
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
諸塚村商工会（法人番号 ９ ３５００ ０５００ ２６４２） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

 

小規模事業者への伴走型支援体制を確立し、地場産業の育成強化に取り 

 組み、小規模事業者の経営力強化、商工業の魅力づくり、活力溢れる事業 

 活動の展開を支援して小規模事業者の持続・発展、地域経済の活性化を実 

 現する。 

事業内容 

 

Ⅰ 経営発達支援計画の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   地域経済動向調査（小規模事業者実態調査）の実施 

及び調査結果の活用、周知 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

   ①経営環境分析 ②財務分析 

３ 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

  事業計画策定支援の実施 

４ 事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①事業計画の実施、進捗管理  

②事業計画の見直し、改善等のフォローアップ 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

   消費者モニタリング調査の実施及び調査結果の活用 

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商品力の向上による需要開拓支援 

②商談会・展示会等の出展による需要開拓支援 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

   諸塚村特産品開発協議会及び推進部会への参画 

連絡先 

  

諸塚村商工会  

  〒883-1301 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代 2638-18 

        T E L  0982-65-1197  F A X  0982-65-1198 

        U R L  http://www.miya-shoko.or.jp/morotsuka/ 

    e-mail morotsuka@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 諸塚村の現状と課題 

１ 諸塚村の現状                 

（１）概要 

諸塚村は、宮崎県の北部日向市から国道 327 号線を約 50㎞ 

西上した九州山地の東面に位置する。 

日向市に至る公共交通機関は、路線バスが１日５往復（所要 

時間 100分）があるのみ。車利用で約 70分を要する。 

村の総面積は 187.56㎢。９割方を森林が占め、農耕地は１％ 

以下である。 

  村は、１世紀にわたって「林業立村」に取り組み、「全村森林 

公園化構想」を掲げ、林道沿線に「池の窪グリーンパーク」等の 

森林公園を整備してきた。 

また、交流型の観光事業に取り組み、都市部の人達と地域住民が農作業を通して交流を 

深める、山村交流体験事業を実施している。エコツアー、空き家を改修し体験交流・宿泊 

施設として利用する古民家の整備事業、農家民泊など地域が一体となった観光・交流事業 

も展開している。 

  村には森林を保全管理する伝統があり、全国有数の木材産地となっている。針葉樹林と 

落葉広葉樹林を計画的に交互に植林することで形成された「モザイク林相」と呼ばれる森 

林景観が評価され、平成 27年に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産に認定されている。 

  地域の特性として、自治公民館活動が盛んで、永年に亘り積み重ねてきた「集落を基盤 

としたひとづくり」を実践して行政との協働を図り、「協創の森・諸塚」を基本コンセプト 

として、実効性の高いむらづくり施策を推進している。 

 

（２）諸塚村の人口等の状況 

■人口の推移   （出典：総務省 国勢調査 但し平成 30年は村の統計による） 

調査年 
昭和 

35年 

昭和 

40年 

昭和 

45年 

昭和 

50年 

昭和 

60年 

平成 

7年 

平成 

17年 

平成 

22年 

平成 

30年 

人口

（人） 
8,048 5,636 4,582 3,872 3,212 2,687 2,119 1,882 1,609 

 

人口は、昭和 35年をピークに減少に転じ、昭和 50年 4,000人、平成 22年 2,000人を 

割り込む。直近の調査で 1,609人となり平成 17年時との比較で▲24.1％の減少となった。 

国立社会保障・人口問題研究所の今後の人口推計によると、2025年 1,356人、2035年 

に 1,079人、23年後の 2040年には 964人になると推計されている。 

 厚生労働省の人口動態保健所・市町村別統計によると、出生数は平成 20年からの５年 

間の平均年間 11人。平成 25年以降 10人であり、今後は一桁での推移が予測されている。 

高齢化率は、平成 22年時の国勢調査で 38.0％。全国平均(22.8％)を 15.2ポイント上 

回っている。25年後の 2040年までに 46.0％に達し、２人に 1人が高齢者になると見込ま 

れており、少子高齢化が危惧される。 

 

諸塚村 
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(３) 諸塚村の産業 

諸塚村は、農林業が基幹産業であり、そのうち細分化４大基幹産業として、木材・椎茸 

 ・製茶・畜産に力を入れている。 

特に、林業立村を唱える本村は、主要樹種である杉(スギ)・桧(ヒノキ)・櫟(クヌギ)の 

生産が顕著であり、人工林の計画的な伐採かつ適切な再造林による管理を重要施策として 

位置付けている。 

林家数は、木材価格の低迷や高齢化、後継者不足により、平成２年との比較で、減少率 

▲50.4％という状況にある。 

素材生産の状況は年間３億２千㎥となっており、平成９年度から取り組みを始めた産直 

住宅の建築に利用する「葉枯らし材」の普及が進んでいる。 

■林家数の推移                 （出典:2015農林業センサス） 

  平成 2年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

林家数 （576） （471） （321） （297） （280） 

農家林家数 442 343 279 267 246 

非農家林家数 134 128 42 30 34 

 

農業は、全国に誇る諸塚椎茸の菌床栽培をはじめ、ビニールハウス等の施設化を図り、 

 標高差や気象条件を活かした・夏秋野菜（ミニトマト・ホウレン草等）・花卉類（スイー 

 トピー・ホオズキ等）・果樹類(キンカン・ゆず・ブルーベリー等)など、収益性の高い作 

 目に着目し、生産量の確保及び価格の安定化を図っている。 

製茶業は、高品質で安定した製品の生産に努めており、一般的な煎茶ではなく、香り高 

いすっきりとした味わいと、甘みのある後味が特長の「釜炒り茶」を中心に製造。伝統的 

な製法でつくる希少な産地であるため、ブランド化の確立を目指している。 

畜産部門は、環境保全型の畜産を推進し、肉用繁殖牛の導入や改良に力を入れている。 

■農家数の推移                   （出典:2015農林業センサス） 

調査年 
昭和 

60年 

平成 

2年 

平成 

7年 

平成 

12年 

平成 

17年 

平成 

22年 

平成 

27年 

世 帯 数 903 840 806 799 739 716 683 

農家数（専業・兼業） 512 455 404 361 200 201 168 

 

■産業３部門別就業者の推移             （出典:総務省 国勢調査） 

  平成 17年 構成比 平成 27年 構成比 増減（人） 

第 1次産業 409 37.4％ 387 39.9％ ▲  22 

第 2次産業 221 20.2％ 169 17.4％ ▲  52 

第 3次産業 461 42.2％ 414 42.7％ ▲  47 

その他 2 0.2％ 0 0.0％ ▲   2 

合  計 1,093 100.0％ 970 100.0％ ▲ 123 

産業３部門別就業者の推移表中、第 1次産業就業者：細分化４大基幹産業である木材・ 

椎茸・製茶・畜産等に携わる者であり、約 40％の就業従事率。内、林業は一般社団法人 

ウッドピア諸塚(村等出資の一般社団法人の森林環境部)と森林組合作業班の就業者である。 
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第２次産業就業者：本村は品質の高い椎茸を生産しており、その加工グループの就業者 

等である。建設業は、中山間地という地理的要因や自然災害が多発することから必要不可 

欠な業種であるが、公共工事の減少等により事業者が淘汰され、就業者減少の要因となっ 

ている。 

第３次産業は、小売業・宿泊業・飲食業が主である。この中で飲食宿泊業及び小売業は、 

特に減少している。来村者の減少、近隣の延岡・日向両市への購買力の流出や高齢化・後 

継者難等が要因としてあげられるが、産業就業率は、40％を超え、ほぼ横ばい傾向にある。 

  総合すると、基幹産業である第１次産業と商業関係の第３次産業の就業率が約 40％であ 

り、農林業の発展が商工業の繁栄にリンクしており、村も雇用対策等を講じていることか 

ら、定住人口の増加を含め、農林業の雇用の拡大を期待しているところである。 

 

（４）諸塚村の商工業振興の方針 

諸塚村の総合計画後期基本計画(平成 27年度～平成 31年度)及び過疎地域自立促進計画 

(平成 28年度～平成 32年度)では、商工業振興の方針に関する次の４項目を掲げている。 

  ①商工業の振興を支援するうえで、重要な役割を担う商工会に対する運営支援 

  ②空き店舗対策事業及び地域循環型経済活性化の促進 

  ③後継者対策及び意欲ある若年経営者等に対する起業等への支援 

  ④中心商店街等を基軸としたまちづくり事業の推進     

 

また村が「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」として策定した「諸塚村総合戦略」 

（平成27年度～平成31年度）において、以下の施策目標を掲げている。 

 ①しごとをつくり、活力ある社会を目指す(地場産業の振興・特産品支援・雇用対策) 

 ②地域の魅力を磨き上げ、協創の森の人材誘致（就業の場の創出・ＵＩＪターン） 

 ③地域まるごと婚活・子育て支援(婚活イベント・中心商店街の交流拠点化) 

 ④住んで誇れるむらづくりの取組み(人材育成・自治公民館活動支援)  

  

２ 諸塚村の小規模事業者の現状と課題 

（１）小規模事業者の現状  

本村の小規模事業者数の推移は、小売業・飲食宿泊業をはじめとして全般的に減少傾向 

にある。宮崎県商工会連合会が調査する全県下商工会の実態調査においても同様の傾向に 

あり、特に①飲食宿泊業（▲41.6％）、②小売業（▲15.0％）の減少率が高い。 

 要因は、観光資源に乏しい本村において、観光客の利用は年々減少している、来村頻度 

が低い、公共事業等の削減に伴う工事関連業者の長期滞在利用の減少等により、飲食宿泊 

業は、利用度も低迷していった。 

また、小売業においては、少子高齢化等を含めた人口減少はもとより、近隣市に進出し 

 た大型小売施設等や地元Ａコープへの購買力流出等が考えられる。 

 

■諸塚村の業種別小規模事業者数              （商工会実態調査） 

 平成 22年 平成 25年 平成 26年 平成 30年 増減 

建設業 10 10 10 10 0 

製造業 10 9 9 9 ▲ 1 

卸売業 0 0 0 0 0 

小売業 20 20 20 17 ▲ 3 
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飲食・宿泊業 12 9 9 7 ▲ 5 

サービス業 9 9 9 10 1 

その他 11 12 12 11 0 

合計 72 69 69 64 ▲ 8 

 

（２）小規模事業者の課題    

 建設業は、工事受注高件数は確保できているものの、公共事業の予算削減等に伴う受注 

単価の減少や人材不足により、安定した利益が確保できず、不安定な経営状況にある。 

製造業は、地元で採れる農林産物を加工する特産品加工グループが多くを占めている。 

商工会が平成 20年度に実施した小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業によ 

り、商品開発やラベルの刷新等を行ない、一般社団法人ウッドピア諸塚（村等が出資して 

いる一般社団法人の資源開発部）が運営している特産品販売所「もろっこはうす」による 

販売、販路開拓を展開しており、その効果が出ているが、付加価値（人件費や利益など） 

は小さく、就業者の高齢化が目立ち、後継者の確保が急務である。 

小売業は、延岡・日向両市への大型店の出店やＡコープが新装開店したために、購買力 

 の分散と流出が課題となっている。消費者ニーズの多様化や大規模店等の品揃え、価格面 

における対抗は極めて困難であるため、消費者ニーズに即応した商品及びサービスの提供 

等に踏み込まなければ淘汰されていく可能性が高い。 

飲食業は、村民を中心に利用があり、比較的好調に推移しているが、消費者ニーズを把 

握して、従来のメニューを見直し、新規性に富んだものを開発し、人気メニューを作らな 

ければ顧客が離れていく恐れがある。 

宿泊業は観光資源に乏しいために観光客等の入り込みは少なく、滞在宿泊も減少傾向に 

あるため、観光客に受け入れられる料理、おもてなしに相応しい料理の開発など、新たな 

取り組みが必要である。 

林業については、現在、木材価格の上昇(7～8千円/㎥で⇒12～13千円/㎥)により、経 

営内容は好転しており、法人化する小規模事業者が増加している。 

今後、木材単価が安定化すれば経営の維持存続は可能であるが、作業従事者の高齢化が 

顕著であり、若年労働者の確保及び作業技術等の承継が急がれる。 

  総じて、①少子高齢化及び大規模店舗等への消費・購買力の流出に伴う小売業の経営難、 

②流入人口の減少に伴うサービス業の経営難、③建設業の受注単価の低迷、④製造業の付 

加価値の低減等が各業種における課題であり、全業種について事業主の高齢化、後継者育 

成とその確保、若年就業者の確保と事業に関する知識・技術承継等が課題である。 

 

３ 諸塚村商工会のこれまでの取組み   

（１）小規模事業者に対する経営改善普及事業を効果的に実施するため、年４回以上の巡   

回指導を行いながら、小規模事業者の現状把握、課題抽出及び解決を行っている。 

 

 （２）小規模事業者地域力活用新事業全国支援事業を活用し、特産品開発事業者の新商品 

   開発や既存商品のブラッシュアップ、ラベル刷新等の支援を行ってきた。 

 

 （３）諸塚村に要望を重ね、「商工業事業者育成支援事業補助金」が創設された。 

   ・後継者等商業基盤施設支援事業（若手経営者及び後継者が、事業を安定化すための 

設備投資等の費用にかかる２分の１を補助 補助金上限 ５０万円）  
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 ・新規雇用促進事業（諸塚村住民登録者を新規雇用した場合の補助 補助金上限３０ 

万円） 

   ・統一看板設置事業（村産材を枠にした統一看板を設置した場合の補助 補助金上限 

 ２万円） 

  

（４）３割引き商品券事業を実施し、小規模事業者の売上の安定化、新規顧客獲得等の地 

  域経済活性化事業を行っている。 

 

（５）「商工祭」を実施し、地域住民への小規模事業者及び地域内消費を PRしている。 

 

Ⅱ 中長期的な小規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への中長期的な振興のあり方 

諸塚村が今後 10年間において持続的な維持・発展を遂げるには、商工業の魅力と活力 

溢れる事業活動の展開と村民をはじめとする消費者への発信、小規模事業者間における地 

域内資金循環型利活用促進、将来を見据えた雇用拡大、事業知識・技術承継をはじめとす 

る後継者育成及び起業者の掘り起こし等が必要であり、地域経済の活性化を強力に図るた 

めに、小規模事業者に課せられる役割は極めて大である。 

商工会としても、商工業振興及び特産品の開発・販路拡大支援、人材確保等の雇用対策 

を重点目標とし、地方創生の方針に基づき、村と連携して小規模事業者の振興に取り組む 

必要がある。 

 商工会においては、小規模事業者に対する支援の重要性を充分に認識しつつ、これらを 

踏まえて、今後 10年間の小規模事業者の中長期的な振興のあり方について、以下の振興 

ビジョンを掲げ、小規模事業者に対する個社支援による経営力の強化並びに持続的な経営 

の安定・発展を図るものとする。 

 （１）小規模事業者の経営力の強化を図るため、各種調査及び分析を行い、事業計画策定 

支援、実行支援及び進捗管理、フォローアップ、また特産品開発、販路開拓等の伴走 

型支援を実施する。 

 

（２）小規模事業者の高齢化率が高まる中、事業承継支援を行い、事業知識・技術承継を 

はじめとした後継者育成及び起業者の掘り起こしに取り組む。 

 

（３）小規模事業者間における地域内事業所利活用促進事業や地域貢献事業に取り組む。 

併せて消費者に対しても、小規模事業者の魅力や必要性を発信して地産地消を促し、 

地域は自らで作り、守れるように、地域経済の活性化に取り組む。 

 

２ 小規模事業者への支援のあり方を踏まえた本計画の目標 

小規模事業者への中長期的な振興のあり方を踏まえて、５年間を実施期間とする経営発 

 達支援事業において、以下の目標を設定、実行するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる各 

事業の評価、検証、見直し、改善を年１回実施する。 

（１）小規模事業者への伴走型支援体制の確立 

  小規模事業者に対し、企業実態調査、経済動向調査、需要動向調査を実施し、経営分析、 

及び経営環境分析等を踏まえた事業計画策定支援、販路開拓支援等の伴走型支援を行うこ 
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とにより、小規模事業者の持続的維持・発展を図るとともに売上高の増加及び営業利益・ 

経常利益の向上を目指す。 

  また、小規模事業者が経営力向上を図るためには、新事業展開や新サービスの提供等も 

重要であることから、設備投資や人材投入など案件に応じて、小規模事業者の伴走型支援 

体制を強化し、個社支援を行う。さらに本村住民の高齢化が急速に進んでいることに鑑み、 

事業承継者及び創業予定者に対しても伴走型支援を行っていく。 

 

（２）地場産業の育成強化対策の実施 

地場産業を育成強化し、小規模事業者の事業機会や雇用の創出を図るため、特産品であ 

 る「しいたけ」を中心に花卉・果樹栽培業と小規模事業者が連携し、地域資源活用・農商 

工連携・新事業展開による特産品開発等の個社支援を行う。 

また、「食」をテーマに掲げ、「eat food in もろつか」構想事業を展開して、地域資源 

かつ観光資源となり得る地元の郷土料理等を掘り起こし、商品化はもとより調理・調味手 

法等のレシピ承継を行い、飲食・宿泊業及び特産品加工業等の小規模事業者に受け継がれ 

るシステムを構築する。 

加えて地元産品を活用した料理開発を行ない、飲食・宿泊業等の個社支援を行う。将来 

 的には、地域団体商標登録を視野に入れ、事業を展開していく。 

なお、これらについては、必要に応じて、県の小規模企業成長支援事業や村等の補助事 

 業を活用した事業展開を図るものとする。 

 

３ 本計画の達成に向けた方針 

  経営発達支援計画の目標達成に向けて、小規模事業者への伴走型支援体制の構築、地場 

 産業の育成強化対策について、以下のとおり取り組む。 

また、本会が実施する事業計画策定、販路開拓、金融等の個社支援や地域活性化事業等 

を円滑に実施するため、行政・金融機関等の関係機関と連携した支援体制をより強く構築し、 

強化していく。 

（１）小規模事業者への伴走型支援体制の構築 

小規模事業者の事業計画策定等を伴走型支援により、経営指導員が行う支援ノウハウ 

を共有することにより、本会としての伴走型支援体制を構築する。 

 ①小規模事業者の経営力強化 

窓口・巡回支援を通じて小規模事業者の支援ニーズを掘り起こす。地域経済の動向、 

企業の実態を踏まえ財務分析等を実施し、強み・弱みを分析して事業計画の策定、販路 

開拓を伴走型で支援し、売上及び利益の増加に繋げる。 

 

②事業承継及び創業（第二創業含む）の支援強化 

事業承継や創業の重要性を認識し、案件の掘り起こしを行うとともに、計画的な伴走 

  型支援を実施し、小規模事業者の経営維持及び第二創業等の個社支援を行う。 

 

 ③フォローアップ体制の強化 

小規模事業者に対するフォローアップを行い、成果・効果を常に確認し、時には事業計 

 画の変更まで踏み込み、小規模事業者の持続的な発展に繋げる。 
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（２）地場産業の育成強化対策の実施 

小規模事業者の事業機会を創出し、経営の維持ひいては経営力向上を図るため、地域資 

 源となり得る特産品である「しいたけ」を活用した商品開発や伝統郷土料理をはじめとす 

る料理開発等にかかる以下の支援を行い、地場産業を育成するとともに雇用の拡大を図る。 

①特産品開発及び郷土料理の商品化等の取組みを促進するため、特産品製造事業者など 

小規模事業者の既存商品のブラッシュアップ及び新商品開発を行う。 

 

②地域資源活用・農商工連携・新事業展開による創業・第二創業の支援を行う。 

 

③伝統郷土料理の掘り起こしを行ない、地域資源かつ観光資源となり得る可能性を秘め 

た料理開発及び調理手法等の承継事業等を実施する。併せて試食会、需要動向調査を 

行うことで消費者ニーズに即した地域の独創性を創出した商品開発支援を実施する。 

 

④各小規模事業者の販路開拓を図るため、村内、県内及び県外において開催される商談 

会・展示会及び物産展等への出展支援を行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(１)現状と課題 

本地域における小規模事業者の経営に関する現状や今後の動向、また経営環境等の各種 

 情報を、金融支援をはじめとする経営全般の窓口指導、巡回指導の際に、事業者の経営状 

況、業界状況を調査することで取得し、その結果を商工会の内部資料として蓄積してきた。 

この内部資料を地域内小規模事業者の情報として職員間で共有し、情報交換を行うなど 

 して精度を上げてきたが、経営支援ツールとして十分に活用できていない状況にある。 

また、地域経済の動向調査等を行っておらず、小規模事業者への情報提供が十分に行わ 

 れていなかった。 

  このようなことから、今後、本会としては、地域の経済動向調査等を実施するとともに、 

公的機関等が公表しているデータを分析し、独自の資料を作成し職員間で共有しながら、 

巡回支援時やホームページ等で小規模事業者へ情報を提供し、経営相談・支援等を行う際 

の基礎資料に活用することで、充実した個社支援を行うことが求められる。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

  ①事業の内容 

  小規模事業者が、事業計画策定の重要性を認識し、地域の経済状況を踏まえ、経営状況 

 の分析、事業計画策定等を行う上で最も必要となるため、地域経済動向調査を実施する。 

小規模事業者の持続的な経営の発展に繋げていくために、商工会独自の「小規模事業者実 

態調査」として実施する。この結果を分析して情報提供しながら、小規模事業者の経営支 

援に活用する。 

②対象事業者数 

  村内の小規模事業者６４社の中から製造業、建設業、小売業、飲食宿泊業、サービス業、 

 林業(法人)等の６業種を対象とし、事業者の業種並びに業種別事業者数のバランスを考慮 

 して１５事業者を調査対象とする。調査・分析に関しては１５事業者(製造業２、建設業２、 

小売業５、飲食宿泊業３、サービス業２、林業１)を対象とするが、本村小規模事業者の 

約 25％にあたり、適切な経済動向を十分に明確にすることができる。 

③調査時期 

  毎年、5～6月の期間に、年 1回実施する。 

④調査項目 

  調査項目は、売上動向、利益動向、資金繰りの動向、業界動向、従業員数の推移、設備 

 投資計画、新規事業展開、抱えている経営面における課題等とする。 

  ⑤調査方法 

  調査項目を記載したアンケート調査票に基づき、経営指導員等の巡回等を通じて対面ヒア 

リング形式により実施する。特に、新事業展開並びに新サービスの提供に取り組む事業者や、

経営面における厳しい課題を抱えている事業者については、今後の伴走型個社支援を行 

う上で重要な項目になるため、ヒアリングを厚くする。 

⑥集計、分析及び周知方法 

  国・県及び民間シンクタンク等が公表している調査・分析資料を活用しつつ、中小企業 
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 診断士、税理士等の専門家と連携し、集計及び分析を行う。  

なお参考にする調査・分析資料は、小規模企業景気動向調査（全国商工会連合会及び宮 

 崎県商工会連合会）、中小企業景況調査(中小企業庁）、中小企業動向調査(日本政策金融公 

庫)、産業統計（経済産業省）、経済センサス・県北経済の動向（宮崎県)、マンスリーデー 

タ(宮崎県信用保証協会)、日本経済リポート(㈱東京商工リサーチ)とし、本会独自の「小 

規模事業者実態調査」の分析を実施するにあたり、重要な参考資料として利活用する。 

また、調査結果については、巡回支援をはじめ経営相談時に小規模事業者に提供すると 

ともに、経営分析及び事業計画策定の対象事業者等に対する経営支援ツールとする。 

合わせて、商工会のホームページに掲載し、公表することで、村内の小規模事業者が、 

今後の事業計画策定等に役立てられるようにする。 

 

  (３)目標 

項    目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

独自調査実施事業者数 15社 15社 15社 15社 15社 

調査・分析回数 1回 1回 1回 1回 1回 

分析結果公表回数 1回 1回 1回 1回 1回 

     ※村内小規模事業者数の約 25％にあたる 15事業者を対象に実施し、適切な 

経済動向を十分に明確にすることができる。 

  

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

(１) 現状と課題 

現状は、小規模事業者の経営状況について、経営や金融相談等の窓口指導及び巡回指導、 

決算時に現況確認を行ない、決算書を見る機会があった小規模事業者に対してのみ財務等 

の指導を行っていた。 

必要最低限の財務指導であったため、決算書の財務分析等からの経営課題の抽出までは 

 行うことができず、小規模事業者が抱える本質的な経営課題の課題解決には至らなかった。 

このようなことから、今後、本会としては小規模事業者の事業計画・経営計画の策定に 

 繋げるため経営分析に取り組む必要がある。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

小規模事業者（会員・非会員を問わない）へのヒアリングにより経営環境分析とともに 

決算書等から財務分析を行い、経営課題を抽出した後、以下のとおり経営分析を実施する。 

 

 ①対象事業者 

 小規模事業者に実施している巡回支援や窓口支援における店舗・事業所の状況（来店状 

況・商品等の陳列状況、従業員を含めた事業所の稼働状況等）及び行政や職員による情報 

等により対象事業者を選定する。 

 

②分析方法 

経営環境分析は、ＳＷＯＴ分析を実施し、経営者へのヒアリング等により内部環境の強 

み・弱みや外部環境の機会・脅威を洗い出す。 

財務分析は、直近の３期分の決算データを全国商工会連合会が提供するネット de記帳、 

ネット de記帳決算入出力等に入力し、このシステムから抽出される６種類の経営分析帳 

票（比較貸借対照表、比較損益計算書、月別売上実績表、損益分岐点図表、経営分析 

レーダーチャート)等を活用し、全国同業他社との経営指標や３期決算推移の比較を行い、 
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経営課題等の改善項目を洗い出す。なお、比較する経営指標は、安全性、収益性、生産 

性、成長性の観点から対象事業者にあった指標を選定し、実施するものとする。 

また、分析にあたっては日経テレコンや市場情報評価ナビなどのデータベース、ＴＫＣ 

 業種別審査辞典等の経営指標を活用する。 

なお、経営分析結果は報告書を作成し、対象事業者へ説明及び改善提案を行い、事業計 

 画策定に繋げる。 

 

 （３）目標 

項    目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

経営分析実施事業者数 12社 12社 12社 12社 12社 

   ※経営指導員数×１社×12か月を目標とする。 

 

（４）期待される効果 

小規模事業者に対する経営分析を行うことで、計数的に自社の状況を把握することが可 

能になり、ＳＷＯＴ分析により自社の強みや弱み、外部環境を再確認することができる。 

また、自社の位置付けや地域における役割、将来にわたる経営意欲の醸成を促進するこ 

とも可能となる。 

今後の事業計画策定にあたり、内外部環境、自社の強み及び弱みを理解し、改善しながら、 

中長期的なビジョンを作り上げるための重要な資料となる。 

商工会としては、一定数の小規模事業者の経営分析を行うことにより、個々の経営実態 

の把握や今後の事業計画の策定に繋げることができる。 

更に、地域内の商工業における業種・業態別の抱える課題を抽出と、その解決に向けた 

 取り組みを実行することができるようになる。 

 

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 

  過去、本会が行ってきた事業計画の策定は、金融支援、経営革新、補助金申請等の際に 

 必要なことに限られ、本来、あるべき各小規模事業者の経営維持・発展のための事業計画 

ではなかった。 

   現在、経営環境（特に外部環境）が大きく変化し、人的資源・物的資源・資金・情報等 

 の経営資源が限られた小規模事業者が持続的発展を遂げるためには、社会現象である少子 

高齢化や人口減少を踏まえた上で、今後の事業を計画的に展開する必要がある。 

  そのため、経済動向を踏まえ、経営課題の克服及び自社の強みをより強化した事業計画 

 を事業者と一体となって策定することが急務である。 

 

(２) 本計画において取り組む内容    

  自社の経営において、今後の事業展開を見通す中で、事業計画を策定していくことが重 

要であることを理解し、意欲を持つ小規模事業者に対して策定支援をしていくことが効果 

的であることから、以下のように取り組んでいく。 

①対象事業者 

 経営分析を実施した事業者及び創業計画、事業承継計画に関わった事業者とする。 

 なお、需要動向調査の対象となる特産品加工事業者については、優先的に実施する。 

 

②計画期間  

 概ね３年～５年とする。 

 

 ③策定方法  
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策定する事業計画については、現在、商工会が日頃から利用している既存フォーマット 

 （経営革新計画や経営計画つくるくん等）を活用して計画書を策定する。 

 事業計画を策定する中で、専門的な見地が必要な場合には、専門家派遣事業を活用しな 

 がら支援を行う。 

  また、事業計画の策定にあたり、労働生産性、売上高経常利益率の２つの指標の伸び率 

向上を計画期間中の目標として設定する。 

  なお、事業承継計画については、宮崎県事業承継ネットワークのコーディネーターと連 

 携して策定支援を行う。 

 

（３) 目標 

項    目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

事業計画策定事業者数 6社 6社 6社 6社 6社 

  ※事業計画策定事業者数には、事業承継計画策定事業者や創業計画策定事業者を含む。 

 

（４）期待される効果 

事業計画の策定を行うことで、経済動向や市場ニーズ、社会情勢の変化等に即応した経 

営を実行することが可能となり、また、計画の中には、経営戦略・経営戦術等、具体的な 

行動計画が明確化されるため、これを実行することにより、小規模事業者の持続的な経営 

の成長及び発展に寄与することができ、売上拡大、販路開拓及び経営力の向上に繋がる。 

 

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  

  本会では、小規模事業者の巡回・窓口相談を通じて経営支援業務を行っていたものの、 

取引先の倒産等に伴い売上計画の見直しが必要になった等の急激な業績悪化あるいは資 

金繰りの悪化を受けて、中長期的に伴走支援をしている案件は、年 1～2事業者であった。 

今後、小規模事業者が経営の持続的な維持・発展を遂げるためには、事業計画策定後 

の進捗状況を確認・把握していくことが重要であり、本会においてはこの進捗管理を重視 

重視し、事業計画を実効性の高いものとする取組みが必要である。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

①効果的な事業計画の執行のための指導・助言 

事業計画策定後は、実施支援及び進捗管理を計画的に行い、定期的（四半期に１回程 

度）に巡回指導等を行って、事業計画の実施及び進捗状況、未実行の場合、理由の確認、 

また必要に応じて、事業計画の見直し及び改善を行うなど、効果的に事業計画を執行する 

ための的確な指導・助言を行う。２年目以降は事業計画策定事業者の計画実施や進捗状況 

に応じて巡回指導等の頻度を加減する。 

具体的には、売上・受注高ＵＰ、商品力の向上、新規顧客を獲得するための営業力強 

化、販売促進事業、コスト削減、雇用拡大、人材育成、設備投資等様々な計画が想定され 

るが、進捗状況の確認、計画未実行の場合はその理由の把握、状況によっては事業計画の 

見直し・改善を行う。 

 

②関係機関との連携 

事業計画の実行に伴う資金需要には、日本政策金融公庫の「経営改善融資制度」の活用、

宮崎県信用保証協会、金融機関との連携で対処する。また、専門性が高い支援（特などの 

法律案件等）が必要な場合には、宮崎県商工会連合会の経営支援センターと協調して中小 

企業経営基盤強化事業等の「専門家派遣事業」を活用するとともに、宮崎県産業振興機構 

の「よろず支援拠点」等、関係機関と連携して支援に取り組む。 
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 連携で、事業計画策定後の諸問題を解決、回避することが可能になり、本会と小規模 

事業者が、他の事業（経営革新や農商工連携等）にも取り組みやすくなる。 

 

以上、事業計画策定後の実施支援については、的確なフォローアップを行い売上・受 

注高や利益の増加など事業成果が得られるまで伴走型個社支援を徹底して行う。 

 

(３)目標 

項    目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

フォローアップ 

実施事業者回数 
24回 24回 24回 24回 24回 

※２年目以降は事業計画策定事業者の計画実施や進捗状況に応じて、巡回指導等の頻度を加減する。 

  

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

(１) 現状と課題                 

本村の特産品については、豊富に生産される農林産物を原材料として、多くの事業者 

が加工品を製造してきた歴史がある。 

とりわけ、本村における最も有名な農産物に「しいたけ」があり、九州はもとより全 

国的にも高い品質を誇る産品が収穫されている。 

   この高品質の「しいたけ」を活用した特産加工品も数多く製造されており、①乾燥 

椎茸【FSC®COC認証製品】、②椎茸ドレッシング、③椎茸味噌、④椎茸クッキー等が代 

表される加工品である。 

※FSC®（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会(国際的な森林管理の認証を行 

    う協議会) …適正に管理された森林から産出した木材を認証する制度 

※COC 認証製品…ＦＳＣ認証原料が識別され、適正な管理のもと製造された製品 

 

また、その他にも、５つの加工グループ（小規模事業者）が独自で製造している特産品 

が数多くある。 

加工品は、諸塚村特産品販売所である「もろっこはうす」が中心となって販売、販路開 

拓等を展開している。「もろっこはうす」のスタッフによる商品開発の提案や販路開拓に 

努力していることが奏功して収益をあげているものの、各加工グループの従業員の賃金の 

のアップには至っておらず、付加価値額（人件費や利益など）は低く推移している。 

新商品開発等をはじめ、付加価値額の向上を図るために、消費者の視点に立ち、需要動 

向を知る必要がある。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

消費者モニタリング調査の実施 

①事業の内容  

  消費者の求めるニーズを再確認し、新商品開発や既存商品のブラッシュアップを行い、 

新規顧客獲得及び固定顧客確保に繋げ、売上アップを図るための調査事業として、消費 

者モニタリング調査を実施する。 

本会において、特産品等の需要動向については、内容・目的・必要に応じて総務省や 

経済産業省、観光庁などの国の統計調査や日経テレコン等のデータベース、商圏分析等 

には市場情報評価ナビ、その他各業種団体等から得られるインターネットの情報等を小 

規模事業者に対して提供してきた。 

また、平成 20年度に実施した小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業により、 

新商品開発やラベルの刷新等を行ない、村特産品販売所である「もろっこはうす」を中 

  心に販売、販路開拓を展開している。 
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今後、事業実施後１０年を経過し、特産品の開発及び見直しを含めたブラッシュアッ 

  プを実施する時期にきており、小規模事業者の持続的な維持・発展を図るため、消費者 

モニタリング調査を実施する。 

支援する対象者は、特産品加工業の小規模事業者とする。 

 ②調査方法 

  調査項目を記載したアンケート調査票を「ふるさと物産館 海幸 山幸(宮崎市)」が行 

 うイベント（森の恵みの感謝祭）会場内において、商工会及び特産品加工グループによ 

り配布・回収することとし、年１回（３月）実施する。 

 ③調査項目 しいたけ加工品（しいたけを活用したドレッシング等）、地こんにゃく、手 

作りだんごの①商品の味、②品質、③材料、④価格、⑤パッケージなど 

④調査消費者数  １品あたり５０名 

 ⑤集計、分析及び活用方法 

集計、分析は商工会を中心に専門家（中小企業診断士等）の指導を仰ぎながら行い、 

その結果は、対象の特産品加工事業者にフィードバックし、消費者ニーズを把握した上 

で新たな需要開拓に繋げる。 

 活用方法については、分析結果及び宮崎県物産貿易振興センターが運営する「みやざ 

き物産館ＫＯＮＮＥ（こんね）」及び「新宿物産館ＫＯＮＮＥ」、全国商工会連合会が運 

営する「むらからまちから館」等との連携によって収集した売れ筋商品等の情報を加味 

して、新商品開発、及び既存商品のブラッシュアップ（素材・価格・味・ネーミング・ 

パッケージ等を含む）を行い、「Morotuka Village」の特産品として、ブランド化を視 

野に入れた特産品販路開拓に繋げる。 

 

 (３) 目標  

項    目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

対象小規模事業者数 

（アンケート調査品目数） 

5社 

(5品) 

5社 

(5品) 

5社 

(5品) 

5社 

(5品) 

5社 

(5品) 

アンケート調査回収数 1品目 50 1品目 50 1品目 50 1品目 50 1品目 50 

フィードバック事業者数 5社 5社 5社 5社 5社 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

(１) 現状と課題 

 諸塚村には、全国的にも有名な農産物として、「しいたけ」がある。高い品質を誇る産 

品であるこの「しいたけ」を主素材に、村内で収穫されるその他の農産物も併せて、特産 

品を製造する、特産品加工事業者（特産品加工グループ）が５事業者存在する。 

しかしながら、商品アイテムが少ない、販売ノウハウを持たない、また、従業員や後継 

 者がいないなど、多くの課題を抱えており、売上・利益ともに減少傾向にある。 

一方、村内特産品を集約し、販売・営業・販路開拓を一手に担う特産品販売施設が運営 

されている。商工会が、諸塚村商工協同組合の業務を受託していた物産販売所(商工会館 

内)を村役場と協力して平成５年に、開業した施設「もろっこはうす」である。現在は独 

立した組織となっているが、県内外に、諸塚村の代名詞と言ってよいほど名を馳せており 

行政からの期待も極めて大きい。 

しかしながら、特産品加工事業者は「もろっこはうす」への依存度が高くなっている反 

 面独自の商品開発手法や販路を持っている事業者が少ないため、今後本会としては、需要 

 動向調査の結果を踏まえたうえで、消費者が求めている商品ニーズ等を特産品加工事業者 

 に提供するとともに、既存商品のブラッシュアップ、新商品開発等、付加価値額の向上を 

図り、手に取る商品、目に入る商品、口に入る商品、ひいては「売れる商品づくり」に向 

けた支援を行う必要がある。 
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また、より一層の販路開拓を促進するため、小規模事業者自らが、需要開拓に繋がる商 

談会・展示会・物産展等へ出展できるように支援を行うことが重要である。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

  諸塚村は質の高い「しいたけ」及びそれを原材料にした加工品をはじめ、優れた特産品 

 を数多く生産している。 

これらを活かし、海外進出を視野に入れた「乾燥椎茸」や特産品の村外への発信や販路 

 開拓を図る。そのための、新商品開発・商品リニューアル化勉強会の実施、都市圏域を含 

 めた商談会・展示会等への参加支援、パブリシティや広報誌等を活用した支援を行う。 

このことで、小規模事業者の受注増加、売上・利益の向上を目指す。 

  対象小規模事業者は、需要動向調査を実施した特産品加工事業者とし、商工会が一体と 

なって取り組み、伴走型個社支援とする。実施方法については、以下のとおりとする。 

 

 ①商品力の向上による需要開拓支援 

  商品開発、リニューアル化のための村主催の勉強会を活用し、宮崎県物産貿易振興セン 

ターが運営する「みやざき物産館 ＫＯＮＮＥ(こんね)」及び「新宿物産館ＫＯＮＮＥ」、 

全国商工会連合会が運営する「むらからまちから館」等から収集した売れ筋商品等の情報 

及び需要動向調査の結果を利用。情報をフィードバックしながら、新商品開発及び既存商 

品のブラッシュアップ（素材・価格設定・商品の味・ネーミング・パッケージデザイン等） 

を行う。このことで、付加価値額の向上を図る。 

商品の魅力を磨き商品力の向上を図るために、バイヤーの評価及び提案等を参考にし、 

専門家のアドバイスを受けながら、小規模事業者、商工会が一体となって取り組む。 

 

 ②商談会・展示会等による需要開拓支援 

  需要開拓に取り組む小規模事業者を対象に商談会・展示会等に参加する。 

バイヤー等からの情報や諸塚村の意向で、特産の椎茸及び椎茸特産品を海外展開に繋げ 

 る機運が高まっていることから、ＢtoＢに重きを置き、以下の商談会の中から目的にマッ 

 チする事業を選択して参加する 

〇フーデックスＪＡＰＡＮ（国際食品・飲料展） 

  ～幕張メッセで開催されるアジア最大級の食料・飲料展 

  出展事業者数 4,100事業者 来場者数 約 73,000 人 

 

〇アグリフードＥＸＰＯ 

～東京ビッグサイトで開催される農林産品及び特産品の展示商談会 

  出展事業者数 550事業者 来場者数 約 13,000人 

 

〇全国連・県連・物産貿易振興センター主催商談会等 

 

（ア）事前支援 

商談会・展示会等の情報、得ることが期待される事項、従来の商談参加企業数や参加 

者数、費用等の情報を小規模事業者に提供する。 

支援する事業者とマッチングすると判断した商談会・展示会等の場合はさらに踏み込 

  んだ支援を以下の内容で行う。 
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「商品の特長やセールスポイント」を適確に伝えるセールストークの手法、展示ブー 

スや商品構成、チラシ、ＤＭなど広告媒体の作成などの支援、及び来場するバイヤーの 

特性を伝え、さらに成約件数及び売上の目標を定める。以上については高度な知識を要 

するときは専門家との協力も得て検討・支援する。 

 

（イ）商談会・展示会等会場での支援 

経営指導員が同行し、ディスプレイの支援、バイヤーや消費者の意見収集、さらにバ 

  イヤーとの今後の接触を円滑にする為の商談、連絡調整を行う。不慣れな出店事業者の 

接客状況を常に注視し、不案内な点が生じたときにはできる限りの支援をする。 

 

（ウ）事後支援 

商談会・展示会等終了後、バイヤーとの連携強化を図り、出店事業者の商品の改善点 

  や課題をもとに商品の改良等を図る。場合によっては新商品の提案も行う。このために 

経営指導員は巡回、窓口相談を実施し、助言提言を行ってバイヤーの意見に沿う商品を 

提案するなどして成約に繋げる。 

 

この需要開拓の支援は、直接的に小規模事業者の経営維持・発展に繋がるため、特に 

力を入れ、成約による売上高の増加を狙う。 

なお、魅力ある特産品づくりを行い、販路拡大を図るためには、専門家及びバイヤー 

との良好な関係を築くことが必要不可欠であり、根気強く連携・協調体制を築いていく。 

 

 (３) 目標 

 項    目 H31年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

支援小規模事業者数 5社 5社 5社 5社 5社 

新商品開発・ブラッシュアップ 
商品数 

10品 10品 10品 10品 10品 

商談会・展示会参加事業者数 5社 5社 5社 5社 5社 

商談会・展示会による新規 

取引先（顧客）成約件数 
5件 5件 5件 5件 5件 

成約による年間売上増加額 

（単位：千円） 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

（４）期待される効果 

 新たな需要開拓策として、商談会や展示会等へ参加することにより、市場ニーズを把握 

することができる。 

 また、商品開発やブラッシュアップ、売上分析等を行うことにより、ＰＤＣＡサイクル 

を実現でき、市場ニーズに即応した商品開発等を可能にすることができる。 

「どうすれば消費者が求める商品となるのか。」、「どうすれば売れる商品になるのか。」 

等の生の意見を取り入れながら事業を展開するため、今後も、自社独自で販路拡大による 

売上・利益アップを図ることができるようになる。 

商工会においても、バイヤーの意見・アイディアを根気強く聞き取るようにし、将来に 

わたって、商談成立に結び付くよう関係強化に向けて取り組むことができる。 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

 １ 現状と課題 

  諸塚村は、観光資源に乏しい村ではあるが、村や観光協会が主催する文化祭、山開き、 

 エコ・体験ツアーや商工会が主催する商工祭・夏祭り、各地区で開催される夜神楽や神社 

 の祭り等のイベントが年中行事として開催されている。地区独自の小さなイベントも含め、 

都市部在住の村出身者や、かつて諸塚で公務に従事した人など、諸塚ファンが里帰り気分 

で集い、地域経済の活性化に少なからず貢献している。 

とりわけ、本会主催の「商工祭」は、他の経済団体等とも連携、意識の共有を図り、地 

域を挙げて実施しており、村民も非常に楽しみにしている魅力あるイベントである。 

  また、村からの受託で実施している「３割引商品券発行事業」（年 1回）は、その効果 

大きく、地域内の購買が促進され、地域経済活性化対策に貢献している。 

  特筆すべきは、平成 17年の台風 14号による中心商店街の壊滅（後に激甚災害に指定） 

 に係る経緯である。小規模事業者の多くが、廃業や仮店舗での営業を余儀なくされてきた 

が、厳しい状況を克服し、ようやく平成 27年３月に中心商店街が復興し、被災した小規 

模事業者も新店舗で営業ができるようになった。 

 

特産品開発という観点から言えば、全国ブランドである「しいたけ」と、しいたけを 

 原材料にした特産品開発は、村・ＪＡ・商工会が時には連携し、時には独自に行うという 

 まとまりのない形で行われてきた歴史がある。例えば、いずれも県産品として名を馳せて 

 きた乾燥椎茸のブランドである「霧六峰」はＪＡが、全国商工会連合会主催の「ニッポン 

 全国物産展」で全国商工会連合会長賞を受賞した「椎茸ドレッシング」は商工会が支援し 

 た商品である。 

しかしながら、時間の経過とともに、訴求力も弱まり、他市町村が市場に出してきた 

多くの商品の中に埋没している感は否めない。 

 

  今後は、復興した中心商店街を核とした商店街活性化と廃業等により生じた空き地・空 

き店舗対策を実施すること、また村内の各団体や生産者・販売者等と共同して、特産品の 

開発支援と統一したブランドの確立、販売促進を行うこと、以上２点を実施しながら、地 

域経済の活性化を図る必要がある。 

 

２ 本計画において取り組む内容    

「食」をテーマに掲げ、特産品の新商品開発及び既存商品のブラッシュアップ、観光客 

 等の流入人口の増、復興した中心商店街の振興と第二創業（飲食業・宿泊業など）の促進 

を図りながら経済の活性化に取り組んでいく。このために商工会は、村役場や他の経済体、 

地域住民の構成する団体等と連携、または主催し、事業に参画する。 

「諸塚村特産品開発協議会及び推進部会」への参画 

村が主体となっている「諸塚村特産品開発協議会及び推進部会」に積極的に参画し、研 

 修会・意見交換会に参加する。観光資源に乏しい本村の地域活性化策として、「食」に重 

きを置き、特に、構成員である商工会・諸塚村・特産品加工グループ・特産品販売所（も 

ろっこはうす）等が中心となって、特産品の開発や既存商品のブラッシュアップ、料理開 

発を図り、【もろつかブランド】商品づくりを実施する。構成員は、諸塚村森林認証研究 

会（事務局：諸塚村役場）・（一社）諸塚村観光協会・諸塚村漁業協同組合・諸塚村自治公 

民館連絡協議会など。 

 

「諸塚村特産品開発協議会及び推進部会」と中心商店街が共同して「eat food in もろ 

つか」構想事業を展開し、商品化はもとより地域団体商標登録を目指し、消費者ニーズに 

 即した地域の独創性を創出した料理開発支援を実施する。 

また、「eat food in もろつか」構想事業では、伝統郷土料理を掘り起こし、飲食・宿 
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泊業及び特産品加工小規模事業者等へのレシピの伝承、料理開発を促進し、試食会等を実 

施する。 

  本事業においては、特産品開発事業、中心商店街を中心にした商店街活性化事業、空き 

 地・空き店舗対策事業等を最重要課題として認識し、地域経済の活性化に取り組む。 

  また、ミニ物産展の開催、もろつかマルシェ等の開催支援を行う。また、商店街に人を 

集める仕掛けづくりや空き地・空き店舗対策事業として、小規模事業者の第二創業（飲食 

業・宿泊業）の促進等を図る。 

これらの事業を通じて、料理だけでなく食材や加工品までを含めて「オールもろつか」 

 のブランド力を強め、村内から村外へと発信する。 

 

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取り組み 

１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

(１) 現状と課題 

これまでは、小規模事業者の相談内容等によって他の支援機関と連携し、小規模事業者 

支援を行ってきた。 

今後は、経営発達支援事業を積極的に展開し、より小規模事業者支援の強化を図るため、

これまでの機関に加えて、他の支援機関との情報交換を図りながら、支援力の向上 

を目指すことが必要である。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

域経済動向調査による調査・分析、小規模事業者に対する経営分析及び事業計画の策定、

またそのフォローアップ手法、需要動向調査による調査・分析及び需要開拓支援手法、地 

域経済の活性化に資する取り組み支援の内容など、経営発達支援事業を円滑かつ効果的に 

実施できるよう支援力の向上を図るため、以下の取り組みを行う。 

 

①経営支援会議への参画 

現在、県職員協議会：東臼杵支部は５商工会で構成され、18名の職員が配置されてい 

る。（事務局長 2名、経営指導員 6名、経営・情報支援員 10名） 

 

平成 28 年度から、本支部において、経営支援会議を開催し、経営指導員を中心に経営・ 

情報支援員が抱えている相談案件を持ち寄り、各々が持つ経験や知識をフルに活用し、支 

援内容の検討や問題解決について協議し、支援力の向上を図る取り組みを実施している。 

  現在、月に１回開催されており、本会においても本会議に積極的に参加し、支援手法等 

の共有化を図り、情報交換を行う。 

 

②経営支援者向け研修会等への参加 

   他の支援機関（中小機構、よろず支援拠点、他の商工会・商工会議所等）が実施する研 

修会等に積極的に参加（年 3回程度）し、経営支援手法を学び、また支援機関はもとより 

講師や参加者等と情報交換等を行う。 

 

③ 経営改善貸付推薦団体連絡協議会への参加 

  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（年１回開催される） 

 において金融情勢等に関する情報交換を行うとともに、各経営指導員が行った金融支援手 

法等の情報を共有する。 

 

④ 金融機関との情報交換の実施 

  地域の小規模事業者等を融資先としている、日本政策金融公庫延岡支店等金融機関に、 
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経営指導員が年に４回訪問し、金融情勢や金融案件等の情報交換を行い、また、金融機 

関主催で行われる商談会やマッチング事業等の状況を把握する。 

 

⑤ ひむか‐Bizとの連携 

  中小企業の新商品開発や売上・受注高 UPのための支援を行う「ひむか‐Biz」（日向市） 

に経営指導員が年４回、積極的に訪問し、センター長等と売上等の向上、販売促進事業、 

販路開拓等の手法など情報交換を行う。 

 

⑥ 関係機関との連携および情報交換 

  広汎な経営課題に対処するために宮崎県よろず支援拠点と積極的に情報交換し、また、 

新製品・新技術の情報等を得るため、及び、産学官共同研究の動向等情報を得るために、  

宮崎県産業振興機構、宮崎大学、南九州大学等を年１回以上訪問する。さらに 6次産業 

化の動向等、第 1次産業との連携を模索するために東臼杵北部農業改良普及センターを 

に２回訪問する。 

このように各関係機関との連携を強化し、情報交換を行うことで、今後の小規模事業 

 者の経営にフィードバックする情報を得ることができる。 

 

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 

本会の小規模事業者の経営支援体制は、経営指導員１名、経営・情報支援員１名と宮崎 

県商工会連合会が設置していた「県北経営支援センター」の広域担当の経営指導員が連携 

して行ってきた。 

平成２７年度に、広域連携体制をとる本県の方針により、本会には経営指導員の配置が 

無くなり、嘱託指導員１名、経営・情報支援員１名の組織体制であった。 

平成２８年度からは、経営指導員が１名再配置され、経営・情報支援員１名の２名体制 

に戻ったところである。 

今後、小規模事業者が経営の持続的な維持・発展を図るためには、中心的な経営支援を 

行う経営指導員等の資質向上が極めて重要である。このために、経営指導員等の資質向上 

を期するための人材育成について積極的に取り組み、支援ノウハウを商工会の知財として 

蓄積し、今後の経営支援に役立てる必要がある。 

 

(２) 本計画において取り組む内容 

本会の経営指導員及び経営・情報支援員が、以下の様な資質向上等の取り組みを計画的 

に行うことにより、小規模事業者の伴走型支援体制を構築する。 

  

①研修会等への参加 

  宮崎県商工会連合会及び宮崎県、また諸塚村等が主催する研修への参加、他の支援機関 

（宮崎県産業振興機構・宮崎商工会議所・宮崎県中小企業団体中央会等）が主催する経営 

全般・商品開発・販路開拓等のセミナーに参加し、小規模事業者に対する支援力向上を図 

る。特に、経営指導員等が不得手としている分野の研修会等には、積極的に参加し、支援 

力を強化する。 

 

②経営支援会議への参画 

  前述した経営支援会議に参画し、小規模事業者の課題抽出、及び解決方法とその手法等 

 を検討し、それらを共有しながら情報交換を行い、支援力向上を図る。 
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③支援内容の共有化 

商工会の財産である経営支援ノウハウの共有・蓄積化については、小規模事業者に対す 

 る経営支援の内容等を「経営支援報告書」にまとめ、局内回覧を行ない、文書管理サーバ 

ー内でデータ共有化する。 

 

（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、本計画に記載の事業実績状況及び成果について以下の方法により評価・検証・ 

見直し・改善を行う。 

 

①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において、年１回、経営 

   発達支援事業の成果や取組みについての客観的な評価、検証及びその改善についての 

   助言を受ける。 

なお、経営発達支援事業評価委員会の委員は以下のとおり。 

 

委員区分 役 職 

学識経験者 中小企業診断士等 

地方公共団体の職員 宮崎県 

関係団体の役職員 日本政策金融公庫 

宮崎県商工会連合会の役職員 専務理事 

 

②諸塚村商工会の理事会において、年に１回以上評価・見直し・改善について協議し、 

方針を決定する。 

 

③事業の成果・評価・見直し等について、本会通常総会において報告を行い、承認 

を受ける。 

 

④事業の成果・評価・見直し等の結果を本会のホームページで計画期間中、常時閲覧 

出来るように公表する。 

＊諸塚村商工会 HP（http://www.miya-shoko.or.jp/morotsuka/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miya-shoko.or.jp/morotsuka/
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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 11月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）役割分担 
  

経営指導員 １名 

   経営発達支援計画における事業の企画・立案から実施など運営全般を担当。動向調査等 

情報収集、経営分析、事業計画策定、専門家や外部機関との連携、支援体制の確立を行う。 

 

 経営・情報支援員 １名   

   経営発達支援計画で実施する巡回等による情報収集、データ整理等、事業実施について 

経営指導員のサポートを行う。 

 

 

（３）連絡先 

   諸塚村商工会   

    住 所 ８８３－１３０１ 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代 2638－18 

    ＴＥＬ ０９８２－６５－１１９７  ＦＡＸ ０９８２－６５－１１９８ 

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

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

担当：経営指導員 佐藤彰彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（諸塚村商工会） 

 
経営指導員 １名 

経営・情報支援員 １名 

職員会議（月１回） 

mailto:morotsuka@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） 

 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

 

専門家謝金 

 

専門家旅費 

 

職員旅費 

 

資料購入費 

 

展示会等 

実施・出展費 

 

広報費 

 

委託費 

 

外注費 

 

 

 

 

 

300 

 

100 

 

200 

 

200 

 

500 

 

 

200 

 

500 

 

0 

 

300 

 

100 

 

200 

 

200 

 

500 

 

 

200 

 

500 

 

0 

 

300 

 

100 

 

200 

 

200 

 

500 

 

 

200 

 

500 

 

0 

 

300 

 

100 

 

200 

 

200 

 

500 

 

 

200 

 

500 

 

0 

 

300 

 

100 

 

200 

 

200 

 

500 

 

 

200 

 

500 

 

0 

（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 

  

補助金、会費手数料収入等 

 

（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)各種調査等情報提供 

(2)事業計画策定支援 

(3)金融支援 

(4)創業支援 

(5)専門家派遣事業 

(6)商品開発支援 

(7)販路開拓支援 

(8)地域経済活性化協議会 

(9)経営発達支援事業評価委員会 

連携者及びその役割 

 

 名称 住所・連絡先 連携者の役割 

１ 
諸塚村 

村 長 西  川  健   

宮崎県東臼杵郡諸塚村 

大字家代 2683 

☎0982-65-1111 

・各種調査等資料提供 

・地域経済活性化協議会 

 

２ 
宮崎県 

知 事 河 野 俊 嗣 

宮崎県宮崎市橘通東2丁目

10番 1号 

☎0985-26-7111 

・各種調査等資料提供 

 

 

３ 
日本政策金融公庫 延岡支店 

支店長 奥 園 賢 史  

宮崎県延岡市瀬之口町1丁

目 3番 10 

☎0982-33-6311 

・各種調査等資料提供 

・金融支援 

・創業支援 

 

４ 

（公財）宮崎県産業振興機構 

（よろず支援拠点） 

（みやざきﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ相談ｽﾃｰｼｮﾝ） 

理事長  緒  方  哲 

宮崎県宮崎市佐土原町 

東上那珂 16500-2 

☎0985-74-3850 

・事業計画策定支援 

・専門家派遣事業 

・商品開発支援 

・販路開拓支援 

５ 
宮崎県信用保証協会 

 会 長 茂  雄 二 

宮崎県宮崎市宮田町 2番 

23号 

☎0985-24-8251 

・経営状況分析 

・事業計画策定支援 

・高度・専門的な経営 

 課題の解決 

６ 
宮崎県食品開発センター 

 所  長  水 谷 政 美 

宮崎県宮崎市佐土原町 

東上那珂 16500-2 

☎0985-74-2060 

・専門家派遣事業 

・商品開発支援 

 

７ 
宮崎県商工会連合会 

会  長  淵 上 鉄 一 

宮崎県宮崎市松橋 2丁目 

4番 31号 中小企業会館 

2階 

☎0985-24-2185 

・事業計画策定支援 

・専門家派遣事業 

・販路開拓支援 

・経営発達支援計画 

事業評価委員会 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸塚村商工会 
 

小規模事業者 
経営分析 市場調査・情報提供 

計画策定・実施支援 商品開発・販路開拓 

相
談 

支
援 

日本政策金融公庫 諸 塚 村 

宮 崎 県 

宮崎県商工会連合会 

○宮崎県産業振興機構 

（よろず支援拠点） 
（ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ相談ｽﾃｰｼｮﾝ） 

○宮崎県食品開発センター 

連携 

連携 連携 

連携 

諸塚村商工会 

宮崎県信用保証協会 


	【諸塚村商工会】計画概要
	【諸塚村商工会】別表１～４

