
経営発達支援計画の概要 

実施者名 都農町商工会  （法人番号：7350005002116） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目  標 

本町の基幹産業が農業であることや、ワイナリーと道の駅オープン効果を踏まえ、

（１）町内の小規模事業者の経営力向上を図ること。 

（２）食品製造業を中心にした地場産業の振興を図ること。 

（３）地域商業・商店街の活性化を図ること。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域経済動向調査に関すること 

 (1)ミクロ的な経済動向を把握するために、町内の小規模事業者の収益状況、設 

  備投資状況、雇用計画などについて調査を行う。 

  (2)マクロ的な経済動向の把握について、宮崎県版中小企業景況調査、宮崎県内 

  経済情勢報告を活用し、県内経済動向の調査結果等について、情報収集を行う。

2.経営状況の分析に関すること 

 (1)地域内経済動向調査の結果を踏まえ、経営課題解決が急がれる小規模事業者 

  をリストアップし、重点支援企業として経営状況分析を行う。  

 (2)経営分析の各種分析手法の習得を図るため、経営分析セミナーを開催する。 

3.事業計画の策定支援に関すること 

 (1)短期的に解決すべき課題の抽出及び改善策や、中長期的な視点からの当該企

  業の将来におけるあるべき姿、事業展開の方向を定めた事業計画の策定支援を

  行う。 

 (2)計画策定支援に当たってはよろず支援拠点等と連携して取り組む。また、小 

  規模事業者全体の底上げを図るため、事業計画策定セミナーを開催する。 

4.事業計画の策定後の実施支援に関すること 

 (1)事業計画策定実施を踏まえ、定期的（四半期に一度）に巡回訪問を通して計 

  画の実施状況と進捗の確認を行うとともに、必要に応じて計画の見直し、支援

を行う。 

5.需要動向調査に関すること 

 (1)本町地域活性化の核になっている「道の駅つの」において、加工食品など、「食」

  関連商品についてアンケート調査を行う。 

6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 (1)国内外で有名な「都農ワイン」に次ぐ新たな特産品の開発支援と、既存特産 

  品のブラッシュアップを図る。 

 (2)経営状況の分析、事業計画策定及び需要動向調査実施を踏まえ、中小企業支 

  援団体等が開催する商談会に参加することによって販路の開拓に寄与する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 (1)町制施行 100 周年に向けて各団体が連携し、旧国道 10 号線沿いの街並み整備

などの中心市街地の活性化に取り組む。 

 (2) 各団体と連携し、街並み整備後に取り組むソフト事業を協議・検討する。 

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)経営発達支援事業の実施を通して、県や各中小企業支援機関、金融機関、専 

  門家などからの支援ノウハウの習得に務める。 

 (2)国や県、県商工会連合会主催の各種研修会を受講することによって、個々の 

  職員の経営支援力向上を図る。 

 (3)評価委員会を設置し、事業の実績と成果評価を行うことによって、次のアク 

  ションに生かす。 

連 絡 先 

都農町商工会 

住所：〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北 5129 

TEL：0983-25-0200  FAX：0983-25-4027 

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

   Ｅ－mail：hyosunbo@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 都農町の現状と課題 

１.都農町の現状  

（１）概要 

     本町は、宮崎県内で人口の最も多い商業都市の宮崎市と、工業都市の延岡市の中間に位置する

農業を基幹産業とする人口約１万人の町である。 

   東に日向灘を臨み、西は尾鈴の山並みが連なり、西高東低の丘陵性台地による平坦地が広がる

東西に長い地形を象っている。また、町土の約６３％は山林で、尾鈴連山には、日本の滝百選に

選ばれた矢
や

研
とぎ

の滝をはじめ、大小３０余りの尾鈴山瀑布が分布している。加えて、気候は温暖で

自然環境に恵まれた住み良い生活環境を形成している。 

   交通の便としては、国道１０号線が町の中心部を縦貫している。また、平成２４年１２月に都

農ＩＣから高鍋ＩＣ間、平成２６年３月に都農ＩＣから日向ＩＣの開通により、東九州自動車道

が町の南北を縦貫することになった。なお、東九州自動車道は平成２８年４月に北九州市から鹿

児島市への全線が開通し、交通の利便性が飛躍的に向上している。 

 

（２）都農町の人口等の状況 

    本町の人口は昭和２５年の１５,６７０人をピークに減少し      

続け、平成７年には１２,６１８人、平成２７年には１０,５１５ 

人とピーク時より約３３％減少している。 

この傾向は今後も続くと思われており、平成４２年には８,６０    

０人、平成７２年には５，７００人にまで減少することが予測さ    

れている。 

    また、高齢化率も平成２７年１０月１日現在で約３５％となっ 

ており、加えて、生産年齢人口も年々減少傾向にあり、このまま   

推移すれば、地域経済の停滞や縮小が一層懸念されている。 

 

○都農町の人口、世帯数                        （単位：人） 

年度 昭和２５年 昭和４５年 昭和６０年 平成７年 平成１７年 平成２７年

人口（人） 15,670 12,479 13,859 12,618 11,811 10,515

人口増減  △3,191 1,380 △1,241 △807 △1,296

世帯数（世帯） 2,953 3,230 3,913 3,928 4,053 4,006

 

（３）都農町の産業 

   本町の産業別総生産額（平成２４年）に占める割合は農業が最も高くなっている。これは国や

宮崎県全体としても高い数値であり、県内の全市町村の中でもトップの数値となっている。 

    本町の農業は、温暖な気候、土地条件等の自然特性を生かした施設園芸（トマト、きゅうり）

等の集約型農業を中心に、果樹（ぶどう、梨、みかん）、畜産（ブロイラー、肉用牛、養豚）など、

多種、多品目が生産されている。また、良質の黒毛和牛「宮崎牛」の産地として、全国でもトッ

プレベルの評価を受けている。 

   また、本町は平成６年２月、町おこしの取組として「ぶどうの町」から「ワインの町」を目指

し、第３セクターである有限会社都農ワイナリーを設立、平成８年１１月には地元産のぶどうを

１００％使用した「都農ワイン」が製造・販売開始された。このワインは、平成１７年に世界の

ワイン１００選に選ばれており、国内・国外から高い評価を得ている。 
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加えて、本町には漁港もあり、日向灘の豊かな漁場から金ふぐ、ウニなどが水揚げされ、特に

金ふぐは宮崎県の水産物ブランドとして指定されている。町内にはその金ふぐを使ったご当地グ

ルメ「都農ふぐ丼」を提供している飲食店が現在３店舗ある。 

 一方、本町は平成２７年度宮崎県内のふるさと納税の寄付金額において、都城市、綾町に次ぎ

第３位となった。これは町内で採れる豊富な資源を活かした質の高い製品が日本全国に認められ

た結果と言える。 

 また、平成２５年１０月よりＪＲ九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」が毎週水曜日、早朝

に都農駅に停車することになった。これは高級志向の列車である「ななつ星 in 九州」へ、都農町

内で採れた新鮮かつ高品質な食材を積み込むためであり、トマトやぶどう、みかんを使ったジュ

ース等を中心に、都農町産の野菜や果物が乗客への朝食として使われている。（注：平成２７年３

月より、都農町産食材の提供は日向市の美々津駅で行われており、都農駅には列車待ち合わせの

ため、５分ほど停車している。） 

なお、平成２５年７月にオープンした「道の駅つの」が牽引役となって都農町を訪れる観光客

は飛躍的に増え、特に、「道の駅つの」はオープン後２００万人（年間約７０万人）を突破し、日

常的に周辺のにぎわいを創り出している。 

  
 ○都農町を訪れる観光客数の推移                    （単位：人） 

 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

県 外 客 56,523 75,837 40,822 45,425 81,698 164,685

県 内 客 319,477 305,700 267,678 709,515 917,481 850,500

合  計 376,000 381,537 308,500 754,940 999,179 1,015,185

前 年 比  101.4% 80.8% 244.7% 132.3% 101.6%
 
       【道の駅つの 地図】             【道の駅つの 外観】 

 
        
（４）都農町の商工業振興の方針 

 本町は第５次都農町長期総合計画（平成１９年度～平成２８年度）の「産業の躍動するまちづく

り」の中で、「創意と活力の商工業」として、商業振興面では、商店街の空き店舗・駐車場対策、各

店舗の経営力強化、商業後継者の育成などへの取組や推進とともに、まちのにぎわいを取り戻すた

めの歴史的遺産を活用した魅力ある商業集積の構築を検討するとしている。 

 一方、工業振興面においては、未利用の工業団地への積極的な企業誘致に取り組むとともに、新

たな発想による企業団地を形成するとしている。 

 また、道の駅に販売施設が誕生したことにより、交流人口が増加し商工業振興の環境が整ってき
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たことから、商工業者の経営の安定及びその基盤の強化を図り、もって商工業の振興に寄与するた

め、商工業所得の向上並びに商工業に関する担い手の育成及び確保、生産基盤の整備、販売の促

進等に係る「都農町商工業振興対策基金条例」が制定された。条例の内容としては、①事業規模

拡大支援事業、②既存または新商品販路開拓支援事業、③新技術導入支援事業、④新規商工業者

支援事業等の諸事業に対して、補助金による支援措置が講じられている。 

    また、平成２８年２月に策定された「都農町地方人口ビジョン及び地方版総合戦略」の中では、

①地域産業の拡大を図るための地場産業の振興、②新たな特産品の開発、③起業化支援、④新た

な特色ある商業集積づくり計画の策定が掲げられている。 

 

（５）宮崎県の商工業の現状、基本方針（宮崎県中小企業振興条例より抜粋） 

  宮崎県は企業の９９．９％が中小企業であり、そのうち８８．１％が小規模事業者である。そ

れらの企業は、ものづくりや商品・サービスの提供などを通じ、地域の活性化や雇用の確保に大

きく貢献するなど、県民生活の向上と県内経済の発展に大きく寄与している。特に、小規模企業

は、地域に根ざし、多様な需要に対応した商品やサービスの提供等を通じて、地域社会を支える

重要な担い手となっている。 

  しかしながら、長引く景気の低迷や少子高齢・人口減少により、極めて厳しい経営環境に置か

れている状況の中で、本県の中小企業の多様で活力ある成長発展を促進し、持続的で力強い本県

産業をつくり育てるには、個々の中小企業者の自主的な努力はもとより、豊かな自然環境や恵ま

れた農林水産資源などの本県の強みを生かしながら、農商工連携や産学官金連携などを促進する

とともに、経営の向上に意欲的に取り組む中小企業者が伸びていける環境づくりを推進していく

必要があるとされている。 
 

 ２.都農町の商工業の現状と課題 

   町の中心部には江戸時代、大名の参勤交代等の宿泊所として役割を果たしていた「旧赤木邸」があ

り、その建物を中心として商店街が形成され、戦前には約２６０店舗が商いにより生計を立ててい 

た。 

    しかしながら、平成に入ると町内の商業集積は旧国道沿いの商店街から現在の国道１０号線沿い 

に商業の重心が移っていき、加えて、大型専門店がその国道沿いに次々と出店し始め、その影響を受

け、旧国道沿いの商店街は徐々に空き地、空き店舗が目立つようになってきた。 

本町における商店街は、自然発生的な商店街として現在に至ってきており、計画的な商業集積が図

られてこなかった。このため、点としても面としても魅力に乏しく、また商店等経営者の高齢化、後

継者難、売り上げ低迷等により、商業者数は年々減少してきている。 
また、宮崎県が平成７年度に実施した「都農町広域商業診断」では、下記のような指摘がなされ 

ている。 

    ①道路が狭い上に、歩車道の分離が無く、来街者の安全性の確保が講じられていない。 

②消費者の欲求する環境整備が不十分で魅力に欠ける。 

③駐車場が不十分で利便性に欠け、車社会に対応できる状況にない。 

④非店舗により商店街が分断され、活気を低下させている。 

⑤不足業種が目立ち、商店街の魅力を低下させている。 

 

このような中、衰退傾向の続く商店街の活性化と、特産品開発を始めとする地域産業振興のための

対応策として、本商工会ではこれまで以下のように様々な事業に取り組んできた。 

 

・平成４年度  都農町のまちづくり計画の策定 

            既存商店街の整備（共同店舗計画や壁面のデザイン統一）など、主にハード面
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のまちづくりの計画を策定。 

 

・平成９年度  都農町まちづくりビジョンの策定 

         国道１０号線沿いに都農町の顔を作ることが大切との結論に至り、ここで道の

駅構想を打ち出す。 

 

・平成１１年度 商工会等地域振興対策事業 

          店舗マップやまちづくりサロン、実験ショップなどの計画を立案。 

 

・平成２２年度 都農町まちづくり実施計画の策定 

           平成９年度に打ち出した道の駅構想の実現に向けて活動を開始。 

平成２２年９月、都農町・都農町議会へ実施計画の説明及び事業化を要求。 

 

・平成２４年度 小規模事業者地域活力新事業全国展開支援事業 

           道の駅建設計画に伴う、一之宮都農神社と連携した観光・特産品調査研究事業

への取組。 

   

・平成２４年度 商工会や地元農協・漁協が中心となって「道の駅つの」物産館運営会社「株式

会社 都農まちおこし屋」を設立。 

 

・平成２５年度 地域新産業・雇用創出推進拡充事業 

             地元で採れた梨やトマトを使ったカレーやドレッシングを開発し、道の駅つの

などで販売開始。 

 

しかしながら、このように様々な商工業振興策を講じてきたものの、町内商工業者数は依然とし

て減少傾向が続いており、特に商店街を形成している６つの地区の商業者数は、平成２７年と平成

６年の比較で約２８％減少しており、また、新規創業を目指す者も少ないのが現状である。 

 

○商店街を形成していた地区の会員数の推移 
地 区 平成６年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 27年/6年比
南新町 ２５ ２２ １８ １３ １４ ５６％

北新町 ２４ ２４ １９ １９ １９ ７９％

中央本通 ２０ ２３ １９ １６ １３ ６５％

西中町 ２６ ２８ ２８ ２４ ２０ ７７％

旭 通 ２７ ２４ ２０ １９ １９ ７０％

北 町 ２９ ２２ ２５ ２３ ２４ ８３％

計 １５１ １４３ １２９ １１４ １０９ ７２％

                          （出典：都農町商工会/通常総代会資料） 
 
 加えて、現国道１０号線沿いの商業店舗と、ＪＲ都農駅から一之宮都農神社を結ぶ旧国道沿いに

ある商店街から駅前広場とのつながりが課題としてあり、今後は本町の歴史的、文化的な特性を生

かした商業集積など、特色ある商業地づくりへの取組が求められている。さらに年間約７０万人の

観光客が集まる「道の駅つの」から旧国道沿いの商店街へ人を呼び込むための公共施設の整備や観
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光ルートの確立も課題となっている。 
一方、工業面では、町内製造業者数はここ数年、顕著な増減はないものの、その中で食料品製造

  業においては、出荷額は大幅に増加しており（平成２５年／平成２２年比で約７０％増）、町が策定

  した「地方人口ビジョン及び地方版総合戦略」の産業振興の方向性として企業誘致に加え、食料品

  加工業を始めとする地場産業の振興が課題として掲げられている。 
   

    ○町内商工業者数の推移                     （単位：件） 
業   種 平成１０年 平成１５年 平成２０年 平成２５年 平成２７年

建 設 業 ９５ ８３ ８１ ６３ ５９

製 造 業 ３４ ４２ ３６ ３８ ３５

卸 売 業 ４ ８ ６ ８ ８

小 売 業 
２０２ １８０

１１１ １０７ １０５

飲 食 業 ４８ ６５ ６０

サ－ビス業 ８２ ８９ ８０ ８１ ７３

そ の 他 １８ １６ ２３ ２１ ２６

合  計 ４３５ ４１８ ３８５ ３８３ ３６６

 
   ○町内小規模事業者数（平成２８年４月１日現在） 

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 その他 計 

５８ ３２ ７ ８８ ５９ ６８ ２０ ３３２

（出典：宮崎県商工会連合会/商工会実態調査報告書） 
 

Ⅱ 中長期的な小規規模事業者の振興の在り方 

 １.商工会としての小規模事業者への中長期的な振興の在り方 

   地域において大多数を占める小規模事業者は、これまで地域経済社会の中で産業振興の中心とし

て、また商店街の形成を通じての暮らしの場の提供者として、ひいては、雇用創出の場としての役

割を担ってきたが、現状、外的には社会構造の変化や消費者ニーズの多様化、企業間競争の激化、

内的には経営者の高齢化、後継者難など、対応すべき課題を多く抱えている。 

   このような中、地域が本来的に持つ強みを小規模事業者が自らの事業展開に生かし、その中でマ

ーケットインの視点で新たな需要創出を図ることが重要である。 

   この意味で、これからの地域小規模事業者は、時代の潮流や変化を見据えた事業計画の策定と、

その裏打ちとしての経営状況分析に取り組み、その中で新たな事業展開を図ることが必要であり、

商工会としてそのような取組支援を強化することにより、小規模事業者の持続可能な経営体の確立

を目指すこととする。 

  

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。 

 

（２）食品製造業を中心にした地場産業の振興 

本町の強みである「食」をキーワードにしたフードビジネス産業の活性化を重点化することが、

第１次産業の振興はもちろん、食品製造業の産地化を促進するだけでなく、フードビジネス関連
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事業者である飲食関連事業者や食品販売事業者をも活性化させることにより、本町地場産業の振

興を図ることとする。 

（３）地域商業、商店街の活性化 

      町の顔としての商店街や地域商業は、社会経済構造の変化や消費者ニーズの多様化などへの対

応遅れにより厳しい状況にあるが、高齢社会の到来に伴い増えつつある買い物弱者への対応、さ

らには、安心・安全なまちづくりの役割を担う地域商店街の再生が求められていることから、そ

のための新たな視点からの活性化策を本会が先導して取りまとめ、その実現を図ることにより地

域商業の再興を目指すこととする。 

 

３.目標達成に向けた取組方針 

 （１）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。 
 
（２）本町の基幹産業が農業であること、また本町が「都農ワイナリー」や「道の駅つの」の次なる

計画として、果樹・野菜・畜産・海産物を生かした本格的農業観光を目指していることや、「外貨

を獲得」するために「商品の高付加価値化」を目標にしていること、さらには県内でも有数の集

客力を誇る「道の駅つの」の活用が、今後における本町商工業の持続的発展には不可欠である。

    そのことを踏まえ、「食」を切り口とした需要動向調査（アンケート調査）を実施し、その調査
結果を基にして、地元農産物を使った新たな特産品の開発や既存商品のブラッシュアップ支援に

取り組み、食品製造業及び関連小規模事業者（産業）の育成・成長を図る。 
 

（３）地域内で増え続ける高齢者や交通弱者にとって、住まいに近い地域商店街や小売商業・サービ

ス業は、日常的な買い物、生活の場としてなくてはならず、この意味で、個店の販売力と経営力

強化のため、経営状況分析や事業計画策定など伴走型の経営支援に取り組むとともに、地域経済

活性化の視点から商店街全体としての活性化の方向を探る。 
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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 

      地域経済の動向については、これまでは全国商工会連合会調査の小規模企業景気動向調査や
宮崎県商工会連合会調査の中小企業景況調査の結果を、経営支援情報のひとつとして、必要に

応じて巡回訪問時や窓口での相談の際に提供する程度で積極的に活用していない。 
    また、地域内商工業者の景況については個別聞き取りなどでおおよそ把握しているものの、

統計的なデータとしては取りまとめておらず、システム的にも情報提供をしていないのが現状

である。 
今後は、商工会として地域内の経済動向を常に収集する必要があり、併せて、その動向を地

域内小規模事業者に周知する必要がある。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。 
 
    (２) 本計画において取り組む内容 

① 景況・経営課題調査の実施 

     ミクロ的な経済動向を把握するために、本町内の小規模事業者の収益状況、設備投資状況、

雇用計画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・分析することにより、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。 

調査は小売業・製造業・建設業・サービス業・飲食業を対象に業種と地域のバランスをとり

３０社を選び実施する。 

なお、分析後は、商工会ホームページや商工会窓口で閲覧可能な状態にするとともに、小規

模事業者に対する経営指導や研修会などの機会を捉えて情報提供を行う。 

 

○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 

 

○調査方法 

・巡回及び窓口相談時に選定した３０社に対して調査票を用いて行う。 

・金融機関に協力を要請し、より多くの企業の実態を把握する。 

 

○分析方法 

・全体的な分析と業種ごとの分析を行う。 

・分析に当たっては、専門の調査機関に委託する。       
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○ 数値目標（調査回数・対象事業者数）    （単位 上段：回 下段：件）  

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

回 数 １ １ １ １ １ 

件 数 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

    
   ②既存の経済動向調査の活用 

マクロ的な経済動向の把握について、全国商工会連合会の宮崎県版中小企業景況調査（対象

者：製造業、建設業、小売業、サービス業の計１５０社）、九州財務局宮崎財務事務所の宮崎

県内経済情勢報告を活用し、宮崎県内の経済動向の調査について、年４回情報収集を行う。 

なお、情報収集結果については、商工会ホームページや商工会窓口で閲覧可能な状態にする

とともに、小規模事業者に対する経営指導や研修会などの機会を捉えて情報提供を行う。 

 

○調査回数   

・年４回 

 

○調査項目 

（宮崎県版中小企業景況調査） 

・売上額、採算、資金繰り、業況の４項目 

（宮崎県内経済情勢報告） 

 ・個人消費、生産活動、雇用情勢、設備投資、企業収益、企業の景況感、住宅建設の７項目

 

○ 数値目標（調査回数）                  （単位：回） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

回 数 ４ ４ ４ ４ ４ 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  (１) 現状と課題 

        経営状況分析について、これまでは日本政策金融公庫のマル経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
明してきたに過ぎない。 

      従って、経営支援としての経営状況分析業務は計画性をもって取り組んできておらず、必要な
時にその場だけの対応となっている。 

    今後は、個社支援のベースとして経営分析支援業務を拡充する必要がある。 
 
  (２) 本計画において取り組む内容 

       ①経営状況分析【拡充】 

      地域内経済動向調査結果を踏まえ、急激な売上高の減少や安定的に利益の確保が図られない、
あるいは資金繰り改善が進まない状況にあるなど、経営課題解決が急がれる小規模事業者をリ

ストアップし、重点支援企業として経営状況分析を行う。 
経営状況分析に当たっては、まず決算書に基づいた当該企業の財務分析を行い、その分析結

果に基づきヒアリングによる仮説検証を行う。財務分析は、下記項目の分析を行い、業界平均
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と比較する中で企業の経営実態の把握に務める。 

また、企業経営は数字に置き換えることのできない部分もあることから、自社の外部環境及

び内部環境分析を行うＳＷＯＴ分析を取り入れることにより、置かれている環境・状況の認識

を高め、ＳＷＯＴ分析の結果から見出される当面の経営改善対策と将来のあるべき姿を提示・

提案していく。 

なお、その後の改善、取組に当たっては、定期的な巡回訪問等により進捗状況を把握すると

ともに、経営指導員が中心となって、必要に応じて外部専門家及び宮崎県商工会連合会経営支

援センターと連携し経営改善事項の見直し提案を行う。 
さらに、次の段階として事業計画策定に繋ぎ、活用していくこととする。 

 
○分析項目 
・収益性分析：分析する主な比率・・・売上高総利益率 

・安全性分析：分析する主な比率・・・流動比率、当座比率 

・損益分岐点分析 

     
   ②経営分析セミナーの開催【新規】 

     管内小規模事業者に対して経営分析に関するセミナーを開催することにより、経営分析対象者

の掘り起こしを行うとともに、経営分析の必要性を解説し、各種分析手法を学ばせることによ

り経営力強化に繋げる。 

     セミナーについては、商工会ホームページや地域内経済動向調査の結果を記載したチラシを活

用し、広く地域内小規模事業者に周知する。 

 

（３）数値目標 

①経営分析件数                         （単位：件） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

件 数 １２ １２ １５ ２０ ２５ 

 

②経営分析セミナー               （単位 上段：回 下段：人） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

開催回数 １ １ １ ２ ２ 

参加人数 １０ １０ １５ ２０ ３０ 

 

 

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 

    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、融資、経営革
新計画の申請、創業相談を契機として、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。従って、結果的には補助事業等を活用するごく限られた事業者のみに対して作成・支援

してきた。 
     今後は、経済社会情勢の変化に対応し、自社の置かれている状況を踏まえた事業再構築を伴う

事業計画の策定支援に取り組む必要がある。 
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(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】 

経営状況分析対象企業や新たな事業展開や需要開拓に取り組もうとする小規模事業者などに

対し、短期的に解決すべき課題の抽出及び改善策、その後に繋がる中長期的な視点からの当該

企業の将来におけるあるべき姿、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。 

計画策定支援に当たっては、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の活用、さらには必要に応じ

て金融機関と連携する。 

      また、事業計画策定によって、新たな資金の必要性が生じた場合は、日本政策金融公庫の既

存の融資制度に加え、小規模事業者経営発達支援資金や県や町の融資制度の活用を促進すると

ともに、必要に応じて町の補助金制度である「都農町商工業振興対策基金」の活用を促進する。

 

②事業計画策定セミナーの開催【新規】 

     管内小規模事業者を対象に事業計画策定セミナーを開催し、その中で、事業計画の必要性およ

   び策定手法を解説することにより、事業計画策定による事業の持続的発展について広く啓蒙す

   る。 

 

(３) 数値目標 

   ①事業計画策定事業者数                      （単位：件） 
年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

件 数 ６ ６ ８ １０ １５ 
   

②事業計画策定事業者への指導回数                 （単位：回） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

回 数 １８ １８ ２４ ３０ ４５ 
 

③事業計画策定セミナー              （単位 上段：回 下段：人） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

開催回数 １ １ １ １ １ 

参加人数 １０ １０ １０ １５ ２０ 
 

 

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、創業相談を契機として、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。

   従って、一過性のフォロー支援に留まっていた。 
    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。
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(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・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、策定後支援は、原則、四半期に１回実施することとするが、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こととする。 
    

 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によって商工会事務局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） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

件 数 ６ ６ ８ １０ １５ 

     

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

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

回 数 ２４ ２４ ３２ ４０ ６０ 

    ※外部専門家とのフォロー支援含む。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(１) 現状と課題 

     これまでは、小規模事業者が取り扱う商品等に関する消費者ニーズや消費行動などについて

は、商工会窓口や経営指導員による巡回訪問などの機会を捉えて情報提供をしてきているが、経

営改善普及事業としての需要動向調査は実施していないのが現状である。 

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

会環境下にあって、その重要度はますます増してきており、この意味で、消費者ニーズや消費者

購買行動を的確に捉えたうえで、このような本町の強みである商品開発や新たな需要創出のため

の取組が喫緊の課題である。 

今後、本町では県内外から年間７０万人（オープン後累計２００万人）の来場者がある「道の

駅つの」があることから、当該施設にて消費者ニーズを把握するための需要動向調査を行い、町

内の小規模事業者の販路拡大に繋がる情報の整理、提供を行うことが求められている。 

 

  (２) 本計画において取り組む内容 

 ①「道の駅つの」来場者アンケート調査の実施 

本町における地域活性化の核となっている「道の駅つの」の来場者に対して、「食」を切り口と

し、以下のような調査対象品目、調査項目を設定し、需要動向調査を当該施設及び市場調査機関

と連携し、調査を行う。 
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    調査ポイントは「商品購入」を決定づける動機に置き、そこから当該商品のブラッシュアップ

や、改善・見直しを推し量ることのできる調査とする。 

    調査後の分析は、調査項目の単純集計・項目別分析に留まらず、ＪＲＳ（経営情報サービス）

や日経テレコンの売れ筋速報などのデータの活用とともに、今後における加工食品の開発・販売

に資する取組とする。 

    また、本調査は消費者アンケートであることから、調査対象者の属性と商品の購買動向などを

明確にすることにより、商品改良や販路開拓先を絞り込むために役立てる。 

    その結果はレポートにしてまとめ、経営指導員や経営・情報支援員の巡回訪問時に地域内の関

連した小規模事業者に情報を提供する。 

    また、この結果は経営状況分析対象としてリストアップされた小規模事業者が、事業計画書策

定を行う際のデータとして活用するとともに、必要に応じて新商品開発や既存商品のブラッシュ

アップに活用する。 

 
○調査対象品目 
・「道の駅つの」で取り扱う本町小規模事業者が製造する加工食品 

 例：漬物、トマト鍋、カボチャスープ、地鶏炭火焼、和・洋菓子、パン、ドレッシング等

     

○調査項目 

      ・原材料、価格、内容量、パッケージ、賞味・消費期限 

 

 （３）数値目標 

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

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

回 数 １ １ １ １ １ 

枚 数 １００ １００ １００ １００ １００ 

  

   ②調査結果のフィードバック事業者数              （単位：件） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

件 数 １０ １０ １０ １０ １０ 

 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  (１) 現状と課題 

    これまでの小規模事業者の販路拡大や新市場進出に関する支援については、販路開拓に関する補
助金情報の提供や手続き助言、また食品製造業者を中心とした加工品については、年間７０万人

を集客する「道の駅つの」の店頭での販売を通して支援している。そのほか、町内で開催される

様々なイベントで販売ブースを提供し支援を行っている。 
    加えて、行政や他の商工団体などが開催する商談会や展示、即売会などのイベント情報を案内

文書や巡回訪問時に周知してきた。 
    しかしながら、小規模事業者の伴走型支援を行う上では、先述の地域経済動向調査や需要動向

調査の実施、このことに伴う事業計画書の策定、販路開拓支援という一連の流れの中での体系的

な支援を行う必要がある。 
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 （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 

      本町は農業を主幹産業とする地域であることから、農産物はもちろん、二次加工品としての

様々な加工食品があり、近年は都農ワインの生産や「道の駅つの」のオープン効果、さらには

ＪＲ九州のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」への食材提供により、一層地元農産物を食材

とした加工食品への開発意欲が高まってきている。 

      このような中、特に都農ワインに次ぐ新たな特産品開発と既存特産品のブラッシュアップが

求められていることから、需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本町を代表する特

産品の開発を支援する。 
    支援対象は、地元農産物を使った新たな特産品の開発や既存商品のブラッシュアップを行う食品

製造業及び関連小規模事業者とし、将来的には希望する町内の小規模事業者全体を対象とする。 

  

 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、

「食」に関連する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。 

        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町内小規模事業者 
     ○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 
     ・輝け！みやざき地場産品商談会（開催場所：宮崎市） 
      対象品目：飲食料品等  バイヤー ４社   商談会全体の出展事業者：約１５社 
         ・宮崎うまいものアピール商談会（開催場所：宮崎市） 
      対象品目：飲食料品等  バイヤー ２５０社 商談会全体の出展事業者：約４０社 
     ・九州食の展示商談会（開催場所：熊本市） 
      対象品目：飲食料品等  バイヤー １２０社 商談会全体の出展事業者：約３００社

 
（３）数値目標 
     ①特産品のブラッシュアップ 

・支援対象企業数                        （単位：件） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

件 数 ３ ３ ５ ５ ７ 
     

・個別企業への指導数（1企業当たり）              （単位：回） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

回 数 ３ ３ ３ ３ ３ 
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・特産品数                            （単位：件） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

件 数 ３ ３ ５ ５ ７ 
    

    ②商談会への参加 

・支援対象企業数                        （単位：件） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

件 数 ３ ３ ５ ５ ７ 

 

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

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

回 数 ６ ６ １０ １０ １４ 

 

・新規成約件数                         （単位：件） 

年 度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度

件 数 ２ ２ ３ ３ ５ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．現状 

少子・高齢化や若年層の域外流出などにより、過疎化、人口減少に歯止めがかからず、地域経済は

深刻な状況が続く中、本商工会においてはこれまで、交流人口・流動人口を増やすため、町をはじめ、

農協、漁協、観光協会などと連携し様々な地域活性化への取組を進めてきた。 

   特に、平成２５年７月にオープンした「道の駅つの」の計画づくりに当たっては、商工会が主導的

な役割を担い、商工会、尾鈴農業協同組合、都農町漁業協同組合が共同出資し、物産館運営会社「株

式会社都農まちおこし屋」を設立した。 

   道の駅オープンは、それまで、都農町と言えば都農ワインという一般的な地域イメージに、もう一

つのイメージを抱かせるまで、現在の都農地域活性化の象徴となっており、現在、この流れを加速さ

せる、さらなる地域活性化計画が検討されようとしている。 

 

２．地域経済の活性化に資する取組 

 （１）町制施行１００周年に向けた取組について 

    本町は平成３２年に迎える町制１００周年に向けて、①中心市街地の活性化、②保険、医療、

福祉の連携、③災害に強いまちづくりに取り組む。 

    その中で中心市街地の活性化については、本町と本商工会の長年の課題であるため、平成２８

年５月２７日に開催した本町商工会通常総代会において、「居住と各種機能を集約させた高密度

なまちを目指し、当町の顔となる新しいまちづくり（門前町づくり）を推進していただくよう、

都農町商工会の総意を持って要望する」とする要望書を提出した。 

それを受け、都農町は今年度より「人・夢・未来まちづくりプロジェクト実行委員会」を設立

した。本商工会からは副会長２名が委員として参加し、商工業者目線でのまちづくりの提案をし



１５ 
 

ていく。 

    【都農町「人・夢・未来まちづくりプロジェクト」実行委員会 概要】 

     ○委 員  町、商工会、漁協、農協、観光協会、都農神社、まちおこし屋、 

           地元高等学校、地元金融機関、自治会、若者連絡協議会 計１８名にて構成  

○テーマ 

  ①中心市街地活性化 

           ⇒旧１０号線沿いの街並み整備（歩道整備）など 

       ②保険、医療、福祉の連携 

         ⇒福祉ゾーンの整備 

       ③災害に強いまちづくり 

         ⇒漁港付近の住環境整備計画 

   

  （２）街並み整備後に取り組む内容について 

    上記（１）の①中心市街地活性化として、街並み整備（歩道整備）、いわゆる「ハード事業」に

着手することにしているが、同時に「ソフト事業」を検討する。 

これまでは、中心市街地の活性化については商工会が中心となっていたが、今後は本商工会が

先導役となって町内の各団体と連携し、取組内容を協議し、精査する。 

 ○連携する団体 

  都農町、都農町議会、尾鈴農業協同組合、都農町漁業協同組合、都農町観光協会 

   

     ○内 容    

①将来の商店街のイメージやなりたい姿について目標を立てる。 

          ⇒各団体と連携を図り、時間をかけて意思統一を図る。 

       ②組織づくり 

          ⇒中心市街地活性化は商工会だけで考えるのではなく、町民全体で考えるべき問

           題であるため、各団体と連携して取り組む。 

       ③イベントや事業の企画・立案 

          ⇒街並みを整備した後に行う取組を企画・立案する。 

           その方向として、年間７０万人の集客力のある「道の駅つの」を核にして、「都

農ワイナリー → 藤見運動公園 →  一之宮都農神社 → 道の駅つの

→ 旧国道商店街 → 旧赤木邸 → 都農駅 → 都農漁港」を周遊する観

光ルートの実現化を目指す。 

 

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）町内にある中小企業支援機関である地元金融機関の宮崎銀行、宮崎太陽銀行、高鍋信用金庫

との定期的情報交換会を１年に１～２回開催し、地域内産業及び経済の動き、金融情勢、市場

動向などについて情報収集を行うことにより、本商工会で不足している企業経営情報を確保す

るとともに、新たに収集された情報を今後の事業者支援に活かす。また、必要に応じてその結

果を本商工会ホームページで周知する。 

 

 （２）事業計画策定及び需要動向調査において、外部専門家と協議する中でヒト、モノ、サービス

の動きや変化等、市場の動向について情報収集を行い、必要に応じて、対象となる事業者に巡

回指導等において情報を提供することで、経営指導員等の支援力向上に活かす。 
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 （３）新商品の開発や販路開拓活動、特産品の品質向上策を講じる中で、宮崎県産業振興機構や宮

崎県食品開発センター、宮崎県商工会議所連合会、宮崎県中小企業団体中央会の持つ支援ノウ

ハウの提供を受けるとともに、事業推進を通じて専門家からの情報収集に務めることによって、

事業者の取り扱う商品の品質向上支援に活かす。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  （１）小規模事業者への経営支援業務に当たるすべての経営指導員等の現在における知識・能力レ

ベルを踏まえ、個人ごとに作成する資質向上計画に基づき、宮崎県商工会連合会が開催する経

営指導員、経営・情報支援員研修や中小企業大学校の専門分野別団体職員研修の受講、さらに

は国が進める経営指導員等 WEB 研修などにおいて、基礎的な知識だけでなく、自らの弱み克服

及び支援力グレードアップのための専門性の高い講座を積極的に受講することによって、個々

の経営支援力向上を図るとともに、その中で不足する支援スキルがあれば、該当する研修を受

講させることにより、事務局全体としての経営支援力向上に務める。 

また、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を通じて、各方面の専門家

に経営指導員が同行し OJT による専門的な知識習得を図る。 

 

  （２）毎月１回、商工会事務局内においても勉強会を開催し、全職員が一緒になって勉強すること

により、本商工会全体としての小規模事業者経営支援能力向上に取り組む。 

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 

   毎年度終了後、本計画に記載の事業の進捗状況及び実績および成果について、以下の方法により事

 業の評価、見直しを行う。 

 （１）外部評価委員会について 

   本事業の評価にあたっては、「外部評価委員会」を設立する。外部評価委員会の委員については、

  次表の委員を予定している。 

委員候補 役  職 選考基準 

学識経験者 
大学教授又は准教授 地域経済に精通しており、商工

会業務に理解のあるもの 外部中小企業診断士 

地方公共団体の職員 
宮崎県 商工観光関係部署 担当者 

都農町 商工担当者 

関係団体の職員 地元金融機関 町内の各金融機関支店長 

 

（２）評価方法について 

  ① 事業年度終了後に実施状況、達成度、成果を取りまとめた報告書を外部評価委員会に提出す

    る。 

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

    すべき事項がある場合は、本会に対し、アドバイス・助言等を行う。 

  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のち、次年度以降の見直し案を理事会へ報告し、承認を受ける。 

  ④ 理事会で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会にも報告する。また、理事会では開催の

    都度、本計画の進捗状況を報告する。 
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   ⑤ 事業の成果、評価、見直しの結果については本商工会のホームページにて計画期間中公表し、

     都農町内の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にする。また、商工会通常総代会において報

     告する。 

 

  【事業の評価、見直しに関するスキーム図】 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１１月現在）

（１）組織体制 

   ①役員 

会長  １名  副会長 ２名   理事 １５名  監事 ２名   計 ２０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 

    事務局長 １名  経営指導員 １名  経営・情報支援員 ３名  一般職員 １名  計６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 

   都農町商工会 

住所：宮崎県児湯郡都農町大字川北５１２９ 

TEL：０９８３－２５－０２００  FAX：０９８３－２５－４０２７ 

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

   Ｅ－mail：hyosunbo@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） 

 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33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

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

会費、手数料、国補助金、県補助金、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.地域経済動向調査 

町内金融機関と連携し、景況・経営課題調査を実施する。また、調査の分析に当たっては、専門の調査機

関に委託する。 

2.経営状況の分析 

外部専門家と連携し町内小規模事業者を対象に経営状況分析セミナーを開催及び個別支援を行う。 

3.事業計画の策定及び事業計画策定後のフォローアップ支援 

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

個社の進度に応じて行う。 

4. 需要動向調査の実施 

道の駅つの及び市場調査専門機関と連携し需要動向調査を実施する。 

5.需要開拓に寄与する事業 

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

のブラッシュアップを行うとともに、中小企業支援団体が開催する商談会への出展を支援する。 

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

発達支援計画事業全般にわたっての情報収集及び事業取組支援 

        

宮崎県 代表：知事 河野 俊嗣  

住所：宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号  

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

 

都農町 代表：町長 河野 正和                                  

    住所：宮崎県児湯郡都農町大字川北４８７４番地２ 
    役割：地域経済動向調査及び需要動向調査協力、並びに需要開拓事業への町の各種支援施策の活用

 

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 
    役割：事業計画策定後の実施支援及び需要開拓事業に関する事業支援 

 

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：需要開拓事業に関して新たな特産品開発や既存食品加工品の品質向上支援 

 

日本政策金融公庫宮崎支店 代表：支店長 松井 斎 

    住所：宮崎県宮崎市橘通東３丁目６番３０号 
    役割：経営状況分析、事業計画策定及び事業計画策定後における情報収集、各融資制度の活用 

 

宮崎銀行都農支店 代表：支店長 藤野 和雄 

    住所：宮崎県児湯郡都農町大字川北４８３７ 
    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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宮崎太陽銀行都農支店 代表：支店長 二見 教隆 

    住所：宮崎県児湯郡都農町大字川北４８３３番地３ 
    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 

  

高鍋信用金庫都農支店 代表：支店長 神戸 研二 

    住所：宮崎県児湯郡都農町大字川北４６０１番地２ 
    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 

  

株式会社都農まちおこし屋 代表：代表取締役 吉川 廣幸 

    住所：宮崎県児湯郡都農町大字川北５１２９ 
    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 

 

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：需要開拓事業に関する事業支援及び事業計画策定に関する専門家派遣制度の活用 

 

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 宮崎県中小企業会館３階 

    役割：需要動向調査及び需要開拓事業に関する情報収集・支援 
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連携体制図等 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

都農町 

【地域経済動向、需要動向

調査、需要開拓支援】 

都農まちおこし屋 

【地域経済動向、 

需要動向調査】 

日本政策金融公庫

宮崎支店 

【経営状況分析、

施策情報収集】 

宮崎銀行 

都農支店 

【地域経済動向、 

需要動向調査】 

宮崎太陽銀行 

都農支店 

【地域経済動向、 

需要動向調査】 

高鍋信用金庫 

都農支店 

【地域経済動向、 

需要動向調査】 

宮崎県商工会連合会 

【経営発達支援計画事業全般】 

宮崎県商工会議所 

連合会 

【需要開拓支援、 

事業計画策定】 

宮崎県中小企業団体 

中央会 

【需要動向調査、 

需要開拓支援】 

宮崎県産業振興機構 

（よろず支援拠点） 

【需要開拓支援、 

事業計画策定・実施支援】 

宮崎県食品 

開発センター 

【需要開拓支援】 

都農町商工会 

地域小規模事業者の経営基盤強化及び経営力向上 

宮崎県 

【各種調査事業支援・ 

情報提供】 


