
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
西米良村商工会（法人番号：8350005001918） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

計画的な経営手法を学習することで管内小規模事業者、特に観光関連業

種である飲食業者や宿泊業者の育成・強化を図るとともに、地域経済の活

性化を図るため製造される特産品の品質向上と知名度アップを図る。 

（１）事業計画策定をベースにした経営手法への切り替えによる経営力向

上を図る。 

（２）観光客等に対する飲食・宿泊サービスの向上・強化を図る。 

（３）村内農林水産物を使用し製造される特産品の品質向上と知名度アッ

プを目指す。 

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】 

村内の小規模事業者の経営課題などについて調査を行うとともに、

公表されている各種経済動向調査結果と比較分析を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

課題解決が急がれる事業者や観光関連産業の事業者を中心に経営分

析を行う。 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

事業展開の方向を定めた事業計画（経営計画）の策定支援を行う。 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①策定された事業計画の取組状況・進捗状況を四半期ごとの巡回訪問

を通じて把握に務める。 

②事業計画の見直し等によって、専門的な対応が必要な場合について

は、外部専門家とともにフォロー支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

観光客を対象としたアンケート調査を行い、該当する観光関連事業

者および特産品等製造業者に調査結果を提供する。 

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需要動向調査により得られた情報を基に、外部専門家等と連携し、

地元産の良質な食材を使った特産品の改良や開発を支援する。 

②バイヤーを対象として開催される商談会への参加を促すと同時に、

出展に向けた事前指導を行い、新たな販路先の開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  今後を見据えた本村地域の方向性を共有する連携体を、本会が主体と

なって組織し、地域ブランド化への取り組みと本村経済の活性化を協議

する。 

連絡先 

 西米良村商工会 

住所：宮崎県児湯郡西米良村大字村所９６―１ 

TEL：0983-36-1056  FAX：0983-36-1171 

http://www.miya-shoko.or.jp/nishimera/ 

E-mail:nishimera@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.西米良村の現状と課題 

1. 西米良村の現状 

（1）概要 

本村は、宮崎県の中央部、熊本県との県境に 

あって、九州中央山地国定公園の一角にあり、 

県都宮崎市からは、北西へ約 50㎞に位置し、 

車で約 2時間、また、宮崎県西都市、熊本県人 

吉市までは車で約 1時間半のところにある。 

面積は、271.56㎢で地形は東西約 16㎞、南 

北約 20 ㎞と東西に狭く南北に広いひし形の形 

をしており、村の総面積の 96％が山林で占めら 

れている。 

平地は名峰市房山、石堂山をはじめとする 

山々に囲まれており、また、隣接する宮崎県椎 

葉村に源を発する一ツ瀬川が村の中央を北から 

南東に流れ、板谷川、小川川の支流と合流して 

太平洋に注いでいる。 

また、本村は、日本氏族の一つである菊池氏 

によって治められてきた村であり、明治維新後の版籍奉還に際し、菊池氏は、自分の所有す

る山林の全てを人々に分け与え、人々の生活を支援したと伝えられている。 

その遺徳もあって、本村は現在においても、菊池一族によってもたらされた郷土愛の精神

が受け継がれており、その精神をベースに様々な計画づくりや施策が展開されている。 

 

（2）西米良村の人口等の状況  

本村の人口は、昭和 15年の 7,583人をピークに、高度経済成長や産業構造の変化などによ

り大きな人口流出が見られ、昭和 40 年（4,081 人）から平成 30 年（1,151 人）までの 50 年

間で約 1/3にまで減少している。 

特に、高齢化率は、生産年齢人口の流出に伴う若年層の減少が主たる要因となって上昇の 

一途を辿っており、ここ数年はその率に目立った変化はないものの、平成 27年では 42％まで 

になっている。 

一方、本村では、新たな雇用の場として平成 7 年に第 3 セクターの株式会社米良の庄を設

立し、これによりＵターン者が増加した。また、ワーキングホリデー（※）や地域おこし協

力隊などの取組に伴って、若年者の定住促進が図られてきたが、生産年齢人口は高齢化率の

上昇に呼応して、その割合は、平成 7年では 55％、平成 12年は 52％、平成 22年は 47.5％、

平成 27 年では 43.3％にまで低下してきている。 

このような傾向は、村全体としての人口の減少に留まらず、消費需要の低下に伴う経済活 

動の縮小、各産業における生産力の低下、少子化による地域活動の担い手不足など様々な影 

響が懸念されている。  

 



２ 
 

※  ワーキングホリデーとは、村が契約した農家の農作業を手伝うことによって報酬を受

け、滞在費をほとんどかけずに滞在して、村の生活や観光を楽しんでもらうというもの。       

この制度は、本村における農作業の人手不足を解消するとともに、村外者との交流を

村の活性化に繋げようと、平成 10年から全国に先駆けて取り組まれた事業である。 

これまでに全国各地から約 400 人が体験しており、体験後には村の花火大会などのイ

ベントに訪れるケースも増えている。 

     

    ○西米良村の人口                         （単位：人） 

 昭和 55年 平成 2年 平成 12年 平成 22年 平成 27年 平成 30年 

人口 2,153 1,694 1,480 1,241 1,208 1,151 

人口増減  △459 △214 △239 △33 △57 

（出典：村勢資料より） 

 

（3）西米良村の産業 

下表によれば、平成 7 年度と平成 26 年度の本村の総生産額は約 63 億円から約 77 億円と  

14 億円増加している。内訳は第 1 次産業が 5.1 億円の減少、第 2 次産業が 12 億円の増加、

第 3次産業が 7.3億円の増加となっている。 

第 1 次産業の減少は林業の減少額が約 5.2 億円と大きいが、木材市況の低迷が長く続く中

で生産者の高齢化と若年層の村外流出などが主因と考えられる。 

しかしながら、第 1次産業が大きく低迷しているとはいえ、その振興、特に村土の 96％を 

占める森林から生み出される林業と農業の振興は必要だとして、本村の自然条件を活かした 

付加価値の高い特用林産物（しいたけ、タケノコ、山菜など）や農産品・特産品の開発を、 

行政を始めとする村内の各関係機関が連携して進めるとしている。 

第 2 次産業は元々地域的に建設業中心であったが、災害工事の減少と工事単価の引下げ、

さらに大手ゼネコンとの競合など公共工事の需要に支えられてきた土木工事業者の完工高減

少が大きいと考えられる。なお、建設業を主とする本村の第 2 次産業は、公共事業によると

ころが大きく、災害工事受注など年度によって開きがある。 

その反面、第 3 セクターの株式会社米良の庄の設立や「西米良温泉ゆた～と」（※1）の開

業、川の駅、湖の駅、平成の桃源郷「おがわ作小屋村」（※2）などの整備、さらには、やまび

こ花火大会、山菜まつりなどのイベント取組による入込客増加が波及効果となって、関連す

る第 3 次産業は 50％近い割合を占めるまでになり、生産額も増加傾向にあり、現在では村の

主要産業になっている。 

 

○産業別生産額                      （単位：百万円）    

 平成７年 平成１７年 平成２２年 平成２６年 

合計 6,370 6,162 5,480 7,789 

第 1 次産業 959 439 561 444 

 

農業 141 70 47 133 

林業 785 363 514 261 

水産業 33 6 0 50 

構成比 15.1% 7.1% 10.2% 5.7% 
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第 2 次産業 2,263 2,441 1,553 3,466 

構成比 35.5% 39.6% 28.3% 44.5% 

第 3 次産業 3,148 3,282 3,366 3,879 

構成比 49.4% 53.3% 61.5% 49.8% 

（出典：第５次西米良村長期総合計画より） 

 

                             
(西米良温泉ゆた～と外観)   （温泉施設入口）       （おがわ作小屋村） 

 

  ※1 株式会社米良の庄が運営している「西米良温泉ゆた～と」は、平成 11 年にオープンし、

年間 6 万人の観光客が訪れる。 

    「ゆた～と」とは、地元の言葉で「のんびり、ゆっくり」という意味で、施設では温泉

入浴、宿泊、食事、買い物ができる村の憩いの場となっている。自慢の温泉は美肌の湯と

評判であり、村民だけではなく、村外から多くの観光客が訪れる。 
 

※2 「おがわ作小屋村」は平成 21年にオープンし、年間 1万 6千人の観光客が訪れる。作

小屋とは、むかし、西米良地方の農家では、食糧を生産するに適した土地を選び本家とは

離れた場所に小屋を建て、そこを根城に水田や畑作などの農作業が行われており、その小

屋を「作小屋」と言った。 

この「作小屋」は、馬屋や倉庫、納屋、脱穀機などの設備があり、田植え、稲刈りなど

の農繁期には泊まり込みで作業を行うことができるよう一定の居住機能を有していた。 

 
２.西米良村の商工業振興の方針 

西米良村の今後における商工業振興については、西米良村第 5次長期総合計画（平成 23年

度～平成 32年度）に掲げられた「人づくり」、「産業づくり」、「郷土づくり」、「環境づくり」、

「基盤づくり」を施策の柱として、この中の「産業づくり」において、「力強い産業と開かれ

た桃源郷」を将来の姿に「豊かな暮らしを育む産業づくり」を推し進め、事業展開を図ると

しており、具体的には以下のとおりである。 

（1）商工会を事業推進役として、個々の企業の経営改善を図り、地域住民の購買ニーズに即

応できる魅力ある商店・商店街づくりに取り組むとともに、商工業の組織的活動の強化、

経営感覚に優れた後継者の育成に取り組む。 

（2）村中心部及び周辺部の環境整備の一環として、駐車場の確保など商業環境の改善を行い

ながら、観光入込客に対する、ぬくもりのあるおもてなしの商業、飲食・宿泊サービス

業の経営力向上に取り組む。 

（3）農林水産物の加工グループへの支援により、経営・販売面での基盤を強化しながら、地

場産業としての企業化を図るとともに、農商工連携による新商品・新サービスの開発に

取り組むことにより、「ふるさと産業」（※）の創出に努める。 
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 ※ふるさと産業とは、農商工連携の取り組みにより新商品・新サービスを開発する地域に根

付く産業のことを指す。 

 

３.西米良村の商工業の現状と課題 

（1）現状 

 本村の商工業者は、そのほとんどが小規模事業者（約 98％）であり、ここ数年では、小規

模事業者数に大きな変化はなく微減に留まっているが、事業後継者のいない経営者も多く見

られ、また経営者の高齢化も確実に進んでいる。 

その中の小売業やサービス業では、従業員数 3人以下の家内業的経営がほとんどであり、販 

売する商品は、その多くが宮崎市周辺や隣接する熊本県の市町の取引事業者から仕入れてい 

るため、流通コストの面から、購入する消費者には周辺地域に比べ割高に感じられている。 

加えて、道路整備・改善による近隣市町への距離短縮、村外からの巡回・出張販売の増加、 

さらには通信販売など、事業者間競争の激化や多様化する消費者ニーズへの対応遅れなどに 

より、安定した売り上げの確保が困難な状況が続いている。 

さらに、村内小規模事業者の約 2割を占める飲食業や宿泊業においては、道路環境の改善・ 

整備により、都市部との人の行き来が活発になり、交流人口の増加をもたらしていることか 

ら、どうにか経営を維持してきているが、その状況も近年では村に宿泊、滞在する観光客は 

減少傾向にあり、加えて公共工事の減少と相まって工事関係者の長期滞在も減少してきてお 

り、厳しい経営状況にある。 

  

【小規模事業者の推移】                          （単位：人） 

業種                   

 

年次 

建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食・ 

宿泊業 
サービス業 その他 合計 

平成 23 年 １２ ３ ２ ２５ １４ １７ １２ ８５ 

平成 25 年 １１ ３ ２ ２３ １４ １７ １０ ８０ 

平成 27 年 １１ ３ ２ ２０ １４ １８ １０ ７８ 

平成 29 年 １１ ４ ２ ２０ １３ １５ １０ ７５ 

 

（2）課題 

  本村が平成 27年に実施した「住民ワークショップ」や村内外関係者に対する本村振興に関 

するヒアリングの結果、商工業に関して、商業面では、中心商店街の活気不足、緊急に購入 

を必要とする商品の品揃え不足、買い物弱者の買い物不便の解消、工業面においては、経営 

者のみならず従業員の高齢化、技術力を持った人材の不足、地場産品の魅力度アップと販路 

の狭さが問題とされた。 

一方、観光面においては、平日や閑散期の観光入込客の増加対策など、商工業に関する多 

くの課題と問題が提起された。 
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  本商工会においても、示された課題の多くの部分について、同様の認識を持っており、そ 

れぞれの業種について今後対策を講じる必要がある。   

また、個々の小規模事業者自身が抱える共通する経営上の課題として、自社のあるべき姿 

や将来の展望を描く中で方向性を定めるとともに、そのことを踏まえ、具体的な事業展開を 

事業計画の形にして落とし込んで経営を行うことが少ないため、状況の変化や課題解決に早 

期にかつ的確な対応が取れないケースが多くみられる。 

このことを踏まえ、本村小規模事業者において対応を急がれる課題は、以下の 3 つに整理

される。 

 
①事業計画に基づく事業運営 

②地場産品の消費者に支持され、売れる商品としての魅力度向上と販路拡大 

③来村する観光入込客の観光及び宿泊ニーズに沿った飲食・宿泊サービスの向上・強化 

 
以上のことから、今後われわれ商工会は、従来の経営改善普及事業だけではなく、経営発

達支援事業にも取り組み、地元消費者や西米良村を訪れる観光客のニーズに対応できる魅力

ある商店・商店街づくりに取り組まなければならない。 

 

４．商工会のこれまでの取り組み 

平成 17 年に村の「商業振興補助事業」が制定され、村内の小規模事業者は、起業やもてな

しの魅力ある商店街づくり、新商品づくりの促進等、自立自走の商業活動の活性化を図って

おり、小売業及び飲食業の店舗の近代化として、木づくりやバリアフリーを積極的に取り入

れた店舗の改装が行われた。併せて、商工会の共同事業として温かみのある商店街案内看板

を作成し、温泉施設と村所驛に設置している。 

また、村内の高齢者を対象とした「宅配サービス事業」に係るアンケート調査を実施して、

村内小規模事業者の事業展開のデータ収集を行っている。 

平成 21 年度には、不景気の防止策および商業活性化の起爆剤となることを目的として、プ

レミアム付き商品券発行事業に取り組み、村内小規模事業者の売り上げアップに繋がってい

る。以降、2～3 年に 1 度の頻度でプレミアム付き商品券を発行しており、村内小規模事業者

はもとより、村民からも大いなる評価を得ている。 

 本商工会は、従来の税務指導や記帳指導を中心とした経営改善普及授業に加え、このよう

な村の商工業振興方針に沿った各種事業の実施を通じて小規模事業者の需要の維持・開拓、

経営基盤の強化に取り組んでおり、今後も小規模事業者の経営発達支援を通じた地域経済の

活性化に果たす役割は大きい。 

 

Ⅱ.中長期的な小規模事業者の振興のあり方 

1. 商工会としての小規模事業者に対する中長期的な支援のあり方 

本商工会は、村内小規模事業者の課題として「事業計画に基づく事業運営がなされていな

い」、「地場産品の消費者に支持され、売れる商品としての魅力がない」、「来村する観光入込

客の観光及び宿泊ニーズに沿った飲食・宿泊サービスが弱い」という 3 つの課題を提起して

いる。中でも、観光客の需要が大きな割合を占める本村では官民挙げての「おもてなし」が

必要であるが、村内小規模事業者の意識は低い。 

この 3 つの課題は村が策定している商工業振興方針とほぼ同じ内容であり、村の方針に沿

いながらこの課題を克服する取組みが必要である。 
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以上のことを勘案して、本商工会は 10年後の小規模事業者のあり方を次のとおり定め、そ

の実現に向けて村内小規模事業者を支援していく。 

 

（1）計画的な経営による小規模事業者の持続的経営 

道路整備の進展等は村民や観光客の消費行動の変化をもたらしているが、その影響や将

来の展望を描けない小規模事業者も多い。 

環境の変化に左右されず持続的な経営を維持するため、現状を正しく認識して計画的な

経営に取組む小規模事業者を増やしていく。 

 
（2）観光需要の維持拡大による関連小規模事業者の活性化 

村民の消費需要だけでは村内の商店や飲食店の経営を維持することは難しく、また道路

改良による日帰り客の増加が宿泊業者の将来の不安を強めている。 

そのため、本村経済にとって大きなウエイトを占める観光需要を維持拡大していく必要

があり、村内小規模事業者が受け入れ当事者としての自覚を持ち、観光客のニーズを満た

すことで需要を確保する。 

 
（3）農林水産物を活用した特産品等のブランド確立と地場産業化 

本村には豊富な農林水産物があるが、一部を除いて加工品として付加価値を高める体制

もなく、地域ブランドとしても確立されていない。 

そのため加工グループの企業化や既存の製造業者等との連携を促進して地場産業として

の体制を確立し、併せて農商工連携による新商品・新サービスの開発に取り組むことによ

りブランド化を図る。 

 

２.経営発達支援事業計画の目標 

 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、本計画の 5年間は下記の事業を目 

標に取り組む。 

 

（1）計画的な経営に取組む小規模事業者の掘起こしと実行支援 

事業計画を策定して実践している本村小規模事業者の数は正確には把握できていないが、 

  本計画の 5年間で全小規模事業者の経営実態を調査して、事業計画を策定していない事業者 

には商工会から計画的な経営に取組むようにアプローチしていく。 

 

（2）観光需要確保に向けた観光関連商品や料理メニューの改善・新たな開発支援 

本村には、豊かな自然環境や山村文化、癒しなどを求めて来村する観光客が増加しつつあ 

り（平成 23年/平成 25年比で約 9％増）、村内経済の重要な産業のひとつになっているが、 

受け入れをする商店、飲食店、民宿などは受け入れ当事者としての意識が薄く、観光客のニ

ーズにあった観光関連商品や料理メニューの開発などの取組みは進んでいない。 

そこで商工会が中心となり、観光関連商品や料理メニューの改善あるいは新たな導入を促

進し、観光需要の維持拡大を図る。また、このような取組みを行う小規模事業者の掘起こし

と横断的な連携を促進し自律的な取り組みとして定着させていく。 

 

（3）農林水産物を活用した特産品等の開発支援 

本村にはゆず、ジビエ（駆除した有害鳥獣）、西米良サーモンや特用林産物（しいたけ、タ
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ケノコ、山菜など）があるが、一部を除いて小規模な製造業者や加工グループが製造する商

品が多く、一般消費者やバイヤーに支持されるレベルの商品になっていないものも多い。 

そのため、加工グループの企業化や既存の製造業者との連携を進めて生産を安定化し、観

光客向けあるいは消費者向けの商品として市場に受け入れられる商品開発を支援していくこ

とで、関連する小規模事業者の需要の維持・開拓を図る。 

 

３.目標達成に向けた取組方針 

 (1) 小規模事業者の計画的な経営を支援するための取組方針 

村内小規模事業者の多くは、その場限りの対症療法的な課題解決で何とかやりくりして来

たため、外部環境の変化に影響される不安定な経営を続けている。また、商工会としても計

画的な経営の啓発や実行支援が十分ではなかったことを反省する必要がある。 

今後は、村内小規模事業者の経営実態の把握を進めながら、これまでの「その場その場で

課題を解決し、方向を定めるという無計画な経営手法からの脱却」をあらゆる機会に促して

いくとともに、「数字に裏付けされた経営戦略と事業計画策定を経営の基本とする経営手法へ

の転換」を意識付けし、実践に導いていく。 

 

（2）観光関連商品や料理メニューの改善・開発支援への取組方針 

後述の需要動向調査により、年１回、商工会が観光客のニーズやトレンドの情報を収集し

て関連する小規模事業者に提供し、小規模事業者が提供している観光関連商品や料理メニュ

ーなどの改善あるいは新たな導入をアドバイスする仕組みを構築する。 

必要に応じて専門家を活用し、また関連する小規模事業者の横断的な連携を促進して自律

的な取り組みとして定着させていく。 

 

（3）農林水産物を活用した特産品等の開発支援への取組方針 

特産品のブランド化には、販路開拓と安定的な供給が必要であるが、現在、この分野の商

品は小規模で生業的な少数の事業者が製造しているものが多いため、どちらも不十分である。   

そのため、まず安定供給できるよう加工グループの企業化あるいは関連する製造業者との

連携による生産体制整備を促進する必要がある。この支援については、商工会単独では難し

いため村や生産者団体などと連携して推進していく。 

並行して、前項(2)の取組みで行う観光客のニーズやトレンド調査の結果も参考にして、よ

ろず支援拠点(フードビジネス相談ステーション)など公的な機関や専門家と連携して商品開

発と販路開拓を進めていく。 

 

(4) 支援する職員間並びに他の支援機関等との連携強化 

本商工会は経営指導員 1 名と経営・情報支援員 1 名の体制であるが、小規模事業者の経営

に関する状況や固有の経営課題について情報を一にしながら連携して遂行するとともに、課

題解決に当たって商工会として対応が困難な場合は、村をはじめとする国・県や各中小企業

支援機関との連携を通じ、専門的な視点からの支援が必要なケースについては、外部専門家

とともにその対応を図る。 
なお、本経営発達支援事業への取組に当たっての基本的なスタンスとしては、常に各事業 

の狙い、対象者、手段、効果、成果を意識し取り組むこととし、見直しが必要な場合はその 

進め方や手法を改善し取り組むことにより、小規模事業者の持続的な発展に繋げる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 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 

本商工会は中小企業景況調査(※)を四半期毎で行っている。しかし、その調査・分析結果

は調査対象先のみ提供しているため、村内の小規模事業者に対してはその分析結果を提供、

活用していないのが現状である。また、村内の小規模事業者の経営実態も十分に把握してい

るとは言い難い。 

今後は、商工会として地域内の経済動向を常に収集して蓄積し、その情報を地域内小規模

事業者の経営支援に活用する必要がある。また、経営指導員等による小規模事業者に対する

経営状況分析や事業計画策定、需要動向調査などの経営支援が的確に行われるためにも、地

域経済動向を把握する必要がある。 
 

※中小企業景況調査 

宮崎県商工会連合会からの委託事業。県内 10商工会が 5年間の交替制で取り組んでおり

本商工会はその中の一つ。各商工会の管内 15件（製造業 1件、建設業 2件、小売業 5 件、

サービス業 7件）の小規模事業者に対して四半期毎に景況に関するヒアリング調査を行う。

調査票は県連合会を通じて全国商工会連合会に提出し宮崎県版及び全国版の報告書がフィ

ードバックされる。  
   

（2）本計画において取り組む内容 

<商工会独自の景況調査の実施>  

本村内の小規模事業者の収益状況、後継者の有無、直面する経営課題などについて調査を

行うことにより、地域内経済の動向と小規模事業者が抱える経営課題に関する情報を収集す

る。 

その上で、業種別に課題等を整理し、公表されている各種経済動向調査結果と比較分析す

ることにより、商工会として活用できるデータに整理、蓄積し、小規模事業者に対する的確

な指導に役立てるとともに、事業計画策定などに活用する。なお、調査は、観光関連産業で

ある飲食業者や宿泊業者に対し、重点的に行う。 

分析後は年 1回商工会ホームページ等に掲載し、村内の小規模事業者に対し広く周知する。 
 

【調査回数】 

・年１回 

【調査項目】 

・売上高の実績  ・利益の実績  ・設備投資計画、見通し   ・資金繰り状況 

・業況判断    ・雇用状況および後継者の有無  ・直面する経営課題 

【調査対象事業所】 

・建設業  ２件     ・製造業 １件   ・小売業  ３件 

・飲食宿泊業  ６件   ・サービス業  ３件   合計１５件 

【調査方法】 

経営指導員および経営・情報支援員が各事業所を巡回し、調査票を用いてヒアリングを行う。 
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【分析方法】 

業種ごとに整理集計し、下記の経済動向調査に関する報告書を参考に、経営分析やその後

の事業計画策定に利用できるよう比較分析を行う。 

 

 <参考にする報告書>  

・宮崎県経済の動き 

宮崎県が四半期ごとに行う本県の生産、消費、投資などに関する指標の動き、景況感など

の調査。消費動向(スーパー等の売上動向など)、雇用情勢(有効求人倍率など)、投資動向(公

共工事、住宅着工戸数など)などのデータを参考とする。 

・中小企業景気動向調査 

全国商工会連合会が主催する景況調査で全国 150 か所の商工会がそれぞれ 15 件の小規模

事業者に対して四半期毎にヒアリング調査を行う。結果は宮崎県版、全国版として公表され

る。  

業種別景況感の推移(売上、採算、資金繰り、業況の各 DI)、業種別の経営課題を参考と

する。 

・みやぎん調査月報 

みやぎん経済研究所が行う県内企業の景況感の調査。県内企業の景況感を参考とする。 

 

（3）数値目標 

本商工会独自の景況調査        （単位 上段：回 中段：件 下段：回）  

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

調査回数 １ １ １ １ １ 

調査対象 
事業所数 １５ １５ １５ １５ １５ 

公表回数 １ １ １ １ １ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（1）現状と課題 

  これまでの本村の小規模事業者事業者は、決算書から見る数字のみで自社の経営状況を理

解する傾向が強い。 

商工会が経営分析を行う機会としては、日本政策金融公庫のマルケイ資金などの金融相談

時や、決算支援業務において商工会専用ソフトであるネット de記帳から出力される分析デー

タを提供・説明してきた程度である。また経営分析を行っても、分析したデータは個人で所

有しており、職員間で共有されていない。 

今後は、本商工会が本計画の取組方針の基本としている「数字に裏付けされた経営戦略と 

事業計画策定を経営の基本とする経営手法への転換」を実現していくために、経営分析の意 

義・必要性を啓発しながら、小規模事業者の取り組みを推進していく必要がある。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

①経営状況分析 

村内の小規模事業者を対象に、巡回等により経営分析の意義・必要性を説明し、急激な売

上高の減少や利益が確保できていない、あるいは資金繰り改善が進まない状況にあるなどの
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課題解決が急がれる事業所や、観光関連産業である飲食業者や宿泊業者を重点支援企業とし

て経営分析を行う。 

なお、簡易な分析は経営指導員が中心となって行うが、例えば複数の事業を兼務する事業

者で単純な分析では実態を把握しにくい事業所や、特殊な業態で定性的な分析が難しい事業

者などの場合は、必要に応じて外部専門家及びよろず支援拠点、宮崎県商工会連合会経営支

援センターと連携して行う。 

経営状況の分析結果は、当該小規模事業者にフィードバックし、分析結果をもとに明確化

された経営課題等に対して経営改善の方向性を示すとともに、事業計画策定支援に活用する。 

また、一部の分析データがどこに保存されているのか、あるいはどのように活用すればよ

いのかなどについて職員間で共有されていない状況も見られるので、共有のフォルダに保存

して職員間で協議しながら活用していく。 

 

（財務面分析項目） 

・収益性（売上総利益率、経常利益率等） 

・安全性（流動比率、安全余裕率等） 

・生産性（従業員１人あたりの売上高等） 

   ・キャッシュフロー 

   ・損益分岐点 

（非財務面分析項目） 

   ・環境分析（ＳＷＯＴ分析） 

   ・３Ｃ分析 

   ・プロダクトミックス分析 

   ・販売チャネル分析 

 

（3）数値目標 

①経営分析件数                       （単位：件） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 １５ １５ １５ １５ １５ 

   

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 

自社のあるべき姿や将来の展望を描く中で方向性を定めるとともに、そのことを踏まえ、

具体的な事業展開を事業計画の形にして落とし込んで経営を行うことが少ないため、状況の

変化や課題解決に早期にかつ的確な対応が取れないケースが多くみられる。 

これまでは、国の補助金である小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、村の補助

金である商工業振興事業補助金、融資、経営革新計画の申請などを契機として、当該事業や

状況に応じて事業計画の策定支援に取り組んできた。また、創業についての相談はほとんど

ないのが現状である。 
  

（2）本計画において取り組む内容 

①事業計画策定支援【拡充】 

事業計画策定支援の対象者は経営分析を実施した村内小規模事業者とし、経営指導員が巡回
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して小規模事業者個々の取扱商品などの需要動向、他社との競合状況、その他の経営課題あ

るいは自社の強みなどをヒアリングし、中小機構が提供している「経営計画つくるくん」な

どのソフトを活用して事業計画策定を支援する。 

必要に応じて、宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）や宮崎県の補助事業である中小企

業等経営基盤強化支援事業による外部専門家派遣制度を活用する。 

 

（3）数値目標 

①事業計画策定事業者への指導回数              （単位：回） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

回 数 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 
  ※事業計画を策定するための指導を 1 社当り年 3回程度行う。また、回数には外部専門家 

とのフォロー支援を含む。 

 

②事業計画策定件数                         （単位：件） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 １０ １０ １０ １０ １０ 

 

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 

これまでは、補助金や融資、経営革新計画の申請を契機として、当該事業や状況に応じて

事業計画の策定支援を行ってきたが、その後におけるフォロー支援は行ってこなかった。 

今後は、事業計画策定支援を小規模事業者に対する経営支援の重点事業として位置づける

とともに、その中で、効果・成果の確認と必要に応じて計画の見直しや改善提案に務める必

要がある。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

①定期巡回訪問によるフォロー支援の強化【拡充】 

事業計画策定後においては、策定された計画の取組状況や進捗状況の確認が重要であるこ

とから、経営指導員等による四半期ごとの巡回訪問を通してその把握に務める。その際、事

業取組効果を確認する中で計画の見直し、変更の必要が生じた場合は、適宜、指導・支援を

行うこととする。 
なお、策定後の支援は、原則、四半期に 1回実施するが、その進度によっては支援頻度を

上げるなど、事業者の状況に応じて対応する。 
    

②外部支援機関と連携したフォロー支援の強化【拡充】 
事業計画の見直し等の内容、例えば、取引先などとの法的なトラブルへの対応や、特許の

取得など本商工会で対応が困難な案件については、宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）

などの支援機関と連携し、外部専門家とともにフォロー支援を行う。 
 

（3）数値目標 

 ①事業計画策定後のフォローアップ事業者数           （単位：件） 
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年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 １０ １０ １０ １０ １０ 
     

  ②事業計画策定後のフォローアップ延べ回数             （単位：回） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

回 数 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

    ※外部専門家とのフォロー支援を含む。 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（1）現状と課題 

本村には、豊かな自然環境や山村文化、癒しなどを求めて来村する観光客が増加しつつあ

り（平成 23年/平成 25年比で約 9％増）、村内経済の重要な産業のひとつになっている。 

今後、観光客増加をさらに維持・向上させるには、観光客が安心・安全に過ごせる施設の

整備に加え、西米良ならではの「おもてなし」や地元農林水産物を使用した郷土料理、及び

特産品(観光土産品)の拡充と開発が必要である。 

そのようなことから、観光客のニーズを探り、飲食業者や宿泊業者、特産品等製造業者に

情報提供し、商品・サービスの改善や開発のアドバイスを通じて売り上げ向上を図り、観光

客のさらなる誘致につなげるという好循環を生み出す必要がある。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

①観光客に対する需要動向調査 

村内の観光関連事業者は、飲食業者および宿泊業者など合わせて 14 社あるが、客層・客数、

料理内容などまちまちで、サンプル数の確保やアンケート調査結果の有効性が評価できないこ

とから、本村の主要観光施設 3か所を訪れる観光客に対し、ニーズ調査を行う。 

その過程で新たな「おもてなし」や「料理」の開拓に取組む事業者を掘り起こして、その需

要動向調査から販路開拓への一連の支援に繋げていく。 

【支援対象者】 

飲食業者、宿泊業者 

【調査頻度および調査方法】 

下記の調査項目について調査票を作成し、年 1回、本村の主要観光施設 3か所に配置して

もらい、観光客 100名を対象としたアンケート調査・分析を行う。配置・回収は観光客が多

い 7～9 月頃の 3ケ月間で行い、回収目標は 3施設合計で 100 件とする。 

(調査場所) 

・西米良温泉ゆた～と 

・おがわ作小屋村 

・川の駅 

【調査項目】 

  ・回答者の属性（年齢、性別、居住地） 

  ・西米良村を訪問した理由、来村動機 

  ・村内の飲食店、宿泊施設および物産販売所などの利用経験および価格、満足度 

  ・改善提案（望ましい料理、開発してほしい特産品） 
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【分析方法】 

他の地域との差別化を図り、本村へのリピーターを増やすために何をすべきかを探る資料

とするため、回答者の属性と本村観光や特産品(観光土産品)に対する観光客のニーズと満足

度との関連性を分析する。 

【分析結果の活用および提供方法】 

経営指導員が巡回指導、窓口相談時に観光関連事業者である飲食業者、宿泊業者に対し、

フィードバックし、本村を訪れる観光客のニーズを理解してもらう。 

 

②農林水産物を活用した特産品に対する需要動向調査 

本村の主要な農林水産物である、ゆず、ジビエ（駆除した有害鳥獣）、西米良サーモンなど

を使って特産品を製造販売する事業者 2社とし、対象商品は当該事業者が保有あるいは開発す

る商品で、アンケート調査を行う観光施設で販売している、あるいは販売を計画している商品

各 2アイテムとする。 

【支援対象者】 

特産品等製造業者 

【調査頻度および調査方法】 

下記の調査項目について調査票を作成し、年 1回、本村の主要観光施設 3か所に配置して

もらい、観光客 100名を対象としたアンケート調査・分析を行う。配置・回収は観光客が多

い 7～9 月頃の 3ケ月間で行い、回収目標は 3施設合計で 100 件とする。 

(調査場所) 

・西米良温泉ゆた～と 

・おがわ作小屋村 

・川の駅 

【調査項目】 

  ・回答者の属性（年齢、性別、居住地） 

  ・味覚、分量、価格、パッケージデザイン 

  ・改善提案（開発してほしい特産品） 

【分析方法】 

商品ごとに回答者の属性と対象商品に関する評価を紐づけして分析する。また、外部支援

機関とも連携する。 

【分析結果の活用および提供方法】 

経営指導員が巡回指導、窓口相談時に製造業者に対してフィードバックし、対象商品のブ

ラッシュアップや新商品の開発を支援する。 

 

（3）数値目標 

 ①観光客に対する需要動向調査          （単位 上段：回 中段:件 下段：名） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

回 数 １ １ １ １ １ 

調査対象者数 １４ １４ １４ １４ １４ 

アンケート 
回収目標数  

１００ １００ １００ １００ １００ 

  



１４ 
 

②上記調査結果のフィードバック事業者数（観光関連事業者）    （単位：件） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 １４ １４ １４ １４ １４ 

  ※観光関連業種である飲食事業者や宿泊事業者を中心にフィードバック。 

 

 ③農林水産物を活用した特産品に対する需要動向調査（単位 上段：回 中段:件、品 下段：名）  

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

回 数 １ １ １ １ １ 

調査対象者数 ２ ２ ２ ２ ２ 

調査対象商品数 ４ ４ ４ ４ ４ 

アンケート 
回収目標数 １００ １００ １００ １００ １００ 

 

④上記調査結果のフィードバック事業者数および商品数       （単位：件） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件   数 ２ ２ ２ ２ ２ 

商 品 数 ４ ４ ４ ４ ４ 

 ※特産品等製造業者に対しフィードバック。 

 

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 

商工会しては、全国商工会連合会や宮崎県商工会連合会の開催する物産展や商談会を各事

業者へ案内しているが、年々参加者は減少し、現在ではほぼ皆無となっている。また、昔は

都内の大手デパート等にも行っていたが、成約には至らなかった。 

村内ではジビエ（駆除した有害鳥獣）を商品に加工し、更なる付加価値を付けた加工食品

の開発を行い、村の新たな特産品として販売するなどの取組みを行っている事業者もいるが、

新たな需要開拓に繋がるほど全体的な取組みとは言えない。 

 

（2）本計画において取り組む内容 

①特産品のブラッシュアップ 

需要動向調査により得られた情報を基に、外部専門家や宮崎県食品開発センター、宮崎県

産業振興機構と連携し地元産の良質な食材を使った既存特産品の改良や新たな特産品の開発

を支援する。 

支援対象は需要動向調査の対象事業者から 1～2社を選考し、その保有するあるいは新たに

開発する商品 1～2アイテムとする。将来的には希望する村内の小規模事業者全体を対象とす

る。 
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②商談会への参加 

本発達支援計画で取り組んだ経営状況の分析、需要動向調査及び事業計画策定などを踏ま

え、村内の小規模事業者を中心に、バイヤーを対象として開催される本県商工会連合会や他

の商工団体、中小企業支援機関主催の商談会へ 1年間あたり 2事業者の参加を促す。 

同時に、参加すべき商談会等の選考、チラシ、商品説明書、名刺などの販促グッズの準備、

バイヤーへのアピール方法の学習など出展に向けた事前指導を 1事業者あたり 2回行い、新

たな販路先の開拓を支援し、1年間あたり 2件の新規成約を目指す。 

なお、商談会への出展は本計画で開発またはブラッシュアップされた特産品を取り扱う小

規模事業者とする。 

 

○参加予定事業者 

本計画で開発またはブラッシュアップされた特産品を取り扱う村内の小規模事業者 

○参加目的 

商談会参加事業者の新たな販路先の開拓に資すため 

○参加予定商談会 

   ・みやざきよかもん市(地場産品商談会)(開催場所:宮崎市) 

    宮崎県商工会連合会が宮崎市にて開催する物産展・商談会で、宮崎県内の商工会地域か

ら約 70社が参加し、一般消費者約 25,000人が来場する。主に、グルメ、地場産品などの

出品が多いが、広域的な販路開拓を目指す商品に有効である。 

・九州食の展示商談会(開催場所:熊本市) 

九州食の展示商談会実行委員会が熊本県にて開催する商談会で、毎年 11月に 2日間開催

される。平成 27年には 306事業者が出展し、約 3,200人が来場する。内訳としては小売通

販業、卸売業、商社や流通会社が多く来場している。 

  ○参加することにより得られる効果 

商談会に参加することで、目利きのバイヤーが商品を選択するポイント、アピールでき

るブースの装飾方法、商品説明のノウハウなどの学習ができる。 

また、自社商品と同じような商品がどのように展示されているのかなど同業他社の運営

方法も参考となる。この段階ではほぼマーケットインの重要性が理解されることになる。 

 

（3）数値目標 

①特産品のブラッシュアップ 

・支援対象事業者数およびアイテム数        （単位 上段：件 下段：品） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 ２ ２ ２ ２ ２ 

アイテム数 
（１社当り） 

２ ２ ２ ２ ２ 

 

・個別事業者への指導数（1事業者当たり）             （単位：回） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

回 数 ３ ３ ３ ３ ３ 
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 ②商談会への参加 

・支援事業者数                          （単位：件） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

・出展に向けた事前指導回数（1事業者当たり 2回）         （単位：回） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

回 数 ４ ４ ４ ４ ４ 

 

・新規成約件数                          （単位：件） 

年 度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

件 数 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．現状 

本村においては、これまで、地域経済の活性化に関する取り組みは、本村観光協会が運営 

の中心になって、村行政と本商工会とが連携し、協力し合いながら年間を通して様々なイベ 

ントや観光振興事業が実施されてきている。 

  特に、43年前、本商工会青年部が始めた、毎年 8月に開催される村一番のイベントである 

「やまびこ花火大会」には、県内外から来場客がツアーバスや自家用車で押し寄せ、開催日は 

村民人口が 10 倍以上に膨れ上がる。その魅力は、四方を濃い緑の山々に囲まれたその空間に、 

花火が打ち上げられるたびに清流一ツ瀬川の渓谷に轟音がこだまし、ラストは幅 200ｍのナイ 

アガラ花火や、村内に高等学校がないため、卒業とともに本村を離れていく中学 3年生が描 

いたイラストのデザイン花火の打ち上げなどが人々に感動を与えるからではないかと言われ 

ている。 

  また、実りの秋には、本商工会主催の、山の幸、川の幸に感謝する「にしめら川まつり」 

や山に暮らす人々の歴史や山村文化を楽しんでもらう「にしめら山まつり」が、春には、村 

民から提供等のあった雛壇のほか、本村特産のほおずきや竹、花などを使った手づくり創作 

雛、千代紙などで創った下げ雛などが村内のいたる所に飾られ、期間中は村内が艶やかな雛 

色に染まる「カリコボーズのひなまつり」（※）が開催される。 

 本村には、このようなイベントの開催時期だけでなく日常的に多くの人々が県内外から訪 

れ、村観光を楽しまれているが、今後さらに、本村の交流人口の増加を図っていくためには、 

これまでの関係者間によるその時その時だけの連携だけでなく、今後を見据えた組織として、 

村行政、村観光協会、JA、森林組合などとともに連携体を構成し、そのなかで「コト」と 

「モノ」の両面から本村ならではの地域ブランド確立の方向性を定める必要がある。 

 

※ カリコボーズの「カリコ」とは、「狩子」といって、猟をするとき獲物を狩り出して追う 

役目を負っている人のことを言い、その狩子からこの名は来ており、古くから語り継がれる 

村の守り神的な存在である。 
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２.地域経済の活性化に資する取組 

本村には、緑豊かな山々や清流を持つ自然環境と山村文化、癒しなどを求めて多くの人々

が県内外から訪れており、四季折々に開催される様々なイベントの開催時期は、旅館や民宿

の予約が取れないことも多い。 

しかしながら、村が実施した「住民ワークショップ」や村内外関係者に対する本村振興に

関するヒアリングで浮き彫りになったように、過疎化、少子化が進展する中において、今後

さらに村経済の振興を図るには交流人口の増加が必要であり、そのための方策の一つに、平

日や閑散期の観光入込客をいかに増やすかが地域課題として挙げられている。 

このため、その解決と、これまでのその場だけの関係者間連携による事業実施に留まらず、

今後を見据えた本村地域の方向性を共有する連携体を本会が主体となって組織し、そのなか

で、地域ブランド化への取組と本村経済の活性化のための対策を協議する。 
  

 （1）連携体の名称 

西米良村地域活性化協議会（仮称） 
 

 （2）構成（予定） 

   ・西米良村商工会 

   ・西米良村 

   ・西米良村観光協会 

   ・西都児湯農業協同組合西米良支所 

   ・児湯広域森林組合西米良支所 

   ・株式会社米良の庄 
 

 （3）協議内容（予定） 

   ・西米良村地域の経済活性化のための方向 

   ・プロモーション活動の進め方 

   ・地域食材を使ったお土産品や特産品のあり方 など 
 

 （4）開催数 

   ・年間 6回程度 
 
 （5）協議内容の周知 

協議の経過及び結果については、その都度、本会ホームページや小規模事業者が集まる 

機会などを利用し周知に努めるとともに、村の広報への掲載を通じて関係者だけでなく広 

く地域住民への周知に努める。 

 

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  

商工会の経営指導員等が、小規模事業者等を支援するノウハウは、中小企業大学校の研修

や、県連合会が定期的に開催するセミナーで習得してきたもの、さらに県内の商工会職員で

構成する宮崎県商工会職員協議会や同協議会支部で自主開催する研修等、及び実務で積み重

ねたものがあり、従来の小規模事業者への支援に役立ててきた。 

しかしながら、個々の職員の能力には得意不得意があり、一定レベルの支援を継続的に提

供するには、地区内の商工会職員が協力し、各職員が個別に有するノウハウや情報を共有す
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る体制をつくる必要がある。 

 

  (2)本計画において取り組む内容 

  ①西都児湯地区内商工会との情報交換  

他の商工会及び他の経営指導員等の経営支援ノウハウや経営支援好事例に関する情報を

入手し、そこで得られた情報や新たな支援手法を本会小規模事業者への経営支援に活かす

ために、本商工会と同じ西都児湯地区内にある他の商工会（5 商工会）との経営支援会議

を年 1～2回開催し、情報交換を行う。 

 

②日本政策金融公庫との情報交換 

   市場動向や金融情勢に関する情報については、村内に民間の金融機関がないこともあ

り、この意味で融資を通じて小規模事業者に関する情報や地域情報を豊富に有する日本政

策金融公庫との情報交換は重要である。 

このため、半年に 1 回、本商工会との情報交換会を開催し、そこで得られた市場情報や

動向などを巡回指導や窓口相談などを通して、本地域の小規模事業者の経営に反映させる

ことにより、当該小規模事業者の経営力向上に資する。 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)研修会等への参加による知識・支援スキルの習得 

宮崎県商工会連合会が開催する経営支援スキルアップ研修やテーマ別研修、独立行政法人

中小企業基盤整備機構が開催する中小企業支援担当者向け研修などに、経営指導員と経営・

情報支援員を受講させることにより、小規模事業者への経営支援を行うに不足する知識や新

たな経営スキルの習得に努める。 
 

    (2)専門家の派遣支援に帯同した支援ノウハウの習得 

知識はあるが実際の支援経験が乏しい職員は、経営発達支援事業実施に伴い連携する宮 

崎県よろず支援拠点のコーディネーターや、宮崎県中小企業等経営基盤強化支援事業の専 

門家派遣事業の専門家支援に同行することにより、実地で専門的な知識や経営支援ノウハ 

ウの習得を図る。 
 

(3)定期的な事務局内ミーティングによる学習と情報の共有・蓄積システムの構築 
 事務局内においては、日常的な意思疎通に加え、毎週実施するミーティングにおいて日々

の経営支援業務を通して把握した個々の小規模事業者の経営課題や解決策について情報の共

有化を図ることにより、職員相互の資質の向上に努める。 

なお、商工会基幹システム（※）における個別事業者についての相談カルテ入力は、詳細

な入力を徹底するとともに、文字に起こすことのできないような資料については、個別事業

者ごとのフォルダへＰＤＦファイルで保存するなど、支援ノウハウの蓄積に努める。 

※ 商工会基幹システムとは、全国商工会連合会が運営する商工会地域内の商工業者の基本

データを管理するシステムのこと。 
 

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
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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る。 
 

  【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 小規模事業者支援担当課 

関係団体の職員 
日本政策金融公庫 小規模事業者金融支援担当課 

宮崎県産業振興機構 小規模事業者支援担当課 

宮崎県商工会連合会役員 専務理事  

 

また、事業の評価及び見直しは年 1回実施し、結果は本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。 

事業の評価及び見直しに関する流れ及びＰＤＣＡサイクルは下記のとおりである。 

 
(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自己評価 

報告書を宮崎県商工会連合会経営発達支援事業評価委員会（以下、「県連評価委員会」とい 

う。）に提出する。 

 
(2)県連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、本商工会事務局

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本商工会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役員 

会長  １名 副会長 ２名   理事 ８名  監事 ２名 

    ⇒経営発達支援事業計画の決定、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 

⇒経営発達支援事業計画の遂行、会計、関係機関との連絡調整 

（２）連絡先 

   西米良村商工会 

住所：宮崎県児湯郡西米良村大字村所９６番地１ 

TEL：0983-36-1056  FAX：0983-36-1171   

E-mail:nishimera@miya-shoko.or.jp   

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

 

（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） 

 
平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

必要な資金の額 1,150 1,600 1,700 1,800 1,800 

 

○地域経済動向調査   

 

○経営分析 

 

○事業計画策定・ 

 実施支援 

 

○需要動向調査 

 需要開拓事業 

 

○地域経済活性化 

 

○資質向上 

 200 

 

150 

 

250 

 

 

300 

 

 

150 

 

100 

200 

 

200 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

200 

200 

 

200 

 

400 

 

 

500 

 

 

200 

 

200 

200 

 

200 

 

400 

 

 

500 

 

 

300 

 

200 

200 

 

200 

 

400 

 

 

500 

 

 

300 

 

200 

 

 

調達方法 

会費、手数料、国庫補助金、県補助金、村補助金 
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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 

  関係機関と連携して情報収集に努めるとともに、分析に当たっては市場調査専門機関と連携

し取り組む。 

 

2．経営状況の分析 

  外部専門家や他の経営支援機関と連携し、支援を行う。 

 

3．事業計画の策定及び事業計画策定後の実施支援 

  外部専門家や他の経営支援機関と連携し、支援を行う。 

 

4．需要動向調査 

  市場調査専門機関と連携し、需要の動向や顧客ニーズの把握を行う。 

 

5．新たな需要開拓 

  市場調査専門機関による分析や顧客ニーズ調査の結果を踏まえ、外部専門家と連携し、商品 

やサービスの改善に努めることにより、新たな需要の開拓に資する。 

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   
 役割：経営発達支援事業全般にわたる事業支援 

 
西米良村 
代表：村長 黒木 定藏 

 住所：宮崎県児湯郡西米良村大字村所 15 番地   
 役割：経営発達支援事業全般にわたる事業支援及び小規模事業者の経営力向上のための村の各

種施策の活用 
  
公益財団法人宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点） 

代表：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                    
 役割：事業計画策定及び事業計画策定後の実施支援及び新たな需要開拓に関する事業支援 

  
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：経営発達支援事業実施に伴う融資制度の活用 

 
宮崎県中小企業団体中央会 

代表：会長 堀之内 芳久 
 住所：宮崎県宮崎市松橋 2 丁目 4 番 31 号    
役割：新たな需要開拓に関する情報収集 
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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：経営状況の分析及び事業計画策定並びに事業計画策定後の実施支援に伴う事業支援 

 
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上那珂 16500 番地 2 
 役割：新たな需要開拓に関する商品開発支援 

 
西米良村観光協会 
代表：会長 黒木 定藏 

 住所：宮崎県児湯郡西米良村大字村所 15 番地 
 役割：需要動向調査及び新たな需要開拓に関する事業支援 

 
株式会社米良の庄 
 代表：代表取締役 黒木 定藏 

 住所：宮崎県児湯郡西米良村大字村所 96 番地 1 
 役割：地域経済動向調査及び需要動向調査に関する情報収集 
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連携体制図等 
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小規模事業者の持続的発展・成長 

西米良村 

（事業全般の連携） 

宮崎県商工会連合会 

   （事業全般の連携） 

 

 

日本政策金融公庫 

（融資関係の連携） 

宮崎県産業支援機構 

～よろず支援拠点～ 

（事業計画策定等の連携） 

宮崎県商工会議所連合会 

（経営状況分析等の連携） 

宮崎県中小企業団体中央会 

（需要開拓関係の連携） 

宮崎県食品開発センター 

（需要開拓関連の連携） 

 

（株）米良の庄 

（需要動向調査等の連携） 
西米良村観光協会 

  （需要開拓関係の連携） 
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