっては、宮崎県中小企業等経営基盤強化支援 

事業による専門家派遣事業やよろず支援拠点等の関係機関と連携しながら小規模事業者が 

抱える経営課題を短期・中期・長期の課題に分類して、事業所の課題解決と持続的発展を 

実現するための事業計画策定を支援する。 

また、創業者及び予定者に対して、中小企業庁の創業スクール標準テキストを使用し２ 

～３回の個別レクチャー、相談指導を実施し、適宜専門家等の支援も仰ぐ。 

既存事業のブラッシュアップ、需要調査結果等を活用した販路開拓・新分野進出、独自 

の技術の活用等を行う小規模事業者に対しては、専門家派遣事業やよろず支援拠点等の関 

係機関を活用、連携して支援を行う。 

 

（３）支援対象 

①経営分析を行った事業者 

②町内での創業準備者・創業者に加え営業年数 5年未満の小規模事業者 

③町内での営業年数 5 年以上で、需要調査結果等を活用した販路開拓・新分野進出、独

自の技術の活用等を検討している小規模事業者等 

 

 

 

項    目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析等に関する 

セミナーの開催 

開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 

参加者数 12人 12人 12人 12人 12人 

経営分析件数※  24人 24人 24人 24人 24人 
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（４）数値目標 

 

 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

本商工会では、金融支援や創業支援、経営革新計画策定支援などの中で、事業計画作成 

支援を行ってきた。 

しかし、その後のフォローアップについては、必要に応じて支援を行うに留まっていた。 

今後は、事業計画策定後の事業実施状況の確認や地域経済動向、需要動向などを踏まえ

て、事業計画の見直し等の支援、アドバイスを行う必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①経営指導員等の定期的な巡回による遂行支援 

経営資源が脆弱な小規模事業者や創業者は、日々の経営に追われ、事業計画策定後の

実践段階において計画どおりに実施できない場合が多い。 

そこで、計画策定後に原則として四半期に 1 回の巡回訪問を実施し、例えば、当初計

画に対し未達成の部分があれば、原因と考えられる項目の拾い出し、数値目標等の実現

性の再検討を行うなど、進捗状況の確認とともに改善策等のアドバイスを行う。 

②専門家派遣制度を活用した遂行支援 

加えて、専門性の高い支援が必要な場合（例えば「販促に係る IT ツールの導入」「海

外との取引開始の検討」等）は、宮崎県中小企業等経営基盤強化支援事業による専門家

派遣事業の活用やよろず支援拠点と連携し支援に当たる。 

 

（３）数値目標 

事業計画策定後のフォローアップ回数、創業に伴う事業計画策定後のフォローアップ回

数は年間１事業者当たり 4回以上。 

 

項     目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定後のフォローアップ事業者数 15社 15社 15社 15社 15社 

事業計画策定後のフォローアップ延べ回数 60回 60回 60回 60回 60回 

  事業計画策定後のフォローアップ事業者数＝15，フォローアップ回数 15×4回＝60 

 

５. 需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

これまで本商工会では、小規模事業者が生産・販売する商品やサービスの需要動向を探

るための調査を実施してこなかった。 

そのため、市場動向に沿った商品開発や販売体制の改善策を十分提案できていなかった。 

今後は、消費者のニーズを重視した商品の企画開発や生産が実現できるように、取扱商品

やサービスについての需要動向調査に取り組むことが必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

本町や本町商工業振興に大きな役割を持つ有機農産物を原材料とする食品や木工製品、 

項     目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者数 

支援対象①の事業者 12社 12社 12社 12社 12社 

支援対象②の事業者 2社 2社 2社 2社 2社 

支援対象③の事業者 1社 1社 1社 1社 1社 

計 15社 15社 15社 15社 15社 
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陶器などの生産拡大は、当該小規模事業者の売上向上だけでなく新たな雇用の場創出にも 

繋がり、本町経済の活性化に寄与すると考えられる。 

そこで、町内外から多くの観光客や買物客が訪れる特産品販売所「綾手づくりほんもの 

  センター」と大型観光施設「酒泉の杜」において、1年に 1回、両施設交互に調査機関等 

  を利用するなどし、商品評価・ニーズ調査・分析を実施する。 

特に、本町におけるものづくり製品分野として、地域ブランドとして認知されている木 

工製品や陶器などの工芸品と、食品加工事業者が取り扱う商品を対象に調査を行う。 

調査は、下記①～③の要領で来場者(当該商品購買者等)に対してアンケート調査の方法

によって行う。 

なお、この調査によって得られた結果は、調査対象の事業所へ情報の提供を行うととも

に、事業計画策定の基礎資料として活用する。 

 

①調査対象商品の選考 

小規模事業者の中から、経営指導員がヒアリングを行い、食品加工業者 2 社、手作り工

芸品製造販売業者１社から、それぞれ 2アイテム程度を選考する。 

（ア）食品加工業者 の取扱商品（例･･･ささみの燻製、切干し大根、鮎の甘露煮など）  

（イ）手作り工芸品製造販売業者 の取扱商品（木工製品や陶器など） 

 

②調査方法・情報収集項目 

・調査場所は、本町の主要集客施設である「酒泉の杜」、「綾手づくりほんものセンター」

の 2か所で時期をずらして実施する。 

酒泉の杜          年 1回  9月～11 月頃、目標数 50サンプル 

綾手づくりほんものセンター 年 1回  6月～ 8月頃、目標数 50サンプル 

・調査は、調査専門会社に委託して、来場者(対象製・商品購入者等)に対して調査員が聞 

き取りにより調査を行う。 

・情報収集項目は、回答者の属性、来店動機、対象製・商品の評価(食品の場合…価格、パ

ッケージ、内容量、原材料、カロリー等、工芸品の場合…価格、デザイン、機能性など)、

購入行動の決め手など委託先と検討して定める。 

・集計・分析は委託先が行い対象事業者ごとに製・商品別の報告書を作成して当該事業者

に提供する。 

 

③調査結果の活用 

新商品の開発や新たなサービスの提供にあたり、消費者ニーズを十分に把握せず事業に

取り組んでいる小規模事業者が多いことから、買い手のニーズを踏まえたマーケットイ

ンの考え方を理解し成果につなげてもらえるよう、需要動向調査結果等を商品のブラッ

シュアップや販売方法の検討を行う際に活用する。 

 

（３）数値目標 

項  目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

来
場
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

対象事業者数 3社 3社 3社 3社 3社 

対象製商品数 
(１社当り 2 アイテム) 

6 アイテム 6 アイテム 6 アイテム 6 アイテム 6 アイテム 

調査回数 2回 2回 2回 2回 2回 

サンプル数 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

フィードバック事業者数 3社 3社 3社 3社 3社 
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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）現状と課題 

本商工会では、全国商工会連合会や宮崎県商工会連合会の主催する展示会、物産展等

の情報提供や専門家による商品力向上に関する個別指導に取り組んできた。 

しかし、個別事業者の、取引成立や成約に繋がるような具体的な商談等の機会の情報

提供が少なかった。 

今後は、小規模事業者が販路開拓に取り組む場合、商品やサービスに関する情報発信

の不足やＩＴ活用のノウハウ不足などの課題を解決するため、ターゲットを絞り込んだ

広報活動や販売促進、販売戦略の立案・実施の支援が必要である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

町内での創業準備者、創業者、販路開拓を行う小規模事業者、及び新規事業展開を図

る小規模事業者を対象に、新たなニーズを掘り起こし・新規顧客を獲得する計画の策定

等の支援を行う。 

また、計画作成の前段として「具体的な顧客像」、「ターゲットとする市場の定義」、「顧

客ターゲットの絞込み」、「具体的新規顧客の獲得方法」等の理解を深めるため、よろず

支援拠点等と連携しセミナーを開催するとともに、展示会・商談会の情報提供に努め、 

   計画の推進及び契約成立等の販路開拓の具体的成果に結びつける。 

 

①顧客獲得のためのセミナーの開催 

町内での創業準備者、創業者、販路開拓を行う小規模事業者、及び新規事業展開を図

る小規模事業者を対象に、複雑・多様化する消費者ニーズに対応し、集客力・営業力を

高めて顧客数を増やすため「マーケティング」、「販売力強化」、「販促物（DM・チラシ等）

活用」、「WEB活用」等をテーマとしたセミナーを実施する。 

 

②展示会・商談会等の活用 

綾町では、陶器や木工品などの手工芸品取扱事業、農産物を活用した新商品・新メニ

ュー開発事業を推進している。 

本商工会ではこうした事業に取組む小規模事業者に対して、信用できるバイヤーが参

加し、安全な取引が見込める 展示会・販売会の情報を収集提供 して参加を促す。 

また、事前に巡回指導やセミナー実施により、「接客のポイント」、「宣材の活用法」、

「商談スペースの設置」、「スタッフの役割分担」等々出展の際に留意する点についてレ

クチャーを行い、展示レイアウトの提案 や 消費者アンケートの実施 、事後のフォロー

アップ を行うなど、成果に結びつけるための支援を行う。 

 

<予定している展示会・販売会> 

・全国物産展(開催地:東京都) 

 全国商工会連合会が主催する物産展で、全国の商工会地域の地場産品(食品、非食品) 

や農商工連携商品などが出品される。約 360社 3000点の商品が出品され、来場者は３ 

日間で約 15万人。全国的な販路開拓を目指す商品の販路開拓やバイヤーとの交渉を通 

じた商品のブラッシュアップに効果が期待できる。 

 

・綾工芸まつり（開催地：綾町） 

毎年１１月末に「綾町工芸コミュニティ協議会」主催で開催される。 

陶芸、織物、木工芸、ガラス工芸など綾町内の約 40 の工房や自然食品などを加工・手

づくりする店舗が作品や商品の展示販売を行う。 

開催期間中は九州全土より２万人を超える観客が訪れ、出店約 40社の期間中（3 日間）

売上高が約 2300万円である。 

展示会は、事業者が商品・製品を販売するために販売先（ バイヤー） と商談を行った

り、市場動向（ニーズ）等の情報収集・情報交換等を行う場であり、より多くの取引先

に対し営業活動を行う上で販路拡大に繋がる。 
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また、顕在顧客や潜在顧客へのマーケティング、最新技術など業界の情報収集を行う場

合も、個別に行うよりは特定の事業者が集積した箇所で行う方が効率的である。 

以上のようなコスト面、効率性において効果が期待される。 

 

 

（３）数値目標 

①顧客獲得のためのセミナーの開催 

 

②展示会・商談会等の活用 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１. まちづくり協議会との連携した地域資源を活用した新商品の開発・事業化への取組み 

綾町は平成 24年 7月に「ユネスコエコパーク」に登録された。 

単なる環境保護ではなく、地域住民の積極的な参画と学術研究機関等との連携によって、

自然との共生の中で、地域の経済的・文化的・社会的な発展が、持続可能な形で実現され

ていくことを目標としている。 

エコパークを推進していく「綾ユネスコエコパーク地域連携協議会」を中心とした町の

推進体制の中で、住民参画の組織として、「綾ユネスコエコパークまちづくり協議会」が平

成 26 年に設立された。 

住民をはじめ、町内の小規模事業者、各種団体の代表などで構成され、地域の賑わいを創

出するべく、綾町の豊かな自然を活かした新たな体験型観光や商品の開発などについて、

自然体験のプログラムや綾町産の野菜や果物を利用したドライ製品（粉末）の開発等の検

討が行われ、実現に向けた具体策が協議されている。 

こうした取組みを、協議だけで終わらせず、特に商品開発及びその事業化を実現させて

いく上で、地元小規模事業者の積極的な取り組みに大きな期待が寄せられている。 

本商工会は、地域資源を活用した新商品の開発・事業化 について、協議を踏まえ小規模

事業者への情報提供・提案を行い、協力して実現化を図る。 

 

《綾ユネスコエコパークまちづくり協議会の構成》 

会 長 自治公民館長 

副会長 綾町女性の会会長 

役 員 農業協同組合長，綾漁業組合長，綾町商工会長 

委 員 地元企業代表者，社会福祉協議会，商工会青年部・女性部，農・畜産業者 

小学校 PTA，自営業者等 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組み 

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 

（１）他の商工会との連携 

中央地区の商工会職員で構成する宮崎県職員協議会中央支部（地区内 9会職員で構成） 

項     目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

顧客獲得セミナー開催回数（受

講者数） 

1回 

(15人) 

1回 

(15 人) 

1回 

(15 人) 

1回 

(15 人) 

1回 

(15 人) 

項     目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

展示会・販売会

等出展 

出展企業数 4社 4社 4社 4社 4社 

商談件数 4件 4件 4件 4件 4件 

成約件数 4件 4件 4件 4件 4件 

全体売上目標 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 
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で年 2～3回開催される研修会において、他の商工会における個社支援に関する好事例や成 

功事例、さらには日常的な経営支援業務を通じて生じる経営課題の解決策やニーズに適切 

に応えるためのノウハウなどについて情報収集を行う。収集した情報は課題ごとに分類し 

たうえでファイリング管理し、本地域小規模事業者の支援ニーズに沿った支援に活用する。 

 

（２）金融機関との連携 

金融機関は、日常的に事業者への融資相談を通じて当該事業者の経営状況に関する情報 

を収集し、またその中から、地域内事業者の資金需要や設備投資動向を把握しており、加 

えて、地域で開業を予定する創業者情報が集まることから、金融機関との連携は、小規模 

事業者支援を本旨とする商工会にとっては欠かせない連携先である。 

このため、本商工会では、日本政策金融公庫宮崎支店及び宮崎銀行綾支店と本会の正副会 

長及び理事、経営指導員等を構成員とする金融懇談会を年に１回開き、地域経済動向や金 

融情勢、企業の設備投資状況や創業情報などについて情報交流を行っている。広く意見を 

交わす中で、企業マインドや小規模事業者の経営状況に関する情報、創業者情報を把握す 

ることにより、地域内小規模事業者と創業予定者に対する的確な経営支援・指導に活かす 

ことが可能になる。  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営発達支援計画の円滑な事業遂行を図るには経営指導員等の個社支援能力の向上が重要 

である。このため小規模事業者とのコミュニケーション能力向上と事業計画の策定手法の習 

得に加え、マーケティングに関する知識やコーチングの手法を習得・向上させることにより、 

商工会事務局全体としての小規模事業者経営支援能力をあげる。 

 

（１）経営支援業務にあたる事務局職員全員が、宮崎県商工会連合会が開催する職種別研修

会及び課題別研修会に積極的に参加受講する(各職員が年間 2回以上の受講必須)。 

 

（２）経営指導員は全国商工会連合会が実施する WEB 研修(e ラーニング)の課題別講義を活

用しながら経営支援全般に係る支援能力を身につける。 

 

（３）毎月１回経営発達支援会議(事務局長 1名、経営指導員 1名、経営・情報支援員 2名で

構成)を開催し、組織内での支援ノウハウの共有を図るとともに、経営発達支援事業の実

施及び進捗状況の確認を行う。 

 

（４）個社支援は基本的に職員 2名（経営指導員及び経営・情報支援員）で対応するものとし、 

経営発達支援会議において支援状況に関する情報を共有することで職員の異動や事故・

病欠などがあっても滞ることなく引き続き個社支援ができるような体制づくりと職員間

の連携を深め、経営発達支援計画の円滑な実施運営を図る。 

また、小規模事業者の経営支援に係る経営分析・事業計画策定等の情報の結果は、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 

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

委員会を利用する。 

本委員会は、経営発達支援計画の取組状況や達成度、成果等について、公平かつ客観的に 

評価・検証することを目的とした外部有識者を中心とする委員会であり、次表の委員で構成 

される。 

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

とともに、本商工会理事会や通常総会において周知する。 
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【宮崎県商工会連合会経営発達支援事業評価委員会構成】 

委 員 役 職 選考基準 

学識経験者 
大学教授 地域経済に精通しており、商工会業務

に理解のあるもの 外部中小企業診断士 

地方公共団体の職員 宮崎県 商工関係課 

関係団体の職員 
日本政策金融公庫 小規模事業者金融担当課 

宮崎県産業振興機構 小規模事業者経営支援担当課 

宮崎県商工会連合会役員 専務理事  

事業の評価・見直しに関する流れ及びＰＤＣＡサイクルは下記のとおり。 

 

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

評価報告書を宮崎県商工会連合会評価委員会に提出する。評価委員会は、事業内容の確

認評価を行い、改善すべき事項があればその助言を行う。 

 

②宮崎県商工会連合会評価委員会から改善すべき助言等を受けた場合は、改善計画を含め、

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。 

 

③事業の成果・評価・見直しの結果については綾町商工会のホームページで公表するとと

もに、本商工会事務所にも常設して閲覧可能な状態にする 

 

【ＰＤＣＡサイクル図】 
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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商工会全体 

    会員数 231名(普通会員 224名、定款会員 7名) 

    部 会  商業部会 101名 工業部会 78名 サービス業部会 45名   

青年部 22名 女性部 45名 

    役 員 16名(会長 1名、副会長 2名、理事 11名、監事 2名)  

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経営発達事業 

・事業統括責任者 商工会長 

   ・事業遂行責任者 事務局長  

   ・事業遂行者   経営指導員、経営・情報支援員  

   ・役員       会長 1名  副会長 2名  理事 11名  監事 2名  計 16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 

   ・事務局 

    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  計  5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 

    綾町商工会 

〒880-1303 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 329-1   

          TEL 0985-77-0017    FAX 0985-77-2615 

          ホームページ  http://www. miya-shoko.or.jp/aya/ 

             メールアドレス aya@miya-shoko.or.jp 

 

 

（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 3,400 3,500 3,800 3,800 3,900 

 

小規模事業者支援推進事業 

①講習会等開催費 

②調査研究費 

③販路開拓費 

④情報対策費 

⑤資質向上費 

 

800 

1,000 

1,200 

300 

100 

 

800 

1,000 

1,300 

300 

100 

 

800 

1,200 

1,300 

400 

100 

 

800 

1,200 

1,300 

400 

100 

 

900 

1,200 

1,300 

400 

100 

 

調達方法 

 会費、各種事業手数料収入、国補助金、県補助金、町補助金 

mailto:aya@miya-shoko.or.jp
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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．経営状況分析・地域経済 需要 動向調査に関する事業 

（１）セミナー講師(専門家)派遣 

（２）経済動向調査及び需要動向調査の手法と結果分析に関する助言 

（３）経営分析の手法に関する助言 

（４）金融動向に関する情報提供 

 

２．事業計画の策定及び策定後の実施支援に関する事業 

（１）事業計画の策定の手法と助言 

（２）事業計画の実施フォローアップに関する助言と講師派遣 

（３）事業計画の見直しや計画変更等に関する助言 

（４）創業・第二創業相談会開催についての情報交換及び助言 

 

３．需要動向調査及び需要開拓寄与に関する事業 

（１）セミナー講師(専門家)派遣 

（２）マーケティング分析及び助言 

（３）展示会・商談会等の出展支援に関する助言 

 

４．地域経済活性化に資する取組に関する事業 

（１）地域経済活性化協議会の構成及び地域経済活性化に関する情報交換 

（２）にぎわい創出と地域ブランド化に関する助言 

 

連携者及びその役割 

【関係支援機関系】 

○名 称：宮崎県産業振興機構  

代表者：理事長 緒方 哲 

住 所：宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500番地 2 (宮崎ﾃｸﾉﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ内)  

役 割：事業計画策定及び策定後支援実施に伴う事業支援 

 

○名 称：宮崎県よろず支援拠点  

代表者：ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 長友 太 

住 所：宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500番地 2 (宮崎県工業技術センター)  

役 割：経営状況分析及び事業計画策定並びに策定後支援実施に伴う事業支援 

 

○名 称：事業引継ぎ支援センター 

住 所：宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 7階  

役 割：事業の継続や承継、譲渡・譲受に関する支援 

 

○名 称：宮崎県商工会議所連合会  

代表者：会頭 米良充典 

住 所：宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 7階  

役 割：経営状況分析及び事業計画策定並びに策定後支援実施に伴う事業支援 
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【金融機関系】 

○名 称：㈱日本政策金融公庫宮崎支店 

代表者：支店長兼国民生活事業統轄 松井 斎 

住 所：宮崎県宮崎市橘通東 3-6-30  

役 割：地域経済動向調査及び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

めの取組に関する情報収集 

 

○名 称：㈱宮崎銀行綾支店 

代表者：支店長 矢野 伸二 

住 所：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 496-1  

役 割：地域経済動向調査及び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

めの取組に関する情報収集 

 

【商工会系機関】 

○名 称：宮崎県商工会連合会 

代表者：会長 淵上 鉄一 

住 所：宮崎県宮崎市松橋 2丁目 4番 31号 中小企業会館 2階  

役 割：経営発達支援事業全般にわたる事業支援 

 

【地方自治体】 

○名 称：綾町 

代表者：町長 前田 穰 

住 所：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 515  

役 割：経営発達支援事業全般にわたる事業支援 

 

【町内の協力機関】 

○名 称：綾町農業協同組合 

代表者：代表理事組合長 中村 道也 

住 所：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 480-1  

役 割：地域経済の活性化に資する取組に関する事業支援 

 

○名 称：綾町産業活性化協会 

代表者：理事長 前田 穰 

住 所：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 515 (綾町役場産業観光課内)  

役 割：地域経済の活性化に資する取組に関する事業支援 

 

○名 称：蔵元 綾酒泉の杜（雲海酒造㈱） 

代表者：代表取締役 中島 美幸  

住 所：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 1800-19  

役 割：地域経済動向調査及び需要動向調査の事業実施に伴う事業支援 

 

○名 称：綾手づくりほんものセンター  

代表者：理事長 松浦 正明 

 住 所：宮崎県東諸県郡綾町大字南俣 515  

 役 割：地域経済動向調査及び需要動向調査の事業実施に伴う事業支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

計画承認・進捗報告 成果報告・見直し 
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                 経営発達支援スタッフ 

                  事務局長、商工会職員 

                  (経営発達支援会議) 

連携                   連携 
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成果報告、評価、見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済活性化協議会 
 綾町 
 綾町農業協同組合 
 綾町産業活性化協会 
 綾町商工会 
 外部有識者 

事業支援機関 
宮崎県商工会連合会 
宮崎県産業振興機構 
宮崎県商工会議所連合会 

綾町商工会総会 

 (綾町商工会理事会) 

情報交換等連携機関 
 よろず支援拠点 
 日本政策金融公庫 
 宮崎銀行綾支店 

観光・食品関連施設 
 酒泉の杜（雲海酒造） 
 綾手づくりほんものセンター 
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