
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

延岡市三北商工会（法人番号５３５０００５００５５８２ ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

(１) 小規模事業者への経営情報の提供、経営分析・経営計画策定等の支援を伴走型 

で実施し、収益改善による経営基盤の強化及び経営力の向上を図る。 

(２) 製造業や飲食店等の行う商品開発及び販路開拓を伴走型で支援することで 

魅力ある特産品を生み出すとともに、行政等と連携して積極的に情報発信を行 

うことで地域のブランド力向上につなげ、購買力の流出を抑制し、購買力流入 

の促進を図る。 

(３) 支援機関と連携を強化し、創業及び事業承継の掘り起こしからフォローアップ

までの支援体制を拡充し、小規模事業者の増加及び減少抑制を図る。 

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 

宮崎県の県北経済の動向調査、商工会景況調査等や当会が記帳指導している事業

所等の決算データを整理・分析し、情報提供を行う。 

２ 経営状況の分析に関すること  

経営の持続的発展を支援するための経営状況の分析を行う手段として、SWOT 分

析、損益分岐点売上高分析等により経営課題を抽出し、その課題に優先順位をつけ

課題解決を図る。 

３ 事業計画策定支援に関すること 

経営分析を実施した事業者を対象として事業計画の策定支援を行う。経営分析で

明らかになった経営課題を解決するため、該当事業者に事業計画策定の必要性の理

解を促し支援を実施する。計画の策定・実施にあたって高度な専門知識を必要とす

る案件については、各分野の専門家等と連携して支援を行う。 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定を実施したすべての事業者に対して、経営指導員の巡回により事業

計画の進捗状況を確認する。経営指導員は 1年ごとに事業計画の効果・成果の測定

及び評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行う。 

５ 需要動向調査に関すること 

小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させるため、地域特産品開発への

取り組みに対し需要動向調査を行い、内容を分析しフィードバックすることで実際

の需要に即した商品やサービス提供ができるように支援を行う。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  販路開拓に取り組む小規模事業者に対して、連携支援機関等が主催する展示会・

商談会の情報を収集し、出展手続きや商品提案書の作成支援、展示方法などの助言・

指導、出展中における商談設定等の支援、出展後のバイヤーへの再提案書の作成等

を支援し売上向上に繋げる。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

延岡市の定めた「延岡新時代創生総合戦略」（平成 27年 10月制定）の政策分野「雇

用創出プロジェクト」の基本的方向に基づき「豊かな自然環境」による体験型アウ

トドアレジャーや豊富な農林水産資源をはじめとする個性的な「食文化」を活用し

た滞在型観光の推進による観光産業の活性化に取り組む。 

連絡先 

延岡市三北商工会 

〒882-0301 宮崎県延岡市北浦町古江 2522番地 9 

 電話：0982-45-2278 ＦＡＸ：0982-45-2284 

 メール：sankita@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 地域の現状と課題 

１．延岡市について 

（１）延岡市の現状と課題  

  延岡市は、宮崎県北部に位置しており、人口は 

123,929人（平成 30年 6月現在）。宮崎県北部の中心 

都市としての性格を有しており、戦前より旭化成(株) 

を中心とした県内屈指の工業都市として栄えている。 

平成の大合併により平成 18年 2月に、旧北方町、 

旧北浦町と合併し、平成 19年 3月に旧北川町と合併 

し、九州で 2番目の広さとなり、海・山・川の豊かな 

自然を有する市となった。 

東は日向灘、その他は山に囲まれており、五ヶ瀬 

川・大瀬川・祝子川・北川・沖田川・浜川など多くの 

河川が市内を流れる水郷である。 

延岡市東側の海岸は日豊海岸国定公園に、北西部は祖母傾国定公園に指定されており、平成 29年

6月には延岡市を含む「祖母・傾・大崩山系」のユネスコエコパーク登録が決定した。 

交通面では、近年、東九州自動車道の延伸により宮崎市や大分市、北九州市といった東九州の主

要都市と接続されることになり、各都市との連携を深める動きが活発化している。これを契機に、

延岡市の豊富な海の幸・山の幸、個性的な食文化といった強みを活かした観光客誘致の取り組みが

求められており、現在、隣の佐伯市と連携して「食」をテーマとした美食の街づくり、「東九州バス

ク化構想※」が推進されている。 

  ※東九州バスク化構想…フランスとスペインにまたがるバスク地方は、世界一の美食の街といわれ

るサン・セバスチャンを擁し、「食材の宝庫」といわれている。延岡市は大

分県佐伯市と連携して、バスク地方のような美食の街づくりを推進してい

る。 

 

 （２）延岡市の商工業振興の方針 

延岡市は、平成 27年 10月に「延岡新時代創生総合戦略（平成 27年度から平成 31年度）」を策定

している。この中では、「企業の市内への投資拡大と中小企業の新分野への進出促進」、「豊かな農林

水産資源を活用した６次産業化の促進」、「新時代のビジネスにチャレンジする創業の促進」、「滞在

時間の長い体験型観光・滞在型観光の推進」などが重点施策とされている。 

商工業振興のうち中小企業等の振興に関しては、創業支援及び事業承継を成長戦略の柱としてお

り、平成 26 年 5 月に産業競争力強化法に基づく認定を受けた「延岡市創業支援事業計画」に基づき、

延岡商工会議所、延岡市三北商工会及び市内金融機関等による「スタートアップ支援センター」を

設置している。同センターでは創業者の掘り起こしから創業に至るまで、さらには、創業後のフォ

ローアップも含めた一連のスキームを構築し、一貫した創業支援事業を展開するとともに、地域の

金融機関をはじめとする支援機関との連携・協力により、創業の各ステージに応じた支援を進めて

いる。さらに、同センターでは、平成 29年度より中小企業基盤整備機構との連携により事業承継事

業を開始している。 

また、観光振興として重点施策に掲げられている「自然体験型・滞在型観光」については、その

舞台の大部分が豊かな自然を有する三北地域（北浦町・北川町・北方町）となっており、当商工会

も延岡市との連携を強化しながら、観光振興への取り組みを進めている。 

 

日向灘 

大分県 

熊本県 
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〇創業・事業承継支援 

・窓口相談 

・セミナー 

・融資制度の活用 

・定期フォローアップ訪問 

○スタートアップ支援センター全体像 
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 ２．延岡市三北商工会管内の現状と課題 

 （１）地域の現状 

   延岡市三北商工会は、延岡市内にある北浦町・北川

町・北方町の３商工会が合併して、平成 28年 4月に新

商工会として発足し、小規模事業者に対して経営改善

普及事業を行っている。当商工会管内は、過去 10年間

で市町村合併、東九州道路の開通・延伸といった環境

変化により人の流れが大きく変わり、急速な人口減

少・高齢化・購買力流出など、小規模事業者には非常に厳しい経営環境となっている。 

北浦町・北川町・北方町の３地区からなる当商工会管内は、延岡市内の北部・西部地域を囲うよ

うに位置し、北浦町の沿岸部のほかは大部分が山間部であり、古くから農林水産業が盛んであった。 

 管内人口の推移（下表）を見ると、市町村合併直後の 10年前と比較して各地区とも 2割ほど人口

が減少し、高齢化率は 7～9％程度上昇している。特に、山間部の集落では、高齢化率の上昇が顕著

であり、地域内における購買力は急激に低下している。また、東九州道路の開通・延伸に伴い、３

地区の中心地から延岡市中心部までは車で 20～30分での移動が可能になり、大分市・宮崎市など商

業都市へのアクセスも大幅に短縮されたことから購買力の地域外への流出が続いている。 

【管内人口の推移】      

                             （出典：延岡市人口統計）  

  

地区名 延岡市三北地域 延岡市全体 

北浦町 北川町 北方町 合計 

平成 19年 4月 1日人口 4,607 4,518 4,780 13,905 136,379 

 高齢化率（％） 29.4 34.4 34.4 32.7 25.2 

平成 29年 4月 1日人口 3,602 3,541 3,912 11,055 125,699 

 高齢化率（％） 38.6 44.1 42.3 41.6 32.1 

人口増減（H29-H19） △1,005 △977 △868 △2,850 △10,680 

 人口増減率（％） △21.8 △21.6 △18.1 △20.5 △7.8 

高齢化率（％） 9.2 9.7 7.9 8.9 6.9 

創 業 希 望 者 

延岡商工会議所 

ワンストップ相談窓口 
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー 

延岡市三北商工会 

延岡信用金庫 

 

延岡市 
・創業事業計画の推進 

・相談窓口の開設 

・関係機関のコーディネート 

・延岡市中小企業融資制度 

・商店街チャレンジショップ 

日本政策金融公庫 
・創業サポートデスク 

・創業支援セミナー 

・融資制度の活用 

市内金融機関 
・県や市の融資制度活用 
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（２）商工業の現状 

  商工業者のうち約 95％は小規模事業者が占めている。商工業者数は平成 18 年からの 10 年間で約

13％減少しており、小規模事業者数も約 11％減少している。また、経営者の高齢化が進んでおり、

今後も減少傾向が続いていくことが予想される。 

   建設業は公共事業の減少や市町村合併に伴う入札の競争激化等の理由により、10年間で約 35％減

少と衰退が著しい。また、小売業に関しては、延岡市への大型商業施設・ディスカウントストアの

進出や高速道路開通など交通環境の改善に伴い地区外への消費流出に歯止めがかからず、10 年間で

約 21％減少と厳しい経営環境が続いている。 

一方、近年は林業関係が活況であり、木材卸売業が増加しているため卸売業は増加している。  

地域の特徴として、港町である北浦町の主要産業は漁業であり、水産加工業者や新鮮な魚を提供

する飲食店、造船業関係業者など漁業を中心に産業が形成されている。山間部に位置する北川町・

北方町の主要産業は農林業であり、商工業では建設業や林業サービス業が多く、清流を活かした鰻、

鮎の養殖、農産加工物を活用した製造業などがある。 

 

  【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・ 

宿泊業 

サービ

ス業 

その他 合計 小規模

事業者 

H18 年度 124 49 7 123 28 70 49 450 422 

H23 年度 101 49 12 111 30 56 51 410 389 

H28 年度 81 45 19 97 29 65 56 392 375 

   （出典 商工会実態調査） 

  【各地域の特産品】 

   北浦町…イワシ、サバ、カンパチ、イセエビ等の水産物及びそれらを活用した加工品 

   北川町…鰻、鮎、鹿肉・猪肉などジビエ 

  北方町…桃、栗、次郎柿、自然薯、釜炒茶 

 

 【各地域の観光資源】 

  北浦町…下阿蘇ビーチ、北浦湾クルージング、観音滝、浜木綿村オートキャンプ場、道の駅北浦 

  北川町…祝子川渓谷、祝子川温泉、大崩山、鏡山、北川湿原、西郷隆盛宿陣跡資料館、カヌー、 

道の駅北川はゆま 

  北方町…鹿川渓谷・キャンプ場、比叡山、ETOランド、観光果樹園、鮎釣り、道の駅北方よっちみ

ろ屋 

 

（３）商工業の課題 

  当商工会管内の商工業の現状を踏まえて、当商工会では管内商工業の主要な課題を以下のように

考える。 

① 商工業者の経営力強化 

地域内の商工業者の９割は経営資源に乏しい小規模事業者であり、中には経験と勘に頼ったいわ

ゆる「どんぶり勘定」の経営を行っている事業者が多い。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。 

 

② 購買力の流出抑制及び流入促進 

 当商工会管内では、交通環境が改善されたことにより、自然を生かした海・山・川のアウトドア

レジャーや各町の道の駅への来場者は増加傾向にあるが、同時に購買力の地域外への流出傾向が加

速している。地域内の購買力の流出を抑制し、地域外の購買力を流入させるために、顧客ニーズを

捉えた商品の開発及び既存商品・サービスの高付加価値化など商品力・販売力強化の取り組みが求

められている。 
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③ 商工業者の減少抑制 

経営者の高齢化や人口減少等に伴う購買力の低下等により廃業及び地区外へ移転する事業者が

増加しており、商工業者数は減少の一途をたどっている。将来にわたり地域経済を維持するため、

既存の商工業者の経営基盤の強化及び事業承継の促進、創業しやすい環境の整備など商工業者の減

少を抑制する取り組みが必要である。 

 

 

Ⅱ 中長期的な小規模事業者の振興の考え方 

１．商工会としての小規模事業者への中長期的な振興のあり方 

当商工会管内の現状と課題を踏まえ、下記の方針で小規模事業者の中長期的な振興に取り組む。 

 （１）これまでの経営改善普及事業に加え、経営分析、事業計画策定、販路開拓まで小規模事業者に 

寄り添った支援を行い、売上・利益の増加、経営力の向上につなげ、小規模事業者の持続的発展に

取り組む。 

 

 （２）地域内の購買力の流出を抑制し、地域外の購買力を流入させるため、豊富な農林水産物を活用

した魅力ある特産品を開発する。また、交流人口を増加させるため、行政等と連携して情報発信

を行うほか、ユネスコエコパークに認定された豊かな自然を活かして体験型観光開発を支援し、

地域経済の振興に取り組む。 

 

 （３）地域の商工業者数の減少を抑制するため、前述（１）のとおり小規模事業者の経営力向上を支

援するほか、行政や関係機関と連携し、ＵＩＪターンを含めた事業承継の促進や創業しやすい環

境の整備など新たな事業者育成に取り組む。 

 

２．経営発達支援計画の目標 

当商工会では、管内商工業の現状と課題、商工会としての小規模事業者の振興の中長期的なあり方

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。また、延岡市の「延岡新時代創

生総合戦略」で掲げられた方針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）小規模事業者に経営情報の提供、経営分析・経営計画策定等の支援を伴走型で実施し、収益改

善による経営基盤の強化及び経営力の向上を図る。 

 

 （２）製造業や飲食店等の行う商品開発及び販路開拓を伴走型で支援することで魅力ある特産品を生

み出すとともに、行政等と連携して積極的に情報発信を行うことで地域のブランド力向上につな

げ、購買力の流出を抑制し、購買力流入の促進を図る。 

 

（３）延岡商工会議所や金融機関等の支援機関と連携を強化することで、創業及び事業承継の掘り起

こしからフォローアップまでの支援体制を拡充し、創業者数の増加及び事業者数の減少抑制を図

る。 

 

３．目標達成に向けた取り組み方針 

（１）小規模事業者の経営基盤の強化及び経営力の向上 

   小規模事業者が持続的な発展を目指すためには、これまでの経験と勘に頼ったどんぶり勘定か

ら脱却し、事業計画に基づいた経営を行う必要がある。まずは、巡回訪問・窓口相談等を通じて

事業計画に基づく経営の重要性を訴え、理解してもらうことで支援対象事業者の掘り起こしを行

う。対象者には経営分析、事業計画策定のほか、必要に応じて販路開拓等の支援を実施し、売上・

利益の増加につなげていく。 

   また、地域の経済動向や決算申告指導における決算データを収集・分析して、経営に役立つ資

料として商工業者に提供し、活用してもらうことで、地域の小規模事業者の経営力底上げに寄与

する。 
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（２）特産品の開発及び地域のブランド力向上 

   特産品開発に取り組む事業者に対しては、マーケットインの考えをもとに開発を行えるよう調

査会社等の専門情報による需要動向情報やアンケート調査の実施による顧客ニーズの分析結果の

提供を行う。商品開発においては、国・県の専門家派遣事業や宮崎県フードビジネス相談ステー

ション、よろず支援拠点の専門家と協力して支援を行い、課題の解決や商品のブラッシュアップ

に取り組む。 

   商品開発後は、インターネットの活用やプレスリリースなどの情報発信支援、商談会への出展

やバイヤーとの商談等の販路開拓に関する支援、事業計画の見直しなどを実施し、伴走型で支援

する。 

 

（３）創業者数の増加及び事業者数の減少抑制 

延岡商工会議所や市内金融機関等と一体となって創業及び事業承継支援を行う「スタートアップ

支援センター」を創業及び事業承継支援の核とし、国・県等の支援機関ともさらに連携することで

支援体制の拡充を図る。セミナーや相談会の実施を通じて支援先の掘り起こしを行う。 
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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 

地域経済の動向については、宮崎県の県北経済の動向調査、商工会景況調査、各金融機関の経済

レポート、地方版企業情報誌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かった。 

今後は、小規模事業者に対する的確な支援を行うため、地域の経済状況を把握している必要があ

る。また、小規模事業者にとっても地域経済の状況を把握しておくことは事業計画を策定する上に

必要なことから、各種調査を分析、整理した上で取りまとめ、地域の経済動向の情報の提供をして

いくことが求められる。 

 

（２）取組み内容 

① 各種調査レポートの調査分析による情報提供 

宮崎県の県北経済の動向調査、商工会景況調査、各金融機関の経済レポート、市場情報評価ナビ

ＭｉｅＮａを利用し、県内と商工会地区の経済動向調査と対比して、地域の経済動向を考察し、各

業種の地域経済動向として取りまとめる。調査結果は、年１回レポートにして経営計画作成をはじ

めとする経営支援の資料として活用する。公表する調査結果は、小規模事業者が理解しやすいよう、

要約した説明と図によるレポートを作成し、ホームページに掲載して情報提供を行う。【新規事業】 

 

② 独自に行う商工会管内の事業所調査 

当会では管内の小規模事業者のうち１００事業所の経営状況を決算書等から把握しており、業種

別では建設業１５件、製造業１３件、卸・小売業２９件、サービス業２３件、その他２０件と業種

割合も管内の小規模事業者数と概ねバランスがとれている。それらの資料を活用し、業種ごとの売

上高、原価率、営業利益、付加価値額等を調査する。また、ヒアリングシートを作成し、経営上の

ニーズや現状抱えている問題等についても聞取りを行う。 

調査した結果は、年１回取りまとめてレポートにし、経営計画作成をはじめとする経営支援の資

料として活用するほか、ホームページに掲載して情報提供を行う。【新規事業】 

 

（３）目標及び調査項目  

調査名称 目標 調査項目 

① 各種調査レポートの

調査分析による情報

提供 

年１回 
業種別景況、設備投資動向、個人消費動向、地域

別人口 

② 独自に行う商工会管 

内の事業所調査 

１００事業所

／年１回 
業種別売上高、原価率、営業利益、付加価値額 

ホームページ

年１回掲載 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

ネットde 記帳の利用者には、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

過ぎず、将来の経営方針に繋げる指導とは必ずしもなっていなかった。また、ネットde記帳の利用

者以外には、各種経営調査や金融指導時の対応に留まっており、一部の小規模事業者への対応しか

なされていなかった。 
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（２）本計画において取り組む内容 

① 経営分析をする対象企業は、経営指導員等の巡回・窓口相談、各種会合等を通じ、経営分析ニー

ズを把握し実施するとともに、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

援企業として経営分析を行う。【新規事業】 

 

② 当会で行う経営分析は、以下の項目とし、必要に応じその他の経営分析を行う。経営分析結果は、

小規模事業者と共に検討し、内容の理解を深め、今後の経営資料として活用する。また、経営分

析を行った小規模事業者は、事業計画策定の支援対象者とし、事業計画策定支援に活用する。【新

規事業】 

ア．商品、役務等の提供の状況の把握 

イ．保有する技術又は、ノウハウ、従業員等の無形資産の把握 

ウ．ＳＷＯＴ 分析 

エ．損益分岐点売上高分析 

オ．財務データから経営分析による財務状況の把握 
（財務データからの経営分析は、ネットde 記帳の経営分析システムや、（独）中小企業基盤整備機構の経営自 

己診断システムを利用） 

 

③ 経営分析については、小規模事業者が入口から拒むことがないように、各小規模事業者のレベル

に応じたところから取掛り、経営への気づきの一歩とする。また、高度な案件については、専門

家（専門家派遣事業）と連携して対応する。【既存・拡充事業】 

 

④ 高度・専門的な経営分析案件については、宮崎県商工会連合会経営支援センター、地元金融機関、

よろず支援拠点等と連携するものとし、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧に

サポートしていく。【既存事業】 

 

（３）分析結果の活用方法 

経営課題について項目別に箇条書きに抽出し、事業者にフィードバックする。 

その課題の中での解決項目に優先順位をつけ、課題解決に向けて伴走型のきめ細かな指導・助言

を行い売上・利益を確保する。また、経営指導員では解決困難な課題については、専門家派遣やよ

ろず支援拠点を活用する。 

 

（４）数値目標 

①経営分析件数                         （単位：件） 

年 度 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

件 数 １６ ２４ ２４ ２６ ３０ ３０ 

   ※１指導員あたり１２件（１か月に１件）以上を目標とする。 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

(１) 現状と課題 

現状では、税務や労務の面からの事業計画策定支援は、問題の解決のための対応的指導が多く、

金融指導の際でも、資金繰り計画など財務の面からの検討が中心で、将来に向けた経営理念を含む

経営方針、事業計画策定までは至っていなかった。また、小規模事業者自身も事業計画策定には関

心が薄い傾向が見受けられる。 

     

(２) 本計画において取り組む内容 

 本計画において経営分析を実施した事業者を対象として、事業計画の策定支援を行う。経営分析

を通じて明らかになった経営課題を解決するための取り組みとして、事業計画策定の必要性を訴え、

事業者の理解を得たうえで支援を実施する。計画の策定・実施にあたって高度な専門知識を必要と

する案件については、各分野の専門家等と連携して支援を行う。 

 なお、経営者の高齢化が進んでいることから、事業承継予定者については重点的に計画策定を推

進し、円滑な承継への取り組みを支援する。 
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(３) 創業予定者に関する支援 

  創業予定者については、延岡市が国から認定を受けた「延岡市創業支援事業計画」に基づき延岡

商工会議所・当商工会、市内金融機関で構成する「スタートアップ支援センター」による創業に関

する相談会、創業者向けセミナー、創業塾の参加者に対して、創業計画書、収支計画書、資金計画

書の作成支援を行う。 

 

(４) 数値目標 

 現在 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 １４ ２０ ２０ ２４ ２８ ２８ 

創業計画策定事業者数 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

  

 

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、創業相談、金融、税務相談を機会として、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、当商工会からの継続的なフォローアップについては、一部の事業所にしか及

ばなかった。 

  今後は、事業計画策定支援後、効果・成果の確認を行い、状況に応じて計画の見直しや改善提案

を行うことが課題である。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

① 本計画において事業計画策定を実施したすべての事業者に対して、経営指導員の巡回により事

業計画の進捗状況を確認する。経営指導員は 1 年ごとに事業計画の効果・成果の測定及び評価を

行い、必要に応じて計画の見直しを行う。事業者に寄り添い、繰り返し事業計画の「計画・実行・

確認・見直し」に取り組むことで、将来的には事業者自身で PDCA サイクルに取組めるよう支援

を行っていく。 
なお、策定後の支援は、原則として四半期に１回実施することとし、次年度以降は事業者の進

捗状況に応じて加減する。 
 

② フォローアップにあたり、商工会のみで対応が困難な案件については、よろず支援拠点等との

連携や中小企業基盤整備機構等の専門家派遣事業を活用し支援を実施する。 
 
③ 事業計画実行において資金需要が生じた場合は、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達

支援融資制度」を活用し、金融面からのバックアップをする。 
 

④ 創業者に対しては、経営指導員による巡回・窓口相談を通じて、事業計画の進捗状況確認や計 
画の見直しなどの支援を実施する。 

 

（３）数値目標 

 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者 

フォローアップ回数 
５０ ８０ ８０ ９６ １１２ １１２ 

創業計画策定事業者 

フォローアップ回数 
２ ８ ８ ８ ８ ８ 

  

 （４）期待される効果 

   経営指導員が定期的な巡回で継続的なフォローアップを行うことで、小規模事業者とともに事業計

画のＰＤＣＡを行うことができ、課題の早期把握により、事業の見直し等に迅速に取り組むことが

できる。 

また、巡回による伴走型の支援により、つまずきによる意欲低下を防ぐことにもなり、事業計画

実行の取り組みを継続していくことが期待できる。 



９ 
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

現在、商工会で需要動向調査は行っていないため、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。また、独自に調査を実施している事業者もない。本事業の取り組みにより消

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

えを浸透させ、消費者ニーズに合った商品を提供できるよう支援する必要がある。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

 ① 対象事業者 

  本計画において経営分析及び事業計画策定を実施した事業者のうち、北浦町のイワシ・サバ・カ

ンパチ・イセエビ、北川町の鰻・鮎・ジビエ、北方町の桃・柿・栗・自然薯・茶などの地域資源を

活用した特産品開発等への取り組みに対して需要動向調査を実施する。 

（ア）食料品製造業のうち地域の農林水産物を活用した特産品等の製造を行う事業者 

（イ）飲食業のうち地域の農林水産物を活用した商品・サービスの提供を行う事業者 

 

② 対象商品・サービス  

（ア）食料品製造業が製造する地域の農林水産物を活用した商品 

（イ）飲食業が提供する地域の農林水産物を活用した商品・サービス 

 

③  調査方法 

 (ア)独自に実施する消費者ニーズ調査 

    消費者のニーズを把握するため、商工会独自のアンケートを作成し、経営指導員が中心とな

り消費者に対するアンケート調査を実施する。 

   (a)食料品製造業の商品 

      【調査場所】 管内にある道の駅（道の駅北浦、道の駅北川はゆま、道の駅北方よっちみ

ろ屋）、販売店舗 

      【実施方法】 対象商品発売後、購入及び試食者に店頭でアンケート記載の協力をお願い

する。１商品あたり１週間以内に３０枚以上回収する。 

【調査内容】 性別、年齢、住所、購入のきっかけ、購入理由、購入頻度、満足度（味・ 

価格）、要望など。 調査内容を基に商品の印象、魅力度、価格、関心度、 

購入における重視事項を分析する。 

      (b) 飲食業の提供する商品・サービス 

【調査場所】 飲食店舗内 

     【実施方法】 対象商品・サービス開発後、お客様来店時にアンケートの協力依頼をし 

食事後回収する。１商品・サービスあたり２週間で３０枚以上回収する。 

【調査内容】 性別、年齢、住所、来店のきっかけ、来店理由、来店頻度、商品（料理） 

を選んだ理由満足度（味・価格）、要望など。 

調査内容を基に、来店の重視事項、性別・年齢による嗜好、クレーム要 

因となる不満要素等を分析する。 

 

（イ）需要動向調査の活用方法 

       消費者ニーズ調査では、経営指導員がアンケート結果の分析を行い、分析結果を報告書

にまとめて事業者にフィードバックする。顧客の声を伝えることでマーケットインの考え方

を事業者に浸透させ、需要に基づいた商品開発や既存商品のブラッシュアップ、商品構成の

見直しを行えるようにする。問題点を解消するために具体的な改善策を立て、いつからどの

ように実施するのかを決定し、実行できたかどうか、結果として改善できたかどうかまでチ

ェックする。調査資料や消費者ニーズ調査の分析結果を活用しながら、マーケティングの専

門家による商品等の評価、改善点やターゲット設定などのアドバイスを受け、商品等のブラ

ッシュアップに取り組む。 
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（３）数値目標 

支援内容 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
消費者ニーズ（アンケート）

調査の実施商品数 
０ ７ ８ ８ ８ ８ 

 

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 

展示会・商談会については、参加事業者が集まらないなどの理由からこれまでに開催はしておら

ず、他の支援機関等が主催する商談会への情報提供及び事前の出展支援を行うのみであった。 

今後は、小規模事業者の新たな需要開拓に取り組むため、展示会等への出展に関して事前から事

後までを伴走型で支援し、需要開拓に着実に結びつけるための支援策を講じていくことが課題であ

る。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

  本計画において経営分析、事業計画策定を実施した事業者のうち、地域資源を活用した特産品を

中心に販路開拓に取り組む事業者を対象として支援を行う。 

① 展示会・商談会の事前支援 

販路開拓、販路拡大に取り組む小規模事業者に対して、連携支援機関等が主催する展示会・商談

会の情報を収集し、出展手続きや商品提案書の作成支援、展示方法などの助言・指導、商談会の詳

細状況の提供など展示会等への出展を支援する。 

（ア）商談会・展示会情報の提供 

 …出展を検討する展示会等があれば、来場バイヤーの特性等の情報を事前に主催者から収 

集して事業者に提供し、商談のミスマッチの防止や成約率の向上につなげる。 

 

（イ）FCP 展示会・商談会シート＊作成支援、展示ブース・商品構成等の助言指導 

 …FCP展示会・商談会シートや商談資料、展示方法等について経営指導員が巡回・窓口相談

を通じて確認を行い、必要に応じて販路開拓やディスプレイ指導等の専門家による助言・

指導を実施する。 

＊FCP展示会・商談会シート･･･農林水産省が推進するフード・コミュニケーション・プロジェクトが作成 

した食品関連の展示会・商談会で使用される商談用シート 

 

   ＜想定される商談会＞ 

    事業者の販路開拓、販路拡大への進度にあわせて出展支援する展示会等の選定を行う。 

  

 

 名称 
（開催地/開催期間） 

主催者 
商談形式・ 

来場バイヤー数 
展示会等の特色 

宮崎県地場産品商

談会 

（宮崎市/1日間） 

宮崎県商工会

連合会 

個別商談(４社) 
※平成 29年度実績 

関東や宮崎県内で食の卸を行うバイヤーとの個別商談

会。宮崎県商工会連合会主催で宮崎県内での販路拡大に

取り組む小規模事業者も参加しやすい。 

出展無料。 

フードエキスポ九

州 

（福岡市/2日間） 

Food EXPO Kyushu

実行委員会（福岡

市、福岡県、福岡

県商工会連合会

等） 

展示・個別商談 

(147 社 、 国 内

60・海外 87、来

場者 4,057名) 
※平成 29年度実績 

関東・関西・福岡県の商社や卸・小売のほか、海外から

は中国・台湾・東南アジアなどから多数バイヤーが来場

する。都市部やアジア向けに販路開拓を目指す事業者向

け。 

出展料 108,000円～。 

スーパーマーケッ

トトレードショー

（千葉県/3日間） 

スーパーマーケ

ットトレードシ

ョー実行委員会

（新日本スーパ

ーマーケット協

会等） 

展示商談 (来場

者 88,121名) 
※平成 29年度実績 

※個別商談会も同

時開催 

国内最大級の規模で開催され、全国のスーパーマーケッ

トを中心とした小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食、

海外などから多数のバイヤーが来場する。 

都市部や海外向けへの販路開拓を目指し、規模の大きな

取引が可能な事業者向け。 

出展料は基礎小間 399,600円～/非会員(平成 29年度)。 
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②展示会・商談会出展中の支援 

 出展に際しては、経営指導員等が同行し、展示方法や商談設定などの支援のほか、バイヤーや消 

費者から商品についての聞き取りを行う。 

 

③展示会・商談会の事後支援 

    バイヤーや消費者からの評価について分析を行い、出展後３か月は、月１回以上の巡回・窓口

相談を実施し、具体的な商品の改善点、今後の販売戦略について助言する。また、必要に応じて

専門家派遣事業を活用して商品改善の支援を行い、商談を行ったバイヤーへ再提案する際の商品

提案書の作成支援等を実施し、成約率向上につなげる。 

 

（３）数値目標 

 現在 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

展示会商談会への出展事業者数 １ ４ ４ ６ ６ ６ 

展示会商談会等での成約件数 未確認 ８ ８ １２ １２ １２ 

成約による年間売上アップ額 

※出展者全体（単位：万円） 
未確認 800 800 1,200 1,200 1,200 

  ※１事業所あたり成約件数２件を目標とする。 

  ※１成約件数あたり 100万円の年間売上増加を目標とする。 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

   延岡市の定めた「延岡新時代創生総合戦略」（平成 27年 10月制定）の政策分野の 1番目「雇用創

出プロジェクト」の基本的方向は、「豊かな自然環境」による体験型アウトドアレジャーや、豊富な

農林水産資源をはじめとする個性的な「食文化」を活用した滞在型観光の推進による観光産業の活

性化を進めることである。この方向性に基づき、商工会として地域経済の活性化のため以下の事業

に取り組む。 

（１）豊かな農林水産資源を活用した６次産業化等の推進 

  延岡市では、「食」と「連携」をキーワードとして“美食の街づくり”を目指す「東九州バスク化

構想」を推進しており、豊富な農林水産物の「地産地消」などに取り組んでいる。当商工会は、延

岡市、生産者、経済団体等で組織される「のべおか６次産業化・農商工連携推進会議（年２～３回

開催）※」に参画し、東九州バスク化構想や６次産業化等の推進について関係機関との意識共有を図

るほか、生産者と商工業者とのマッチング推進、地域の農林水産物を活用した加工品の開発支援を

行っている。 

  同会議において開発された商品や地域の農林水産物を活用した加工品については、これまでマー

ケティング方法が確立していなかったが、今後は、各地域の産業祭（海鮮！山鮮！きたうら市、干

支の町フェスティバル、北川町産業祭）といった既存イベントを活用して試食や販売を行うなど、

市の戦略と地域イベントを連動させる取り組みを進めていく。 

※構成（事務局）：延岡市、延岡観光協会、延岡市三北商工会、延岡商工会議所、延岡農協、延岡地 

区森林組合、延岡漁協、のべおか道の駅（株）、九州保健福祉大学、宮崎銀行、延 

岡信用金庫、宮崎太陽銀行など 

 

（２）滞在時間の長い体験型・滞在型観光の推進 

  延岡市は、ユネスコエコパークの認定を受けた大崩山をはじめとする山々や渓谷、環境省選定の

「快水浴場百選」で九州地域唯一の特選に認定されている下阿蘇ビーチを有しており、延岡市では

これらの自然を活用した体験型観光・滞在型観光の推進を目指している。それらを推進するために、

延岡市、延岡観光協会、のべおか道の駅（株）、当商工会等を構成メンバーとする「北ひむかのべお

か民泊協議会（仮称）」の設置が予定されており、同協議会では、体験型・滞在型観光の推進につい

ての協議や関係者間での情報共有を行う。商工会では、空き家等を活用した民泊事業の拡大支援、

農林漁業体験・ものづくり体験メニュー作成等の支援を行い、交流人口の増加を図り、地域経済の

活性化に取り組む。 
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   また、自然体験型観光の舞台は三北地域が大部分を占めており、当商工会のホームページ及びフ

ェイスブックページの活用や地域情報を報道機関に伝えるプレスリリースを実施するなどして地元

から旬の情報を積極的に発信していく。 

 

 

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 宮崎県商工会連合会、宮崎県商工会議所連合会、行政等が主催する、各種研修会や施策説明会等

が開催されており、各連携先から支援ノウハウや地域需要に関する情報、事例発表を聴く機会や

意見交換の場に積極的に参加している。今後も積極的に、各連携先の研修会・説明会等に参加し、

支援ノウハウ等の情報の取得を目指し、職種に係わらず研修会・説明会等には、支援担当者が偏

ることなく出席できる体制を作る。また、習得した支援ノウハウ等は、新たな需要の開拓を進め

る基盤の構築を意識してパソコン上で閲覧可能な状態で整理し、支援担当者全員の情報として共

有し、活用できる状態にする。 

 

② 県北支部経営指導員等経営支援会議（年４回開催）に出席して、県北地区における支援ノウハウ、

支援の現状について意見交換する。 

 

③ 日本政策金融公庫が開催する経営改善資金推薦団体連絡協議会（年１回開催）に出席して、県北

地域の経済状況、支援状況について情報を得る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

これまで時間と予算の関係で、経営指導員が参加する研修は県連合会主催が中心となっていたが、

今後は、経営指導員の資質向上を図るために、経営指導員は、OJTにより資質向上を図ることを基本

に、OFF-JT として「小規模企業からの相談スキル」「新商品開発」「営業販路開拓」「事業承継」

「IT 活用支援」といった県連合会や中小企業大学校が実施する研修に年間１回以上参加し、個別事

業者の経営力強化、売上・利益の確保を重視する支援能力の向上を図る。 

経営･情報支援員においてはOJTを中心に経営指導員から指導・助言内容、情報収集方法を学び、

伴走型支援能力の向上を図る。OFF‐JTにおいては、各職員の得手・不得手を把握し、不得手な点を

研修で補い効果的に資質向上を行う。 

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する。全職員は支援案件に係る個

人情報・企業情報の守秘義務・社外秘を徹底し、適切なセキュリティ管理のもと組織内で共有体制

を構築する。 

近隣町村の経営指導員等が習得した経営支援ノウハウは、四半期ごとに宮崎県北部の経営指導員

全員で情報交換会を開催し、経営状況分析をはじめとする各種支援ノウハウの共有化を行い、小規

模事業者への支援能力向上を図る。 

 

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、本計画に記載された事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価検証を行う。 

本事業の評価については、宮崎県商工会連合会が設置する「外部評価委員会」（年１回開催）を利用

し、いわゆるＰＤＣＡサイクルに基づく、経営発達支援計画の進捗管理の仕組みを確立し事業継続を

していく。 

なお、外部評価委員会の委員については、下記の委員が就任し評価を行う。 

委員候補 役職 選考基準 

学識経験者 中小企業診断士等 
地域経済に精通しており、商工会

業務に理解のあるもの 

地方公共団体職員 宮崎県 商工観光関係部署 担当者 

関係団体職員 日本政策金融公庫 担当課 

宮崎県商工会連合会役職員 専務理事  
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① 評価は、毎年度終了後に事業実施状況、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、当商工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、当商工会にアドバイス・助言等を行う。 

 

   ③ 当商工会は、外部評価委員会からの助言、アドバイスの結果をもとに、事務局内で次年度の支援

方法について再検討を実施後、見直し案を理事会に諮り承認を受ける。 

 

   ④ 理事会にて承認を受けた見直し案については、外部評価委員会にも報告する。 

 

   ⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については延岡市三北商工会のホームページにて公表するとと

もに、当商工会にも常設して閲覧可能な状況とする。 

 

＜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３０年７月現在） 

（１）組織体制 

   ①役員･･･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 

会長  １名 副会長 ２名   理事 １７名  監事 ２名 

     

②事務局･･･事業計画策定、事業遂行、会計、関係機関との連絡調整 

    北浦本所：事務局長 １名  経営･情報支援員２名 

北川支所：経営指導員１名  経営･情報支援員１名 

北方支所：経営指導員１名  経営･情報支援員２名 

 

（２）連絡先 

   延岡市三北商工会 

〒８８９－０３０１ 

住所：宮崎県延岡市北浦町古江２５２２番地９ 

TEL：０９８２－４５－２２７８  FAX：０９８２－４５－２２８４ 

メール：sankita@miya-shoko.or.jp 

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

 

 

  

http://www.miya-shoko.or.jp/sankita/
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 900 1,300 1,500 1,500 1,500 

 

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 

資質向上 

 100 

150 

250 

300 

100 

100 

200 

300 

500 

200 

200 

200 

400 

500 

200 

200 

200 

400 

500 

200 

200 

200 

400 

500 

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、国庫補助金、県補助金、市補助金 

 

 

（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 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

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、調査結果の分析、調査結果の共有を図る。 

 ２.経営状況の分析 

  商工会及び経営支援センターだけでは対応できない高度・専門的な経営課題解決に連携して取り組む。

金融機関に関しては融資等の金融サポート含む。 

 ３.事業計画の策定 

  商工会及び経営支援センターだけでは対応できない高度・専門的な経営課題解決に連携して取り組む。

金融機関に関しては融資等の金融サポート含む。 

 ４.事業計画策定後の実施支援 

  商工会及び経営支援センターだけでは対応できない高度・専門的な経営課題解決に連携して取り組む。

金融機関に関しては融資等の金融サポート含む。 

 ５.需要動向調査 

  需要動向調査の実施、分析、調査結果の共有について連携して取り組む。 

 ６.新たな販路開拓 

  専門家による商品の評価、各種物産展、商談会への参加及販路開拓支援について連携して取り組む。 
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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：宮崎市松橋２丁目４番３１号  0985-24-2055 

   役割：経営分析、事業計画の策定、調査事業支援・情報共有、商談会等事業全般 

宮崎県  

代表：知事 河野 俊嗣  

住所：宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番１号  

役割：調査事業支援・情報共有、創業支援、経営革新計画･承認 

延岡市  

代表：市長 読谷山 洋司 

住所：宮崎県延岡市東本小路２番地１ 

役割：調査事業支援・情報共有、創業支援 

宮崎県中小企業団体中央会 

代表：会長 堀之内 芳久 

住所：宮崎市松橋２丁目４番３１号    0985-24-4278 

役割：商談会等の情報提供 

公益財団法人 宮崎県産業振興機構 

代表：理事長 緒方 哲 

住所：宮崎県宮崎市佐土原町東那珂１６５００番地２  0985-74-3850 
役割：需要開拓事業に関する支援 

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那珂１６５００番地２  0985-74-2060 
   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の支援 

宮崎県よろず支援拠点 

代表：チーフコーディネーター 長友 太 

住所：宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６５００番地２   0985-74-0786 

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

題解決、創業支援 

日本政策金融公庫 延岡支店 

代表：支店長 奥園 賢史 

住所：宮崎県延岡市瀬之口町１－３－１０    0982-33-6311 

役割：創業、経営革新等に対する事業資金の調達及び情報共有による事業開始後の資金繰り等支援 

延岡信用金庫 

代表：理事長 松山 昭 

住所：宮崎県延岡市南町１丁目４番地３     0982‐22‐1111 

役割：創業、経営革新等に対する事業資金の調達及び情報共有による事業開始後の資金繰り等支援 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

代表：理事長 高田 坦史 

住所：東京都虎ノ門３－５－１虎ノ門３７森ビル  03‐3433‐8811 

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

題解決、経営指導員等の研修支援 
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連携体制図等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

連携支援 

延岡市 

日本政策金融公庫 

 延岡支店 

宮崎県商工会連合会 

宮崎県中小企業団体 

中央会 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県食品開発 

センター 

延岡市三北商工会 

地域小規模事業者 

 

宮崎県 

宮崎県よろず 

支援拠点 

延岡信用金庫 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 
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