
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
東郷町商工会（法人番号 1350005002583） 

実施期間 平成２９年 ４月 １日 ～ 平成３４年 ３月３１日 

目標 

日向市が策定した「日向市中小企業振興計画（平成２６年度～３０年度）」に

掲げている推進施策を踏まえながら経営発達支援事業を推進するために、下記の

目標を掲げる。 

１．経営基盤強化の取り組みにより対前年比売上高が増加する小規模事業者を増

やす。 

２.創業を増やし、小規模事業者の強みをさらに伸ばす。 

３．関係機関との連携を積極的に推進し、小規模事業者を様々な面から支援する。

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域経済動向調査【指針③】 

外部機関の調査結果や、地域内の実態調査を分析して情報提供を行い、小規模

事業者の課題解決に繋げる。 

２．経営状況分析【指針①】 

商工会職員の巡回・窓口相談を通じて小規模事業者の経営分析を行う。経営課

題を明らかにして事業計画策定に繋げる。 

３．事業計画策定支援【指針②】 

経営分析で明らかになった経営課題を解決するため、事業計画の策定を行い小

規模事業者の持続的発展に繋げる。 

４．事業計画策定後の実施支援【指針②】 

定期的かつ積極的に、策定された事業計画が計画通りに実行されているかを確

認する。また、必要に応じて計画の見直しと改善を行っていく。 

５．需要動向調査【指針③】 

小売業・飲食業・飲食料品製造業が提供する商品・サービスに係る需要動向を

調査・分析を行うとともに、需要動向に関する各種データを分析・提供するこ

とで既存顧客及びこれまで見えていなかった潜在顧客の需要開拓を支援する。

６．新たな需要の開拓【指針④】 

展示会や商談会等に関する情報提供、インターネットやパブリシティの活用、

店舗力の向上を通じて新たな需要開拓支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 

地域の賑わいを作るために、既存イベントがより地域経済の活性化に資するよ

うな取組みを行っていくとともに、「活性化会議」を開催する。 

連絡先 

東郷町商工会 

宮崎県日向市東郷町山陰丙１６０２－２ 

TEL：0982-69-2075  FAX：0982-69-2732 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

Ⅰ 日向市東郷町の現状と課題 

１．日向市東郷町の現状 

(１)概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東郷町は、国民的歌人「若山牧水」生誕の地として全国に名を馳せており、生家が耳川の支流・

坪谷川のほとりに保存され、近隣には作品を展示する「若山牧水記念文学館」や「牧水公園」が

整備されている。 

  

若山牧水記念文学館              牧水公園          

      
 

また、国道 327 号と 446 号の分岐点にある「道の駅とうごう」では、地元産の農林産物・加工

品・手芸品・お土産等が販売されているとともに、レストランでは地元産そば粉 100%の手打ち

十割そば「牧水そば」をはじめ、食事を楽しむことができる。年間利用者数は増加傾向にある。

 

 

 

日向市東郷町は、宮崎県の北部にある日向市西部から南部に

かけての地域で、平成 18 年 2 月 25 日、日向市へ編入された。

北緯 32 度 23 分、東経 131 度 32 分の旧東臼杵郡の南部に位置

し、北は美郷町北郷区及び門川町、東は日向市、南は都農町及

び木城町、西は美郷町西郷区及び南郷区に隣接している。 

東西２４ｋｍ、南北１８ｋｍと東西に長く、総面積は２１８．

７３㎢ある。町土の８７％は山林で占められており、周囲は山

に囲まれ町のほぼ中央を貫流する耳川と、その支流坪谷川のほ

とりにわずか３％ほどの耕地が散在している。 

また、地形的にも南東部の日向灘を望む沿岸部と西部の尾鈴

山麓に位置する山間部、そして、その中間地帯と３つに大別さ

れる。 
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道の駅とうごう          道の駅とうごうの年間利用者数 

 

 

 

    

    

 

 

（ 

（出典：宮崎県 県北経済の動向） 

 

(２)日向市東郷町の人口等の状況 

日向市東郷町の人口は昭和 27 年の 11,555 人をピークに、平成 17 年は 4,889 人、さらに平成

18 年の日向市との合併を経た平成 28 年 9 月末時点では 4,120 人にまで減少し、地域の活力は失

われつつある。 

 

(３)日向市東郷町の産業 

日向市東郷町は森林資源に恵まれていることから農林業の第１次産業が基幹産業である。しか

し、過疎化の進行、林業における木材価格の低迷や後継者の減少等によって第１次産業就業者の

割合が減少し、取り巻く環境は依然として厳しいものがある。 

商業は空き店舗が増加し、商店数や従業者数は減少傾向にある。 

また、これまで地域の経済を支えてきた建設業が公共事業の削減及び一般競争入札の導入によ

り厳しい状況に追い込まれている。 

 

(４)日向市東郷町の商工業振興の方針 

①日向市中小企業振興計画 

日向市の中小企業等の振興については、平成２６年３月に日向市が策定した「日向市中小企業

振興計画」に基づき、以下の基本理念と３つの重点方針を柱としたうえで、４つの推進施策を掲

げている。 

この基本理念及び重点方針並びに推進施策のもと、国や県の中小企業振興施策等との整合性を

図りながら各種施策を展開することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 利用者数（人） 

平成２３年度 ５３，９５５

平成２４年度 ５０，５３２

平成２５年度 ４７，０１０

平成２６年度 ８７，１７９

平成２７年度 １１１，４４３ 



- 3 - 

 

基本理念 
創造・挑戦するまち日向  

～ 地域力を結集し、人財と企業力を磨き上げる ～ 

 

重点方針 

（３つ） 

①中小企業を支える人財の育成支援 

②地産地消・地産外商・地産地創への支援 

③お互いの強みを活かす連携推進の支援 

 

推進施策 

（４つ） 

①人材の育成・教育支援 

②企業力強化の支援 

③創業・新分野進出の支援 

④連携の推進・支援 

（出典：日向市中小企業振興計画）

 
②日向市創業支援計画 

日向市では、上記の中小企業振興計画をもとに創業に関する支援を重点的に取り組むこととし

ているが、平成２７年５月に日向市・日向商工会議所・東郷町商工会・日本政策金融公庫延岡支

店を創業支援事業者とした創業支援計画の認定を受けた。 

具体的には、平成２７年から平成３０年にかけて日向市・日向商工会議所・東郷町商工会・日

本政策金融公庫延岡支店が連携し、中心市街地内での出店をはじめ、若者や女性、移住者等の幅

広い創業希望者に対し、ワンストップで対応できる相談窓口をはじめ、経営相談会やインキュベ

ーション施設、創業塾等による支援を実施することとしている。 

 

    【創業支援計画の実施の流れ】 

創業希望 
日向市、日向商工会議所、東郷町商工会、日本政策金融公

庫延岡支店による連携した支援体制 

 

創業計画 
経営相談・指導、インキュベーション施設、空き店舗対策

事業、創業関連セミナー等 

 

創業 経営改善相談や指導、資金調達等 
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２．日向市東郷町の商工業の現状 

(１)商工業の現状 

日向市東郷町の商工業者数は１０年間で約５％減少している。また、小規模事業者数は約１

０％も減少している。 

 

【東郷町商工会管内の商工業者数の比較】 

年度/

業種 
建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業

ｻｰﾋﾞｽ

業 
その他 合計 

うち小規模

事業者数 

Ｈ１７ ２６ ２６ ０ ４５ ５ ２６ １１ １３９ １２９ 

Ｈ２７ ２０ ２３ １ ３３ ４ ３１ １７ １２９ １１６ 

 （出典：宮崎県商工会連合会 商工会実態調査報告書）

 

【Ｈ２７年度：東郷町商工会管内の小規模事業者数】 

年度 

/業種 
建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業

ｻｰﾋﾞｽ

業 
その他 合計 

Ｈ２７ １８ ２１ １ ２８ ４ ２８ １６ １１６ 

 

上記によると、多様なサービスへのニーズからサービス業は増加している。 

しかし、小売業に関しては、消費の流出、大型店の日向市中心部への進出による競争激化等の

理由により、小規模な商店を中心に約２７％減少し、非常に厳しい経営環境が続いている。 

ただ、スーパーマーケット、衣料店、レストラン、酒店、歯科が集積した「東郷ショッピング

センターいっき」が「道の駅とうごう」に隣接していることで日向市東郷町の商業の拠点として

機能しており、町外への購買流出防止、並びに道の駅の立地環境を活かして交流人口客の取込み

に繋がっている。 

一方、建設業は公共事業の減少や町外事業者の進出などの影響により競争が激しく、平成１７

年と平成２７年を比較すると、事業者数が減少している。 

劇的に社会状況が変化する中で、地域の小規模事業者が消費者のニーズを把握できなかった

り、また後継者不足により廃業に追い込まれるケースが多い。平成２３年４月以降、東郷町商工

会会員を廃業を理由に脱退してしまった事業所は７事業所に上る。 

さらには、日向市中心部への購買客の流出、商業者の後継者問題等の理由により空き店舗が増

加している。 

 

(２)商工業の課題 

①既存商工業者の経営力強化 

地域内の商工業者の多くが、経験と勘に頼った経営を行ってきている。 

経験や勘も事業を行っていく上ではもちろん必要ではあるが、今後、地域の商工業者が持続的

に発展していくためには、経営分析や事業計画の策定を通じて経営力を強化することが必要であ

る。 
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商工会が経営分析や事業計画策定支援を実施することで、地域の商工業者が「経験や勘を重視

した経営」ではなく「計画を重視した経営」を行っていける様にすることが課題である。 

 

②事業所数の減少 

創業者が少ないこと、また、経営者の高年齢化や経営環境の悪化により事業を承継させること

ができず廃業する事業所が多いことを理由として事業所数が減少の一途をたどっている状況で

あるので、この流れをいかに食い止めるかが課題である。 

 

③東郷町外への購買流出の防止と東郷町内への購買流入の促進 

東郷町から大型店のある日向市中心部までは、車で約２０分で行くことができる。そのため、

日向市中心部への消費の流出は大きく、町内の商工業者は非常に厳しい経営状況となっている。

計画を重視した経営を行い、消費者に必要とされる事業所を増やすことで、町外への購買流出

を阻止してく必要がある。 

また、東郷町外からの購買流入を促すために、東郷町内にある飲食物等の地域資源をどう活用

していくかが課題である。 
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Ⅱ 中長期的な小規規模事業者の振興の考え方 

１．商工会としての中長期的な振興のあり方 

東郷町商工会は、昭和３５年の設立以来約５５年の間、小規模事業者に対して経営改善普及事

業を行い、地域唯一の総合経済団体としての役割を果たしてきた。 

ただ、人口減少・高齢化・第１次産業の衰退により地域は大変厳しい状況にあり、小規模事業

者は懸命な努力を続けているものの、経営環境の劇的な変化に対応できていない。 

よって、将来的には商工業者数が大きく減少することが予想される。 

このような状況を踏まえた上で、中長期的には、これまでの経営改善普及事業に加え、事業計

画の策定・販路拡大まで踏み込んだ支援を行うことで、小規模事業者の売上と利益の向上、雇用

の拡大に繋げていき、商工業者数の減少を最小限に留めていく。 

また、県、日向市、金融機関、支援機関と連携しながら地域内小規模事業者の持続的発展を図

れる様支援を行っていく。 

 

２．経営発達支援計画の目標 

東郷町商工会では、地域商工業の現状と課題、小規模事業者の振興の考え方を踏まえ、地域経

済の発展を目指すため以下の３つの目標を掲げる。 

日向市が平成２６年３月に策定した「日向市中小企業振興計画（平成２６年度～平成３０年

度）」の中で掲げている４つの推進施策を踏まえながら、本経営発達支援事業を推進することで、

小規模事業者の持続的発展を支援するとともに、地域経済の発展に貢献する。 

 

(１)経営基盤強化の取り組みにより対前年比売上高が増加する小規模事業者を増やす。

 

(２)創業を増やし、小規模事業者の強みをさらに伸ばす。 

 

(３)関係機関との連携を積極的に推進し、小規模事業者を様々な面から支援する。 
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３．目標達成に向けた取組方針 

以下の取組方針をもとに本経営発達支援事業に取組むことで小規模事業者の経営力向上を図

り、ひいては日向市東郷町全体の経済の活性化を目指す。 

また、これまで経営分析や事業計画策定等に取り組んでこなかった小規模事業者が不安なく取

り組むことができる様、商工会として親身になって寄り添った支援を行うことで、小規模事業者

が経営分析・事業計画策定・需要動向等を認識した経営を行っていける様にする。 

 

目標(１)「経営基盤強化の取り組みにより対前年比売上高が増加する小規模事業者を増やす。」

を達成するために行う取り組み 

商工会がこれまで実施してきた「経営改善普及事業」については、小規模事業者にとって有効

ではあったものの受け身的な部分もあった。 

そこで、本経営発達支援事業については巡回訪問及び窓口相談を通じて「積極的な支援」を実

施する。 

まずは、巡回訪問及び窓口相談を通じて、小規模事業者に経営分析・事業計画の策定の必要性

を訴え、計画作成に理解を求める。その上で、経営分析・事業計画策定、販路開拓支援を実施し、

小規模事業者の売上及び利益の増加に繋げる。この取り組みを地域の小規模事業者に実施するこ

とにより小規模事業者の経営力を向上させる。 

最終的には、町外への消費流出に歯止めをかけるとともに、町外からの消費流入を促すことで

地域内での消費を生み出し、地域経済を発展させる。 

 

目標(２)「創業を増やし、小規模事業者の強みをさらに伸ばす。」を達成するために行う取り組

み 

小規模事業者数は年々減少傾向にあり、廃業による減少が大きな要因である。減少を最小限に

抑えるためには、廃業を減らすことはもちろんのこと創業者を増やす必要がある。 

そこで、日向市が認定を受けた「創業支援計画」のもと、日向市等と連携を図りながら、創業

者の掘り起こしをはじめ、創業計画の策定、創業時の資金面でのフォロー等を行っていくことで、

地域における創業を推進していく。 

また、強みを伸ばしていきたい小規模事業者や新分野進出を目指す小規模事業者については、

持続化補助金、ものづくり補助金、経営革新計画策定等の支援を行っていくことで、小規模事業

者が持つ強みをさらに伸ばす。 

 

目標(３)「関係機関との連携を積極的に推進し、小規模事業者を様々な面から支援する。」を達

成するために行う取り組み 

経営状況分析、事業計画策定、策定後の実施、需要開拓を支援する際に発生した課題について

は、商工会職員のみでは解決できない課題もある。 

小規模事業者が、より効果的に、また、安心して経営分析や事業計画策定等を実施するために、

商工会職員が行う伴走型支援をベースにしたうえで、関係機関にこちらから積極的に相談を持ち

寄り連携を図っていく。そうすることで、商工会単独では解決に限界のある課題に対して、様々

な面から支援を行い、小規模事業者の持続的発展に繋げる。 
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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 

①現 状 

ア）経済動向調査や各種調査指標等については、商工会の内部資料として蓄積しているものの

有効活用できていない。 

イ）地域内の小規模事業者の実態について十分に把握していない。 

 

②課 題 

ア）商工会にある内部資料を経営支援に効果的に活用すること。 

イ）個々の小規模事業者に対して的確に指導を行っていくために、地域内の小規模事業者の実

態を把握すること。 

 

(２)本計画において取り組む内容 

国・県等が公表している各種調査に加え、地域の事業所の調査を独自に行い、より地区内の経

済動向に特化した商工会独自の調査統計資料を作成・分析する。それにより、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に必要な個社及び地域の状況を把握する。 

また、調査・分析資料を相談業務で活用するのはもちろんのこと、ホームページに掲載するこ

とで、町内の小規模事業者や創業予定者が情報を閲覧できるようにして、小規模事業者が情報に

触れる機会を増やし、小規模事業者の経営力向上を図る基礎資料として活用する。 

 

①分析・活用する調査 

国・県等が発表する以下の調査と東郷町商工会が実施する独自調査を活用する。地域の独自調

査については、商工会職員の巡回・窓口相談を通じて、また、金融・税務相談時に調査する。 

【分析・活用する調査】 

№ 機関名 調査名 

１ 全国商工会連合会 小規模企業景気動向調査 

２ 中小企業庁 中小企業景況調査 

３ 宮崎県商工会連合会 中小企業景況調査 

４ ㈱日本政策金融公庫 中小企業景況調査 

５ 宮崎県 産業統計、事業所統計 

６ 宮崎県信用保証協会 マンスリーデータ 

７ 東郷町商工会 商工会独自で行う地域の小規模事業者調査 
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②調査対象 

宮崎県商工会連合会が独自に４半期に１度行っている中小企業景況調査と同じ調査対象とす

る。 

具体的には、業種を製造業・建設業・小売業・サービス業の４つの業種に区分する。外部機関

の調査については、上記の４つの業種について調査分析を行う。また、商工会の独自調査につい

ては、上記の４つの業種バランスを考慮して１５事業者を調査対象とする。 

 

③分析項目 

宮崎県商工会連合会が独自に４半期に１度行っている中小企業景況調査と同じ項目を分析項

目とする。分析する項目は、売上高の動向、利益の動向、資金繰りの動向、設備投資の動向、経

営上の問題点等である。 

外部機関の調査と商工会の独自調査のそれぞれについて上記の項目を分析することにより、国

単位・県単位・東郷町単位での経済動向の分析を行う。 

町単位だけでなく、国や県単位での調査とも比較することで、地域の小規模事業者が抱えてい

る課題が国や県にも共通している構造的な課題かどうか、また、地域だけの課題かどうかを分析

する。 

 

④活用方法 

調査結果は、経営相談時に小規模事業者へ提供することで、経営分析及び事業計画策定対象者

等への支援ツールとして活用する。 

データは常に業務時に提供できるように整理するとともに、町内全ての事業者向けにホームペ

ージで閲覧できるように掲載する。 

 

 

(３)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

独自調査実施事業者数 ０ １５ １５ １５ １５ １５ 

外部機関の各種調査 

分析回数 
０ １ １ １ １ １ 

分析結果公表回数 ０ １ １ １ １ １ 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(１)現状と課題 

①現 状 

ア）金融相談時、ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等の補助金申請時にしか経営

分析を行っていない。 

イ）商工会内部には、経理システムで作成した事業所の決算書があるにも関わらず経営分析は

行っていない。 

ウ）経営分析を行っても、その分析したデータは各個人で所有していて、職員間で共有できて

いない。 

 

②課 題 

ア）金融相談や補助金申請以外でも経営分析を行う事業所を増やすこと。 

イ）商工会内部にある決算書データを経営分析に活用すること。 

ウ）経営分析で得たデータを職員間で共有する仕組みを構築すること 

 

(２)本計画において取り組む内容 

職員の巡回・窓口相談を通じて経営分析の必要性を訴え、経営分析に繋げていく。 

商工会内部に決算書がある小規模事業者については、職員が決算書をもとに財務分析を行い、

分析結果を提供することで、現在の課題を認識してもらい事業計画策定に繋げていく。 

商工会内部に決算書がない事業所についても巡回訪問等を通じて経営分析を行う必要性を説

明し、経営分析を行う。 

また、決算書をもとにした財務分析以外にも、ヒアリング等により外部環境分析や内部環境分

析も行って、決算書の数字以外の要素を踏まえたより詳細な経営分析を行う。 

以上の取り組みを通じて、小規模事業者に財務状況や強み、弱みなど、現状を深く知ってもら

い、事業計画策定に繋げる。 

また、調査により得た情報は、データベース化を図ることにより職員間で共有する。 

 

①支援対象 

ア）商工会で決算書を作成している小規模事業者 

イ）巡回・窓口相談を通じて経営状況分析を希望した小規模事業者 

 

②実施方法 

ア）決算書を活用した財務分析 

商工会で利用している経理システム「ネットｄｅ記帳」を利用して決算書を作成している小規

模事業者については、職員が決算書をもとに財務分析を行う。その後、分析結果を巡回訪問・窓

口相談時に提供することで現在の課題を認識してもらい、事業計画策定に繋げていく。 

また、商工会で決算書を作成していない小規模事業者については、職員が巡回・窓口相談を通

じて経営分析を行う必要性を説明することで、経営分析に繋げる。 

なお、上記の経営状況分析を行う際には、独）中小企業基盤整備機構が提供している「経営自

己診断システム」を活用して財務分析を行う。また、ベンチマークとして経営指標を使う場合は、
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「経営情報出版社：業種別業界情報」の経営指標も活用する。 

 

イ）財務分析以外の経営状況分析 

決算書をもとにした財務分析以外にも、事業所へのヒアリング等によりＳＷＯＴ分析等の外部

環境分析やＰＯＳレジを活用したＡＢＣ分析等の内部環境分析も一緒に行っていき、決算書の数

字以外の要素についても小規模事業者と共有することで、より詳細な経営分析を行う。 

 

ウ）専門家と連携した経営状況分析 

専門的な課題を分析する際には、よろず支援拠点や専門家等と協力して詳細な経営分析を行

う。 

 

③実施項目 

経営状況分析では、以下の項目の分析を行う。 

№ 項 目 主な分析 

１ 財務分析 

①安全性（流動比率等） 

②収益性（売上高対経常利益率等） 

③生産性（従業員１人当たりの年間売上高等） 

２ 外部環境分析 

①ＳＷＯＴ分析、クロスＳＷＯＴ分析 

②３Ｃ分析 

③ＰＥＳＴ分析 

④バリューチェーン分析 

３ 内部環境分析 

①ＡＢＣ分析 

②キャッシュフロー分析 

③経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報） 

④知的資産（技術・ノウハウ） 

 

④分析結果の活用方法 

分析結果は事業者へフィードバックすることによって、自社の経営の現状を認識してもらい、

経営課題の抽出に活用し、事業計画策定に繋げる。 

また、調査により得た情報は、データベース化することにより職員間で共有し、小規模事業者

に提供できる体制を整える。 

 

(３)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営分析事業所数 ４ １２ １２ １５ １５ １５ 

専門家派遣回数 ０ １ １ １ １ １ 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(１)現状と課題 

①現 状 

ア）金融相談時や小規模事業者持続化補助金等の補助金申請時、創業計画書作成時には事業計

画策定を行っているが、融資決定・補助金決定・創業という目的を達成するためだけの事

業計画策定となっている。 

イ）事業所の抱える経営課題解決のための事業計画策定は行っていない。 

 

②課 題 

ア）将来のあるべき姿・目標を達成するために事業計画を策定すること。 

イ）経営課題の解決のために事業計画を策定すること。 

  

(２)本計画において取り組む内容 

経営分析で明らかになった経営課題を解決するため、事業計画の策定を行って小規模事業者の

経営基盤の強化を図る。 

また、巡回訪問・窓口相談を通じて、事業計画策定の重要性を小規模事業者に理解してもらう

ことで、事業計画策定を行うとともに、策定した計画を事業者が不安なく実施できるよう寄り添

った支援を行っていく。 

地区内で創業を予定している創業予定者に対しては、創業計画書等の作成支援を行う。 

また、各支援機関や専門家とも連携しながら小規模事業者に対して事業計画策定支援を行い、

持続的発展に繋げる。 

 

①支援対象 

ア）経営分析を実施した小規模事業者 

イ）事業計画策定を希望する小規模事業者 

ウ）創業予定者 

 

②実施方法 

ア）小規模事業者に対する事業計画策定支援の実施 

経営分析を実施した事業所に対しては、抽出した経営課題の解決のための事業計画を策定す

る。また、巡回・窓口相談を通じて事業計画策定を行いたいと考える小規模事業者の掘り起しを

行う。資金面では小規模事業者経営発達支援融資の活用も視野に入れた事業計画の策定を行う。

 

イ）創業予定者に対する事業計画策定支援の実施 

創業予定者に対しては、創業計画書の作成、融資が必要な場合の金融機関への助言や同行など、

寄り添った支援を行う。なお、創業計画書の収支計画・資金計画の作成に際しては、創業予定者

の想いを最優先としつつも、実現可能性を重要視し、その上で現実的な収支計画・資金計画の作

成を支援していく。 
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ウ）専門家と連携した事業計画策定支援の実施 

必要に応じて、よろず支援拠点や専門家、金融機関等と連携しながら事業計画策定を行う。 

 

③策定項目 

 独）中小企業基盤整備機構が提供している経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」をベー

スにして、以下の項目を実施する。 

項 目 内 容 

事業計画策定項目 市場分析、競合分析、自社分析、３年後の目標、目指す方向性

 

④事業計画策定支援の効果 

事業計画の策定を通じて、小規模事業者に事業計画を策定する理由や重要性を理解してもら

い、計画を重視した経営への移行を図る。 

今まで事業計画を策定してこなかった小規模事業者が計画を作る際には悩みや不安を伴うこ

とも考えられるが、商工会職員が事業所に寄り添い計画策定を支援することで、悩みや不安を解

消していく。 

創業予定者に対しては、創業に際して抱える夢や不安を商工会職員が共有することで、創業予

定者との信頼関係を構築するとともに、確実に創業できるまで支援していく。 

 

(３)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定事業者数 ３ １２ １２ １５ １５ １５ 

創業計画書作成支援者数 ０ １ １ １ １ １ 

専門家派遣回数 ０ １ １ １ １ １ 
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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 

①現 状 

ア）金融相談後や各種補助金の申請後にしかフォローアップを実施していない。また、１回実

施した後は、不定期に行っている。 

イ）職員だけのヒアリングのみで完結させており、十分にフォローアップを行っているとはい

えない。 

 

②課 題 

ア）不定期（小規模事業者に問題が発生したとき等）に行っているので、定期的に行う必要が

ある。 

イ）必要に迫られた時しか行っておらず、積極的にフォローアップを実施する必要がある。 

ウ）商工会職員だけでなく、関係機関と連携したフォローアップを行うことで、より充実した

フォローアップを行う必要がある。 

 

(２)本計画において取り組む内容 

定期的かつ積極的に、策定された事業計画が計画通りに実行されているかを確認するととも

に、必要に応じて計画の見直しと改善を行っていく。資金面でフォローアップを行う必要が生じ

た場合には、融資斡旋や補助金申請支援を通じたフォローアップを行っていく。 

特に、創業間もない事業所については、重点的にフォローアップを行う。 

また、関係機関と連携し、確実に事業が実施できるよう支援する。 

 

①支援対象 

事業計画策定支援を行った小規模事業者 

 

②実施方法 

経営指導員が４半期に１回巡回訪問して進捗状況の確認や助言を行うことで、事業者と必要な

情報を共有する。創業間もない事業者については、事業が軌道に乗るまでの間は２ヶ月に１度巡

回訪問して進捗状況の確認を行う。 

専門的な助言・支援が必要な場合には専門家派遣を行うとともに、関係機関と連携し確実に事

業が実施できるよう支援する。 

また、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用する等資金面でのフォローアップも行う。

また、国・宮崎県・日向市・全国商工会連合会・宮崎県商工会連合会等が提供している支援策

の活用方法について情報提供を行う。 

 

③フォローアップ実施項目 

ア）進捗状況の確認 

イ）計画通りになってない場合の理由、計画変更の必要性の確認 

ウ）各種施策の活用できる可能性の検討 
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④フォローアップ実施の効果 

ア）策定した事業計画が計画倒れになるのを未然に防ぐことができる。 

イ）計画通りに実行できた場合、また、できなかった場合にもその理由を確認することで、当

初策定した事業計画の実現可能性や自社の強みや弱み等を再確認することができる。 

 

(３)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ実施事業者数 ３ １２ １２ １５ １５ １５ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(１)現状と課題 

①現 状 

ア）地域内の事業所が消費者の需要動向を十分に把握していない。 

イ）商工会から小規模事業者に対して需要動向に関する情報を提供できていない。 

ウ）売れ筋動向や商圏を把握できるシステムを十分に活用していない。 

 

②課 題 

ア）消費者の需要動向を把握することで、小規模事業者にプロダクトアウトではなく、マーケ

ットインの考え方を浸透させること。 

イ）最新のトレンド、売れ筋商品、サービス情報を小規模事業者に定期的に提供すること。 

ウ）売れ筋動向や商圏を把握でできるシステムを活用して、小規模事業者が消費者のニーズに

合った商品・サービスを提供できるよう支援を行うこと。 

 

(２)本計画において取り組む内容 

宮崎県が公表している「平成２１年度：宮崎県消費動向調査」によると、日向市東郷町におけ

る消費動向の特徴として以下のことがあげられる。 

№ 項  目 特  徴 

１ 
他の市町村で購入する割合が高

い商品 
生鮮食品、一般食品、靴 

２ 
店舗以外で購入する割合が高い

商品 

生鮮食品、日用雑貨、日用衣料、婦人服、子供服、

紳士服、靴、レジャー用品 

３ 
インターネットショッピング、通

信販売の市町村別利用率 

５２．４％と県内で最も利用が多い。地域内での

買い物の不便さを補うため、インターネットショ

ッピングが利用されていると考えられる。 

（出典：平成２１年度宮崎県消費動向調査）

 

また、「食」という分野においては、日向市東郷町には飲食店が４店舗あり、それぞれの事業

所が牧水そば等魅力的な食事を消費者や観光客に提供している。また、飲食料品の製造業も６事

業所あり（菓子・焼酎等）、地域内外に向けた製品の製造販売を行っている。 

以上のことを踏まえ、 

〇「他の市町村で購入する割合が高い商品」を取り扱う小売業 

〇「店舗以外で購入する割合が高い商品」を取り扱う小売業 

〇  飲食業 

〇  飲食料品の製造業 

を対象とした需要動向調査を実施し、地域内の小売店と飲食店を利用する消費者がどの様な商

品やサービスの提供を望んでいるのか、また、地域内の飲食料品製造業が製造する飲食料品を購

入する地域内外の消費者がどの様な製品を望んでいるのか、を調査する。 
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そうすることで、既存顧客及びこれまで見えていなかった潜在顧客の需要開拓を支援する。 

結果として、今まで町外やインターネットで購入していた商品を町内の店舗で購入してもらう

ことで東郷町外への購買流出を阻止することに繋げるとともに、飲食業を営む店舗の様々な面で

の魅力度を向上させることで、地域外からの消費者・観光客を呼び購買流入に繋げる。さらに、

飲食料品製造業者が製造する飲食料品の魅力度を向上させることで地域内外での消費に繋げる。

また、商品のブラッシュアップや新商品・新サービスの開発を小規模事業者が行う際には、関

係機関や専門家と連携して支援を行い、新たな需要開拓に繋げていく。 

創業予定者に対しては、創業後提供する商品・サービスの需要動向（業界動向・消費者購買動

向・売れ筋等）を提供することで、創業前に商品・サービスの動向を認識してもらう。 

 

①支援対象 

ア）「町外で購入する割合が高い商品」及び「店舗以外で購入する割合が高い商品」を取り扱

う小売業 

イ）飲食業 

ウ）飲食料品製造業 

エ）創業予定者 

 

②調査項目 

ア）小売業が提供する商品のうち「市外で購買する割合が高い商品（生鮮食品、一般食品、靴）」

及び「店舗以外で購入する割合が高い商品（生鮮食品、日用雑貨、日用衣料、婦人服、子

供服、紳士服、靴、レジャー用品）」 

イ）飲食業が提供する各種メニュー 

ウ）製造業が製造する飲食料品 

エ）創業予定者が提供しようと考えている商品及びサービス 

 

③調査方法 

ア）独自に実施する消費者需要動向調査（支援対象：小売業・飲食業・飲食品製造業） 

地域内の小売業・飲食業の事業所を利用する消費者及び製造業者が製造した飲食料品を購入す

る消費者の需要動向を把握するために、上記の事業所の中から５事業者を選び、調査を行う。飲

食料品製造業については、販売店舗や展示会等消費者と接する機会を利用して実施する。 

商工会独自の小売業・飲食業のアンケート表を作成して、事業者から消費者に対するアンケー

ト調査を実施する。 

 

【調査項目】 

№ 業 種 アンケート項目 

１ 小売業 
性別、年齢、住所、職業、購入理由、購入頻度、購入単価、当店

以外でよく使う店、要望等 

２ 
飲食業及び 

飲食料品製造業

性別、年齢、住所、店を知ったきっかけ、店に来た理由、来店回

数、来店頻度、満足度（味・価格）等 
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調査数は１事業所あたり１００件を目標とする。アンケートは回収後、集計・分析を行い、分

析結果は事業者へフィードバックする。それにより、地域内の小売店や飲食店を利用する消費者

のニーズを把握し、新たな需要の開拓に繋げる。 

 

イ）日経テレコン POSEYES の活用による需要動向調査（支援対象：小売業） 

日経テレコン POSEYES は、商品カテゴリー2,000 分類（加工食品、酒類、家庭用品等）及び 265

万商品のデータがインターネットで閲覧・ダウンロード可能となっている。 

売れ筋商品の把握やＡＢＣ分析等を行うことで、小規模事業者が取扱う商品の販売動向を調

査・分析し、商品・サービス開発のためのヒントとなる情報を提供する。 

 

ウ）市場情報評価ナビ(MieNa)の活用による需要動向調査（支援対象：小売業・飲食業） 

市場情報評価ナビ(MieNa)は、地域の中心(町丁等)の周辺地域（１ｋｍ圏）の市場性を評価し、

周辺の市場特性を把握することができるとともに、消費支出額データも把握できることから潜在

ニーズを推計することができる。 

この調査で得た情報と、独自に調査した需要動向調査を関連付けて商圏強度を測定し、１次商

圏から３次商圏までを設定することで、ターゲットや品ぞろえ、店舗レイアウト等を検討する際

のヒントとして提供する。 

 

エ）外部機関の調査の活用による需要動向調査（支援対象：小売業・飲食業・飲食品製造業） 

以下の調査をもとに情報収集と分析を行うことで国や県の需要動向を把握し、商品・サービス

提供時のヒントとして提供する。 

№ 機関名 調査名 

１ 総務省 家計調査年報 

２ 経済産業省 工業統計調査、商業統計表 

３ 内閣府 消費動向調査 

 

 また、インターネットで情報が詳細に得ることができない業種の業界動向については「業種別

審査事典」を活用し、業種の特色・業界動向・商品やサービスの特性・収益向上アドバイス等の

情報を収集し、商品・サービス開発時のヒントとして提供する。 

 

④需要動向調査の活用方法 

ア）分析した情報は、巡回訪問や窓口相談時に事業所にフィードバックすることで、事業者に

マーケットインの考え方を浸透させる。具体的には、既存の商品・サービスが顧客満足度の

向上に繋がっているかを把握し、死に筋商品の処分・売れ筋商品の充実といった様な顧客の

需要に合った商品・サービス提供に繋げる。 

イ）日経テレコン POSEYES や市場情報評価ナビ(MieNa)の活用により、小規模事業者の取り扱

う商品・サービスの見直しを行うためのヒントを提供して、新たな需要開拓に繋げる。 

ウ）事業計画策定時や創業計画書作成時の支援ツールとして活用することで、より精度の高い

事業計画策定、創業計画書作成を行う様にする。 
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エ）フィードバックした需要動向調査を踏まえた上で既存商品のブラッシュアップ、新商品・

新サービスの提供を実施する際には、必要に応じて専門家派遣を行い、より消費者のニーズ

に合った商品・サービスを開発する。 

 

 

 (３)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

消費者需要動向調査事業者数 ０ ５ ５ ５ ５ ５ 

日経テレコン POSEYES の 

データ提供事業者数 
０ ５ ５ ５ ５ ５ 

市場情報評価ナビ(MieNa)の

データ提供事業者数 
０ ５ ５ ５ ５ ５ 

外部統計調査の提供事業者数 ０ ５ ５ ５ ５ ５ 

創業予定者への需要動向提供

回数 
０ １ １ １ １ １ 

専門家による分析・指導回数 ０ １ １ １ １ １ 
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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 

①現 状 

ア）以下の商談会等の案内を行っているが、商工会の支援が情報提供だけに留まっている。 

・宮崎県商工会連合会が宮崎市の中心で運営するアンテナショップ「ひむかよかもん市場」

・宮崎県商工会議所連合会が開催する「宮崎うまいものアピール商談会」 

・その他物産展や商談会等 

 イ）インターネットを活用して販路開拓を行っている小規模事業者が少ない。 

 ウ）パブリシティ等を活用した需要開拓支援を商工会が行っていない。 

イ）店舗に関する指導は専門家が中心に行っており職員が主体的・積極的に行っていない。 

 

②課 題 

ア）販路開拓を行いたい小規模事業者がより効果的な販路開拓を行える様な支援を行うこと。

イ）インターネットを活用した販路開拓を行う小規模事業者を増やすこと。 

ウ）パブリシティや広報誌等をより小規模事業者が活用できる様な支援を行うこと。 

エ）職員が事業所の店舗の内部にまで踏み込んだ支援を積極的に行うことで、小規模事業者の

販売力をより強化できる様にすること。 

 

(２)本計画において取り組む内容 

物産展、商談会への参加支援やインターネットを通じた需要開拓、パブリシティの活用等を通

じて、小規模事業者の取引先増加や売上増加に直接繋がる様な支援を実施する。また、小売業や

飲食業等店舗を構える事業者に対しては、商品構成・レイアウト・店内販促等踏み込んだ支援を

行う。 

事業計画策定支援を実施した事業者や、新商品・新サービスの開発や既存商品のブラッシュア

ップを行ったことで新たな販路開拓を希望している事業者に対して実施する。 

インターネットが普及している現状を踏まえ、ホームページやＳＮＳを活用した販路拡大につ

いても重点的に支援する。インターネットが苦手な事業者がインターネットを使った販路拡大を

する際には時間が必要となるが、その際にも親身に時間をかけて相談に応じていく。 

 

①支援対象 

ア）経営分析、事業計画策定支援、需要動向調査を実施した小規模事業者 

イ）その他新たな販路開拓を行いたいと考えている小規模事業者 

 

②実施方法 

ア）展示会・商談会等を通じた需要開拓支援（支援対象：飲食料品製造業） 

新規取引先を開拓したいと考えている小規模事業者に対して、宮崎県、㈱日本政策金融公庫、

全国商工会連合会等が開催する展示会や商談会等への参加案内を行い、商品・サービスの認知度

向上と新たな販路開拓を支援する。その際には「売りたい商品」よりも「売れる商品」を出品で

きるよう支援を行う。 

また、資金面のフォローとして、宮崎県商工会議所連合会の宮崎県中小企業事業化支援補助金
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等を活用して出展に係る費用面での支援を行い、商談成立に向けた支援を全面的に支援する。 

なお、展示会等の事前・事後には以下の取り組みを行い、より効果的な需要開拓を行うことが

できる様支援する。 

 

【事前・事後指導の内容】 

№ 項 目 内  容 

１ 事前指導 

①売れ筋商品や会場となる地域の需要動向、来場者の特性等の情報を

収集し提供する。事業者がどの商品を持参するかを選定する際の参

考にしてもらい、「売りたい商品」ではなく「売れる商品」を持参

できる様支援を行う。 

②ＦＣＰシート（展示会・商談会シート）を活用して自社の商品・サ

ービスのターゲットやセールスポイント等を整理することで、より

効果的な販売や商談が行えるようにする。 

③ＰＲチラシを作成したり、ホームページを更新する場合には、より

対象者に訴求できるチラシやホームページの作成支援を行う。 

④売上や商談件数の目標を来場者数や販売人員等から一緒に考え、達

成に向けた支援を行う。 

２ 事後指導 

①バイヤーや消費者からの評価（価格・品質・味・量・パッケージ等）

がどうだったかを事業所から漏れなくヒアリングし、商品・サービ

スの改良等が必要と判断した場合は、専門家派遣等を活用しながら

支援する。 

②事前指導の際に設定した目標の達成度をチェックし、達成できた場

合の理由又は達成できなかった場合の理由を共有し、今後の商品・

サービスづくりに活用する。 

 

イ）インターネットを通じた需要開拓支援（支援対象：小売業、飲食業、飲食料品製造業） 

新商品や新サービス開発時、創業時、新商品コンテストでの受賞時、知名度の高い展示会への

出展時等に、インターネットを通じてＰＲしたいと考える事業者に対しては以下の支援を行う。

・全国商工会連合会が実施している販路支援用ＷＥＢシステム(以下「SHIFT」)においてホー

ムページを開設し、商品・サービスのＰＲ支援を行う。この取り組みによりＢtoＢ、Ｂto

Ｃによる取引成立に繋げる。 

・全国商工会連合会が提供する販売支援サイト「ニッポンセレクト.com」への出品支援を通

じて、新たな需要開拓に繋げる。 

・小規模事業者に関する情報を商工会のホームページへの積極的に掲載していく。 

・ホームページやＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム等）を開設して自社の商品やサ

ービス等のＰＲを行いたいと考える事業者に対しては、開設までの支援を行うとともに、

開設後も定期的に情報が公開されるよう支援を行っていく。 
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ウ）新聞やテレビ等へのプレスリリースを通じた需要開拓支援 

（支援対象：小売業、飲食業、飲食料品製造業) 

インターネットが普及してきているものの、依然としてテレビや新聞等は重要な広告媒体であ

る。 

そこで、新商品や新サービス開発時、創業時、新商品コンテストでの受賞時、知名度の高い展

示会への出展時にＰＲを行いたいと考える事業者に対して、新聞（宮崎日日新聞や県北部で発行

している夕刊デイリー等）、報道機関、日向市の広報誌等へのプレスリリースを積極的に支援す

ることを通じて、新たな需要開拓に繋げていく。 

プレスリリースの掲載内容については、以下の項目をＡ４用紙１枚にまとめ、各機関へ同じ内

容を送付する。 

 

【プレスリリースに記載する項目】 

記載項目 

住所、氏名、担当者、連絡先、これまでの取り組み、商品・サービスの内容、

きっかけ、今後の目標 

 

 

エ）店舗力の向上を通じた需要開拓支援（支援対象：小売業、飲食業） 

 店舗力の向上を通じた需要開拓支援を行っていく。 

具体的には、店舗の機能を商品・売場・店内販促・接客の４項目に分け、それぞれの項目につ

いて新たな需要開拓に繋がる取り組みを事業者と一緒に検討し、実施のための支援を行う。 

需要動向調査をフィードバックした事業者については、アンケート調査の結果をベースにした

うえで上記の４項目についての確認を行い、店舗力の向上を図ることで新たな需要を開拓してい

く。 

行う順番としては、原則として最も重要な「商品」から検討を行い、続いて「売場」→「店内

販促」→「接客」の順番で検討していくこととする。 

ただ、出来る限りコストの負担がなく、すぐに実施できる項目から取り掛かることが事業者に

とって望ましいとも考えられることから、臨機応変に４項目について検討を行っていく。 

なお、「商品力向上」に取り組む際には、商品ラインラップの変更等を行うことで仕入資金を

必要とすることも考えられる。その際には必要に応じて融資斡旋等により資金面でのフォローは

行っていくものの、あくまで「事業者の持続的発展」を念頭に置き、事業者が着実に行える範囲

内でのフォローを行う。 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

【店舗力の向上のために行うこと】 

順

番 
項 目 主な確認内容 向上の為に行うこと 

１ 
商品力 

の向上 

①商品の季節感 

②アイテム数やバリエーション 

③価格や商品イメージ 

①経営分析や事業計画策定で設定

した事業所のビジョンや主要タ

ーゲット、店舗のコンセプトをベ

ースにする。 

②需要動向調査で調査した各種動

向を参考にする。 

③まずは職員が事業所と一緒にな

って出来ることから検討する。 

④その後、関係機関との連携を図り

ながら取り組み、必要に応じて、

店舗やＰＯＰ・接客関係の専門家

を活用する。 

⑤必要に応じて、融資斡旋等資金面

でのフォローを行う。 

２ 
売場力 

の向上 

①売場の見やすさ 

②通路の幅 

③ゾーニング 

④お客の導線 

３ 
店内販促力

の向上 

①陳列方法 

②ＰＯＰ 

③店に置くチラシ 

４ 
接客力 

の向上 

①お客とのコミュニケーション 

②マナー 

 

 

 (３)数値目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

物産展・商談会等で新規取

引先を獲得した事業者数 
未確認 １ １ ２ ２ ２ 

IT を活用した需要開拓に

より新規取引先を獲得し

た事業者数 

未確認 １ ２ ２ ２ ２ 

プレスリリースを活用し

た需要開拓により新規取

引を獲得した事業者数 

未確認 １ １ ２ ２ ２ 

店舗力の向上を通じた需

要開拓により新規顧客を

獲得した事業者数 

未確認 １ ２ ３ ３ ３ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域の賑わいづくり 

東郷町の地域の賑わい創出のためには、１人でも多くの顧客を呼び込み、地元消費者の購買力

の向上や日向市東郷町外の顧客による経済効果を狙う必要がある。 

ただ、賑わいを作るための新たなイベントを商工会単独で実施することは現在の職員２名体制

では厳しい状況にある。 

そこで、現在商工会が関係しているイベントがより地域経済の活性化に資するイベントになる

ように、関係機関と連携していく。 

また、日向市東郷町が今ある課題を乗り越えるためにしなければならないことを検討する会議

を立ち上げ、関係機関と意識の共有を図る。 

 

(１)季節のイベント（うなぎ・あゆつかみどり大会）の開催 

このイベントは、夏に家族のふれあいの場を市民に提供する目的のもと牧水公園で開催してい

る。東郷町商工会青年部が主催し今年で２３回目を迎えた。 

参加者は毎年増加してきており、今回は約１，３００名の来場者があった。イベント当日は東

郷町内のみならず、東郷町外からも多くの親子連れの来場があり、会場のバンガローに宿泊した

翌日に参加する来場者もいる。 

経済波及効果を促進するため、今後もさらに関係機関と連携し本イベントを継続発展させてい

くとともに、本イベントの知名度を高めることで観光振興に繋げる。  

実施前には、行政・東郷町まちづくり協議会・東郷町ふるさと公社等と定期的に意見交換を行

うことで、情報を共有する。 

実施後には改善点等のヒアリングを行い、次年度以降より経済波及効果を実感できるイベント

にしていく。 

 

 

(２)日向市東郷町活性化会議（仮称）の開催 

現在の東郷町は人口減少・高齢化等様々な問題を抱え、今後疲弊していくことが考えられるこ

とから、疲弊を食い止めるために今しなければならないことは何か、を考えていく必要がある。

ただ、地域のことを商工会単独で考えることは限界があることから、関係機関と一緒に現在の

東郷町の状況を再確認するとともに、今後東郷町が発展していくためにはこれから何をしていく

べきか、を検討する「日向市東郷町活性化会議（仮称）」を年１回以上開催し、地域の現状把握

や今後地域経済活性化を図るために打つべき手段を検討し、将来のビジョンを作る。 

なお、同会議は商工会関係者をはじめ、行政や町内のまちづくり団体等で構成する。 
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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 

①現 状 

ア）他の商工会職員や金融機関、支援機関との情報交換は行っているが、案件があった場合等

不定期に行っている。 

イ）情報交換を行うことに受け身的であり積極的に情報交換を行っていない。 

ウ）他の商工会職員との具体的な支援ノウハウ等の情報交換は定期的には行っていない。 

 エ）国や県の施策については、宮崎県商工会連合会・宮崎県等から定期的に情報提供がされて

おり、こちらが積極的に動かなくても情報提供を受けることができる状況にある。 

 

②課 題 

ア）定期的に他の商工会や支援機関等と情報交換を行うこと。 

 イ）積極的にこちらから情報交換を行うこと。 

 ウ）具体的な支援ノウハウ等の情報交換を行うこと。  

 

(２)本計画において取り組む内容 

関係機関との定期的な情報交換の場に参加するとともに、情報交換の場を積極的に設けていく

ことで、支援ノウハウを習得し支援能力の向上を図る。 

ア）東臼杵地区商工会経営支援会議の開催 

東臼杵地区商工会(門川町・日向市東郷町・美郷町・諸塚村・椎葉村)の経営指導員または経

営・情報支援員が月１回程度一堂に集まる会議に参加する。 

他の商工会職員の支援ノウハウ、支援状況、管内の需要動向、地域経済動向等の情報交換や

意見交換を行い、支援能力の向上を図る。 

 

イ）経営改善貸付推薦団体連絡協議会への参加 

年１回開催される日本政策金融公庫：延岡支店との経営改善貸付推薦団体連絡協議会におい

て、金融情勢に関する情報交換を行うとともに、東臼杵地区及び県北部地区商工会の経営指導

員が行った金融支援に係る手法を参考にすることで、支援能力の向上を図り小規模事業者支援

に活かす。 

 

ウ）創業支援会議への参加 

日向市・日向商工会議所・日本政策金融公庫延岡支店・東郷町商工会の担当者で構成する創

業支援会議に月１回参加し、創業に係るノウハウを習得するとともに地域の創業の状況を把握

することで創業支援に活かす。 

 

エ）金融機関への積極的な訪問 

地域の事業所に融資を行っている日本政策金融公庫：延岡支店等の金融機関に経営指導員が

年３回積極的に訪問して担当者との意見交換を行うことで、最新の地域情報を収集し、小規模



- 26 - 

事業者への経営支援に活かす。 

 

オ）ひむか－Ｂｉｚとの連携 

中小企業の新商品開発や売上増加のための支援を専門的に行う「ひむか-Ｂｉｚ」に経営指

導員が年３回積極的に訪問して、センター長と売上向上のための支援ノウハウ等情報交換を行

うことで、支援能力の向上を図る。 

  ※ ひむか－Ｂｉｚとは、中小企業の新商品開発や売上増等を支援する機関で、日向市中小

企業振興機構内に開設予定の機関。支援はセンター長と事務職員が行い、平成２９年１月

ごろ開設予定。 

 

(３)支援ノウハウ等の情報交換の効果 

ア）最新の支援情報や参考すべき支援ノウハウ、最新の金融情勢等を取得することができる。

イ）積極的に情報交換を行うことで、支援機関とより密接な関係を構築することができ、小規

模事業者のために行うことができる支援の種類と深さが増す。 

ウ）具体的なノウハウを情報交換することで、小規模事業者にすぐ実施できる支援ノウハウを

習得することができる。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(１)現状と課題 

①現 状 

ア）宮崎県商工会連合会や中小企業大学校が主催する職種別・専門の研修に参加している。 

イ）研修分野が金融施策・小規模事業者に対する国や県の施策等偏っていて、販路開拓や事業

計画策定等の研修を受講できていない。よって、経営発達支援事業の実施のための能力を

高める機会を逃している。 

ウ）職員が２名体制であることから、１人が研修に参加する場合１人が留守番をしなければな

らない。よって、例えば事業計画策定研修等参加したい研修に参加できないケースがある。

エ）研修内容の共有方法については、復命書に研修資料を添付して回覧することで共有してい

る状況である。よって、各個人に研修内容が蓄積される傾向にあり、研修に参加しなかっ

た他の職員が内容を十分に理解しているとはいえない状況である。 

オ）支援ノウハウが暗黙知化して職員内部に蓄積されている傾向にあり、職員の人事異動に伴

い支援ノウハウが組織から消えてしまう。 

 

②課 題 

ア）希望する研修には、積極的に参加できる体制を構築すること。 

イ）研修で学んだノウハウや知識を職員間で共有できる体制を構築すること。 

ウ）職員が異動しても、組織として支援ノウハウを保有する体制を構築すること。 

 

(２)本計画において取り組む内容 

①経営指導員等の支援能力の向上のために行う取り組み 

ア）職員の研修への参加 

経営指導員及び経営・情報支援員が以下の研修に参加することで支援能力の向上を図る。研修

の参加が支援能力の向上に繋がり、ひいては、小規模事業者への伴走型支援に繋がるという意識

を職員間で共有する。 

職員間で意思疎通を十分に行って業務を円滑に遂行することで、研修に参加できる時間を捻出

するとともに、職員が研修に行くことに関して理解を示すことで、研修に参加できる体制を整え

ていく。 

 

〇 経営指導員が参加する研修 

「自力で伴走型支援ができる様になる」ために必要な研修を受講する。そのために、今まで参加

していた研修を含め、以下の研修に年１回以上参加する。 

 

・宮崎県商工会連合会が主催する経営指導員研修 

・宮崎県商工会連合会が主催する経営改善計画作成システム、統計分析システム活用研修 

・中小企業基盤整備機構が実施する事業計画策定等の小規模事業者支援研修 

・宮崎県よろず支援拠点の事例研修 

・中小企業大学校が実施する創業・販路開拓・事業承継・事業再生等の研修等 
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〇 経営・情報支援員が参加する研修 

「経営指導員の業務をサポートし、経営指導の内容によっては経営・情報支援員で完結できる様

になる」ために必要な研修を受講する。そのために、今まで参加していた研修を含め、以下の研

修に年１回以上参加する。 

 

・宮崎県商工会連合会が主催する経営・情報支援員研修 

・宮崎県商工会連合会が主催する経営改善計画作成システム、統計分析システム活用研修 

・中小企業大学校が主催する中小企業支援担当者研修 

・宮崎県商工会連合会が主催する各種共済制度説明会等 

 

イ）ＯＪＴ 

・職員が２名体制であることから、経営指導員と経営・情報支援員が一緒になって小規模事業

者を支援することを通して指導・助言内容・情報収集方法を学び合うことにより、支援スキ

ルの向上を図る。 

 ・専門家派遣の際に、専門家に商工会職員が同行してＯＪＴでの専門的な知識習得を図る。 

 

ウ）自己研鑚 

・全国商工会連合会のＷＥＢ研修を経営指導員だけでなく経営・情報支援員も受講することで

支援スキルの向上を図る。 

・中小企業庁、九州経済産業局、中小企業基盤整備機構、宮崎県産業振興機構等の施策情報や

支援ノウハウが掲載されるホームページを毎日チェックすることで、小規模事業者に提供で

きる施策情報を収集する。 

 

②支援ノウハウ等を組織内で共有する体制を構築するために行う取り組み 

ア）職員会議の開催 

月に１回、小規模事業者への経営支援を効果的に行うための職員会議を開催する。会議では、

現在取り組んでいる経営支援の内容をはじめ、支援がストップしている取り組みやその理由、よ

り効果的に巡回・窓口相談を行うために必要なノウハウ、について話し合って職員間で共有する。

 

イ）支援内容の文書化・データベース化 

巡回訪問・窓口相談時に小規模事業者に行った経営支援の内容は文書化、データベース化する

ことで支援ノウハウの情報共有と職員の支援スキルを高め、また、人事異動があっても組織が引

き継げるようにする。 

 

(３)本計画を行う効果 

 ①研修に参加することで経営指導員、経営・情報支援員に求められるスキルの習得に繋がる。

 ②ＯＪＴを行うことで、計画的・継続的に支援ノウハウを習得することができる。 

 ③自己研鑽を行うことで、支援ノウハウの習得をし、小規模事業者支援に活かすことができる。

④共有する仕組みを構築することで、職員のスキル向上に繋がるとともに、人事異動があった

としても支援ノウハウを組織に蓄積することができる。 
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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 

ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度終了後に行う事業の評価及び見直しについては、以下の方

法により行う。 

 

№ 項 目 内 容 実施主体 

１ Ｐ 

(

計
画

策
定)

 

年度初めに経営発達支援事業の事業計画を策定する。 

２年目以降は、見直し案をもとにした計画を策定する。 
商工会 

２ Ｄ 

(

計
画

実
行) 策定した計画をもとに経営発達支援事業を実行する。 商工会 

３ Ｃ 

(

実
行
し
た
計
画

の
チ
ェ
ッ
ク)

 

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、

定められた目標の達成状況の評価を行い、改善すべき

事項がある場合は本会に対して助言等を行う。 

外部 

評価委員会 

４ Ａ 

(

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
計
画

の
修
正)

 

①本会は、外部評価委員会からの評価・見直しの結果を

受けて、事務局内部で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・承認を受

ける。 

②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。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については東郷町商

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する。 

商工会 

  

※外部評価委員会について 

評価にあたっては、宮崎県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」を利用する。 

№ 委員候補 役職 選考基準 

１ 学識経験者 

大学教授 
地域経済に精通しており、商工

会業務に理解のあるもの 
税理士・公認会計士 

中小企業診断士等 

２ 地方公共団体の職員 宮崎県 商工観光関係部署 担当課 

３ 関係団体の役員 
日本政策金融公庫 

担当課 
宮崎県産業振興機構 

４ 
宮崎県商工会連合会の

役職員 

専務理事  

職員等 中小企業診断士等の有資格者 
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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（１５名） 

会 長：１、副会長：１、理事：１１、監事：２ 

→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（２名） 

経営指導員：１、経営・情報支援員：１ 

→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 

東郷町商工会 

宮崎県日向市東郷町山陰丙１６０２番地２ 

ＴＥＬ：０９８２－６９－２０７５ ＦＡＸ：０９８２－６９－２７３２ 

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

 

 

（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） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000

 

１．地域経済動向調査事業 

２．経営分析事業 

３．事業計画策定事業 

４．需要動向調査事業 

５．需要販路開拓事業 

６．地域活性化事業 

７．支援力向上事業 

100

200

100

400

200

100

200

100

100

100

200

200

100

200

100

100

100

200

200

100

200

100 

100 

100 

200 

200 

100 

200 

100

100

100

200

200

100

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 

県補助金、市補助金、会費、手数料、共済手数料 

（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．事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援 

５．需要動向調査 

６．需要開拓支援 

７. 地域経済活性化事業 

８. 支援力向上 

連携者及びその役割 

(１)宮崎県商工会連合会 

・代 表：会 長 淵上 鉄一 

・住 所：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 

 

(２)宮崎県 

・代 表：知 事 河野 俊嗣 

・住 所：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、経営革新計画・承認 

 

(３)日向市 

・代 表：市 長 十屋 幸平 

・住 所：日向市本町１０番５号      電話番号：0982-52-2111 

・役 割：調査事業支援・情報共有、商談会等の情報提供、創業支援計画に基づく創業支援 

 

(４)宮崎県中小企業団体中央会 

・代 表：会 長 矢野 久也 

・住 所：宮崎市松橋２丁目４番３１号   電話番号：0985-24-4278 

・役 割：商談会等の情報提供 

 

(５)宮崎県信用保証協会 

・代 表：会 長 梅原 誠史 

・住 所：宮崎市宮田町２番２３号     電話番号：0985-24-8251 

・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 
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(６)宮崎県よろず支援拠点 

・代 表：コーディネーター 長友 太 

・住 所：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 

 

(７)日本政策金融公庫延岡支店 

・代 表：支店長 中世古 尚人 

・住 所：延岡市瀬之口町１丁目３番１０  電話番号：0982-33-6311 

・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、商談会等の情報提供 

連携体制図等 

 

 

№ 項 目 連携先 

１ 東郷町商工会経営発達支援事業 宮崎県商工会連合会 

２ 地域の経済動向調査 宮崎県、日向市、日本政策金融公庫 

３ 経営状況の分析 

よろず支援拠点、日本政策金融公庫、宮崎県

信用保証協会、日向市 
４ 事業計画の策定 

５ 事業計画後の実施支援 

６ 需要動向調査 宮崎県、日向市、日本政策金融公庫 

７ 新たな販路開拓 
宮崎県、日向市、宮崎県中小企業団体中央会、

日本政策金融公庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


