
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
椎葉村商工会（法人番号５３５０００５００２６６２ ） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 行政や金融機関、支援機関と連携し、小規模事業者の持続的な経営発達支援を実

施するとともに、小規模事業者が主体となって取り組む、地域の強みを活かした特

産品や観光商品等の開発や改良、販路拡大を支援し観光振興に繋げ、地域経済の活

性化を実現するため次の目標を掲げ支援事業を実施する。 

 １．小規模事業者の経営力強化 

 ２．地域ブランドの強化 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 商工会独自の景況調査を実施して、地域経済動向を調査・分析し、経営支援時に

活用するとともに、地域の小規模事業者が広く活用できるようにする。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 財務分析に加え、経営指導員等の巡回指導を通じた経営者への経営状況のヒアリ

ングを行い、外部・内部環境分析も行った上で経営状況を分析する。分析結果はフ

ィードバックし実態を把握するとともに、課題解決及び持続的発展に向けた事業計

画策定支援に繋げる。 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 経営分析を実施した事業所を中心に、小規模事業者が経営課題を解決し持続的な

経営発展に繋げていくために、地域の経済動向、経営状況の分析結果、需要動向を

踏まえ、事業計画の策定支援を行う。 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 経営指導員の巡回訪問によるフォローアップを実施し、経営状況及び進捗状況を

確認するとともに、事業実施に伴う各種施策等の情報提供を行う。また経営計画実

施や見直しによる高度、専門的な問題が発生した場合等は支援機関や専門家と連携

し、課題解決にあたる。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 小規模事業者が取り扱う商品についてモニタリング調査を行うとともに、外部公

表データを活用し需要動向調査を行い、調査結果を事業者へフィードバックする。 

 これらの情報を活用し、買い手のニーズを満たした商品の開発及びブラッシュア

ップを行い、マーケットインの考え方を普及させ、商品展開の見直しを図る。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 小規模事業者のインターネットを活用した情報収集及び発信力の強化を図り、展

示商談会等への出展や自社商品・サービスのＰＲを促進するとともに、出展の際の

事前支援や事後のフォローアップを行い、成約件数のアップを目指す。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 地元自治体や関係機関・団体、事業者が参画する「観光プロジェクト実行委員会」

との連携を強化し、地域ブランドの知名度向上を図るため、地域資源を活用した特

産品や観光商品の開発、改良に取り組むとともに、魅力を発信していく。 

連絡先 

椎葉村商工会 

〒883-1601 

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 1747-38 

TEL：0982-67-2005 FAX：0982-67-2080 

E-mail：shiiba@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．椎葉村の現状と課題 

 １．椎葉村の現状 

 （１）概要 

   椎葉村は宮崎県西北部、九州山地の中央部に

位置し、幹線道路である国道２６５号線が村内

を南北に走り、本県の各市町村と熊本県に隣接

した村である。 

   面積は５３７．３５㎢（内、約９６％は山林

原野で占められている）を有し、国見岳、市房

山など九州屈指の秀峰をはじめ、標高１，００

０ｍを超える山々が連なり、村域の多くが九州

中央山地国定公園に指定されており、日本三大

秘境の一つに数えられている。 

   また、平成２７年１２月には国連食糧農業機

関（ＦＡＯ）により宮崎県北部の５町村が一体

となった「高千穂郷・椎葉山地域」が世界農業

遺産に認定され、本村における縄文時代より伝

わる伝統的焼畑農法を日本で唯一伝承している

ことや、農業と深く結びついた神楽が行われて

いることが評価された。 

 

 （２）椎葉村の人口等の状況 

   椎葉村の人口は昭和１５年の１１，４６７人をピークとし、昭和４０年以降減少

を続け、平成２７年には２，７９８人とピーク時より約７６％の減少となっている。 

   また、村人口に占める高齢者の割合が平成２７年には４０％を超えるなど、人口

減少、高齢化が進行している地域である。 

   さらに、平成２７年度の一人当たりの平均所得額は２，５０８千円で低い水準と 

  なっており、人口減少や高齢化の進展と合わせて考慮すると、地域住民を対象とし

た需要拡大は限定的と考えられる。 

 

区分 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

総人口 ４，１６０人 ３，７６９人 ３，７４８人 ３，０９２人 ２，７９８人 

高齢化率 ２３．７％ ３０．９％ ３５．７％ ３８．０％ ４１．３％ 

 

 （３）椎葉村の産業 

   椎葉村の基幹産業は広大な山林や自然環境を背景とした農林畜産業である。農業

については夏季冷涼な気候を活かし、ホウレンソウやミニトマト、トルコキキョウ
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などを中心とした農産物の生産が行われ、都市圏などに供給している。林業につい

ては特用林産物（椎茸など）の生産量が一時減少したものの、平成１７年から増加

に転じており、生産者の生産規模も拡大傾向にある。しかし、いずれも高齢化によ

る担い手不足や価格の低迷などにより厳しい経営環境にある。商業については地理

的な条件から村外資本の大型店などの出店はこれまでに無く、今後も進出してくる

ことは考えにくいが、近年、基幹道路の整備が進められ交通の利便性が高まったこ

とにより、近隣市の大型店舗への購買力の流出が進んだことや過疎化・高齢化によ

る購買力の低下により経営環境は厳しく、店舗数は減少してきている。 

 

 （４）椎葉村の商工業振興の方針 

   第５次椎葉村長期総合計画（平成２４年度～平成３３年度）において、商工業の

振興に関する基本方針及び施策は次のように示され、多くの項目において商工会と

の連携のもとに実施することが盛り込まれている。 

 

  ＜基本方針＞ 

   商工会や商店街、各種団体との連携のもと、商店街の活性化はもとより、買い物

環境の整備等地域のニーズを的確にとらえた流通スタイルを構築するなど、積極的

に商工業の振興を図ります。 

 

  ＜施  策＞ 

   ①商工会の育成・支援 

    ●商工業振興の中核的役割を担う商工会の育成・強化及び支援に努め、各種活

動の一層の活性化を促進します。 

   ②魅力ある商店づくり 

    ●商工会との連携のもと、経営者の意識改革や後継者問題に対する取り組みを

進めるとともに、地域に密着したサービスの展開を図り、村内消費メリット

の向上や買い物弱者にとって利便性の高い流通スタイルを見出すなど、住み

よい生活環境の醸成に努めます。 

    ●観光客が魅力を感じる店舗づくりを進め、加工グループ等の農林水産業団体

と連携した特産商品の販売または開発など、本村ならではの商店づくりに取

り組みます。 

 

 ２．椎葉村の商工業の現状と課題 

 （１）商工業の現状 

   椎葉村の商工業者数は、５年間で約１０％減少しており、業種別では小売業、宿

泊業、製造業の減少割合が高い。小売業については過疎化・高齢化による購買力の

低下や近隣市の大型店舗への購買力の流出が進んでいる。宿泊業については平成１

７年の大規模な台風被害以降、観光客が激減していることに加え、アクセス道路の

改良等で日帰り型観光も増加しているとともに経済状況などによりビジネス客（公

共工事業者など）が減少傾向にあるなど取り巻く環境は非常に厳しい。製造業につ

いても、地域購買力の低下による売上不振や経営者の高齢化、乏しい経営資源によ

り経営を維持することが厳しい環境にある。 
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   また、小規模事業者数も平成２１年１４５事業所から平成２６年１４１事業所

（商工会実態調査）と約３％減少しており、小規模事業者にとっても厳しい経営環

境が続いている。 

   今後、村内の商工業者が持続的な経営を行っていくためには、事業計画策定によ

る計画的な事業活動を実施していくことが必要不可欠である。 

 

経済センサス調査（椎葉村） 

 建設業 製造業 
卸売・小

売業 

宿泊・飲

食業 

サービス

業 
その他 合計 

H21年 ２９ ９ ４６ ３２ ３７ ４１ １９４ 

H26年 ２９ ７ ４０ ２７ ３３ ３８ １７４ 

増減 
（増減率） 

０ 
（０％） 

▲２ 
（▲２２．２％） 

▲６ 
（▲１３．０％） 

▲５ 
（▲１５．６％） 

▲４ 
（▲１０．８％） 

▲３ 
（▲７．３％） 

▲２０ 
（▲１０．３％） 

 

   このような状況の中、椎葉村は平成２７年１２月に「高千穂郷・椎葉山地域」が

世界農業遺産に認定されたことを受け、村外へ積極的にＰＲを図るなど関連する交

流人口の誘致拡大に取組み始めている。平成２８年８月からは熊本駅と椎葉村を結

ぶ無料バス運行の実証実験を開始し、合わせて椎葉村の観光地訪問や地元料理を調

理して食すことができる体験型のツアーを企画し、終了となる平成２８年１２月ま

で予約で埋まるなど県外客より好評を得ており、観光需要の高まりが期待できる。 

   特産品としては古くから食されてきた伝統料理やむらおこしグループや店舗が

開発した「柚子双子」「椎茸と山椒の佃煮」「ねむらせ豆腐」などがある。 

   また、世界農業遺産に認定された要因の一つでもある焼畑農法によって栽培され

た「蕎麦」「アワ」「ヒエ」などの雑穀類も再注目をされ、これらを活かした産業の

振興に大きな期待が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜柚子双子＞ ＜椎茸と山椒の佃煮＞ 
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 （２）商工業の課題 

   ①商工業者の経営力強化 

    地域内の商工業者の多くが、経験と勘を頼りにした計画性のない経営を行って

いる。経営分析や事業計画の策定を通じた経営力の強化は、厳しい経営環境を生

き抜くための重要な課題となっている。また地域は過疎化・高齢化が進展してお

り、それに伴い商工業者の年齢も高くなってきているため、後継者問題への早急

な取り組みも必要である。 

 

   ②ニーズを捉えた事業展開及び販路拡大 

    以前に比べアクセス道路の改良が進み、村内消費者の近隣市の大型店舗への購

買力流出が大きく、特に小売業者の経営状況は厳しいものとなっている。今後も

持続的な経営を行っていくためには、地域の消費者の生活ニーズを満たすような

取組みを行うとともに、地域人口の減少の進行は大きく改善することは難しいた

め、村外へも販路を拡大するような事業展開を図っていくことが必要である。 

 

   ③地域特産品のブランド化 

    世界農業遺産認定で注目されている焼畑農法で栽培された「ソバ」などの雑穀

類やその他の地域資源を活用した特産品の販路拡大や加工品の開発を促進して

いくことが重要である。これらは本村のＰＲや地域外からの資金獲得に貢献する

だけでなく、基幹産業である農林畜産業の振興や雇用の増加に大きな役割を果た

すことも期待されている。 

 

Ⅱ．小規模事業者に対する中長期的な振興の考え方 

 １．商工会としての小規模事業者への支援のあり方 

   椎葉村商工会では、これまで小規模事業者に対し金融、税務などを中心とする経

営改善普及事業に取り組み、地域行政からも商工業振興の中核的役割を担うことを

期待されている。地域経済発展のためには小規模事業者の振興は不可欠であり、今

後は既存の経営改善普及事業に加えて、経営状況の分析から事業計画の策定及び実

行、市場調査、販路開拓まで踏み込み、小規模事業者の売上や利益、雇用の拡大な

ど経営基盤の強化を目指した支援を行うことによって小規模事業者の振興を図っ

ていく。 

＜焼畑＞ ＜蕎麦＞ 
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 ２．小規模事業者への支援の在り方を踏まえた中長期の目標 

   これまで地域の小規模事業者は事業継続に向けて懸命な努力を続けてきたもの

の、過疎化・高齢化、購買力の域外流出など経営環境の急激な変化に対応できてお

らず、厳しい状況にある。そのような中、商工会として小規模事業者に対し、自社

の経営を見直し成り行きの経営からの脱却を図り、ビジネスモデルの改善や転換に

まで踏み込んだ伴走型の支援を行うことが必要である。中長期的には、自社の経営

分析や事業計画の策定、市場調査などを実施し、それらに基づいた事業展開を行う

とともに、経営革新や販路開拓、商品・サービスの開発などに取り組む積極的な経

営姿勢を持った小規模事業者となることを目標とする。 

 

Ⅲ．経営発達支援計画の目標 

 １．設定目標 

（１）小規模事業者の経営力強化 

前述したように地域の商工業者数はここ５年間で約１０％減少しており、今後も 

厳しい経営環境は続いていくと思われる。このような中、小規模事業者はこれまで 

の経営を見直し、持てる経営資源を十分に活用し、戦略的な経営を行っていかなけ 

ればならない。地域経済発展の中核的役割を担う商工会としては、これまでの受身 

型の支援ではなく、積極的に働きかけ、提案する支援を実施していく必要がある。 

   短期・中期的には、巡回及び窓口相談において、小規模事業者の支援ニーズの掘 

り起こしや経営資源などの情報収集を実施し、経営分析や事業計画の策定、市場調 

査、販路開拓などに取り組むとともに、ＰＤＣＡサイクルによる検証や改善を図っ 

ていくことで伴走型の支援を行う。 

   長期的には、事業計画に基づく経営と継続した伴走型支援を行うことにより、経 

営基盤の強固な小規模事業者を増やし、地域内における資金循環を活性化させると 

ともに、消費の村外流出に歯止めをかけることによって地域経済を活性化させる。 

また、強固な経営基盤を築いた上で、円滑な事業承継へ取り組み、持続発展的な 

経営に繋げる。 

 

（２）地域ブランドの強化 

本村が総合計画の中で重要項目として掲げている地域資源を活かした新たな特 

産品の開発や既存品のブラッシュアップ、観光商品の開発について地域資源の掘り 

起こしや需要動向調査・分析を踏まえた上で取り組み、村内外の物産展などへの参 

加によるＰＲ、テストマーケティングを行い、地域ブランド力の強化を図っていく 

ことで、観光振興に繋げ、地域経済を活性化させる。 

 

２．目標達成に向けた取組方針 

 （１）小規模事業者の経営力強化への方針 

    既存の経営改善普及事業を実施しながらも、商工会の持つ経営資源（人的資源、

物的資源、支援ノウハウ、情報、信用等）を有効活用し支援にあたる。特に人的

資源においては経営指導員等の職員だけでなく役員や各部会に加えて、関係機

関・団体、各種専門家等と連携・協力し、小規模事業者のあらゆる経営課題の解

決にきめ細かに対応していく。 



６ 
 

 （２）地域ブランド強化への方針 

観光関連、特産品の開発等に関わる小規模事業者の商品や提供する役務の開発 

や改善、販路開拓を円滑に遂行していくため、商工会も参画している行政の「観 

光プロジェクト委員会」や「観光協会理事会」等と連携を強化していく。 
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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３０年４月１日～平成３５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 

経済動向の分析、各種調査指標などについては内部資料として蓄積しているが、有

効に経営支援に活用するまでには至っていない。今後の経営支援において小規模事業

者に対し、これらの資料をどのように提供し活用していくかという点が課題である。 

また、地域内の小規模事業者の実態把握についても十分とは言えないため、地域固

有の問題や課題を十分に認識できていない。 

 

 (2)本計画において取り組む内容 

  ①商工会独自の景況調査の実施 

   (ア)調査回数 

     年１回実施する。 

 

   (イ)調査対象 

     地区内小規模事業者の業種ごとの数を考慮し、５業種から選出した２０社

（製造５、建設２、小売４、飲食２、宿泊・サービス７）を対象とする。 

 

   (ウ)調査方法 

     経営指導員が巡回訪問にて調査シートに基づくヒアリング形式で実施する。 

 

   (エ)調査項目 

     売上・受注動向、仕入動向、利益動向、設備投資動向、資金調達動向、雇用

動向、後継者の有無、現在の経営課題、今後の経営の見通しなどとする。 

 

   (オ)調査の分析 

収集したアンケート調査のデータは下表の外部公表データを参考にしなが

ら分析を行うことにより、商工会独自の調査分析結果として報告書を作成する。 

 

  ②調査結果の活用 

   調査分析結果報告書は、業種ごとに分類しグラフ化するなど、何時でも誰でも利

用できるようにできる限り見やすいような資料としてまとめる。 

   なお、調査・分析は毎年度実施して経済団体としての基礎的情報として蓄積し、

小規模事業者の経営分析や事業計画策定・目標設定の基礎資料などとして活用す

る。 

   また、商工会における閲覧を可能とするとともに、ホームページに掲載すること

により、地域の小規模事業者が広く活用できるようにする。 
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【外部公表データ】 

公表資料名 分析する項目 分析内容・特徴 

宮崎県景気動向指数 

企業倒産件数、有効求人

倍率、鉱工業生産指数、

消費者物価指数等の各種

経営指標 

宮崎県内全体の景況を先行系列（５指

標）一致系列（６指標）遅行系列（５

指標）の経営指標を用いて分析してお

り、この調査により地域経済全体の状

況を把握する。 

中小企業動向調査 

(日本政策金融公庫) 

業種別、地域別の業況判

断 DI 値、売上 DI 値、採

算 DI値、資金繰り DI 値、

経営課題 

中小企業と小企業で分けて分析され

ていることから、左記項目を分析する

ことによって、地域内の多くの事業所

が該当する、小企業を取り巻く経済状

況を把握することができる。 

調  査  月  報 
(みやぎん経済研究所） 

公共工事請負金額、企業

動向、木材市況等 
シンクタンクの出している報告書で

調査項目の分析内容も深い。公共工事

や木材市況等、村内経済に大きな影響

を与える分野の分析がされている。 
毎月公表されていることから、直近の

情勢を把握できる。 
 

(3)数値目標 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

独自調査実施事業者数 ０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

分析結果公表回数 ０ １ １ １ １ １ 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 (1)現状と課題 

経営分析については、これまでは主に金融支援、各種補助金などの申請の際に限ら 

れ、経営課題の発見に繋がるような分析までには至っていなかった。今後は、その時々 

の経営分析ではなく、経営指導員や経営・情報支援員の計画的な巡回・窓口相談、記 

帳代行などを通じて、持続的な経営に活かすための経営分析に取り組み、小規模事業 

者が抱える経営課題の解決に繋がるような支援を行うことが課題となる。 

 

 (2)本計画において取り組む内容 

確定申告指導や金融支援等により提供された財務諸表に基づく分析が可能な小規 

模事業者については、財務分析、及びヒアリングによる外部・内部環境分析も行い、 

数字以外の要素を踏まえたより詳細な経営分析を行って、結果を提供し、現状の経 

営課題等の理解に導く。 

財務諸表を商工会に提供していない小規模事業者については、商工会員・非会員 

を問わず、経営指導員等の窓口・巡回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。 
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また、これらの取り組みを通じて、小規模事業者に自身の経営状況を理解しても 

らうとともに、経営分析を踏まえた事業計画の策定と実行に繋げていく。 

なお、分析結果などの情報はデータベース化し、職員間で共有する。 

 

  ①支援対象者 

   (ア)財務データを把握している小規模事業者 

・記帳代行や確定申告支援等により商工会で財務諸表を作成している小規模事 

業者 

・商工会において金融支援や各種補助金申請の支援を行い、財務諸表に基づき 

分析可能な小規模事業者 

 

   (イ)財務データを把握していない小規模事業者 

・窓口・巡回相談、また商工会ホームページや村の広報誌などを通じて、経営 

状況の分析に取組む小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

  ②実施方法 

   (ア)決算書による財務分析 

商工会の経理システム「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、このシステムから抽出される経営分析帳票（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）などを活用するとともに、全国の同業他社との経営指標や決算 

推移の比較を行い、経営課題などの改善項目を洗い出す。 

また、その他の小規模事業者については、中小企業基盤整備機構の「経営自 

己診断システム」や全国商工会連合会の「経営分析システム」を活用して財務 

分析を行う。 

 

   (イ)財務分析以外の経営状況分析 

財務分析以外にもヒアリングなどにより、自社を取り巻く環境による影響と 

それに対する自社の現状を分析しながら、ビジネス機会を発見するためＳＷＯ 

Ｔ分析などの外部環境分析や自社の売れ筋商品を把握するＡＢＣ分析などの 

内部環境分析も同時に行い、自社の強み・弱みを把握し、課題の掘り起こしや 

事業展開を検討する。 

例えば、取引先の倒産により資金繰りが悪化し、経営状況が著しく悪化して 

いる事業者など、緊急性の高い場合や高度専門的な分析が必要な場合はよろず 

支援拠点や経営支援センター（宮崎県商工会連合会に設置された専門的な支援 

部門）、宮崎県中小企業等経営基盤強化支援事業（注１：※注釈はＰ２０に掲 

載。以下同じ。）などの外部専門家と連携し調査、分析を行う。 

 

  ③実施項目 

   以下の項目について、経営分析を行う。 

 



１０ 
 

項 目 主な分析 

財務分析 

①安全性（流動比率など） 

②収益性（売上高対経常利益率など） 

③生産性（従業員１人あたりの年間売上高など） 

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 

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 

   分析結果は対象小規模事業者にフィードバックし、小規模事業者ごとの経営課題

などに対して、今後の具体的な解決策や経営戦略の方向性を探り、持続的発展に向

けて事業計画策定の支援に繋げる。 

   また、調査により得た情報は、データベース化し職員間で共有することで小規模

事業者に対する支援体制を整備する。 

 

 (3)数値目標 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

経営分析件

数 
２ １８ １８ ２０ ２０ ２０ 

フィードバ

ック件数 
２ １８ １８ ２０ ２０ ２０ 

 

 

 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、経営革新や持続化補助金などの各種補助金申請、金融支援などにおい 

て事業計画の策定を行うなど受動的な対応が中心になっており、小規模事業者の事 
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業の持続的発展のための事業計画策定を支援するケースはほとんどなかった。今後 

は、いかに多くの小規模事業者に事業計画作成の重要性を認識してもらい、実際に 

事業計画に基づいた経営を実行する事業者を増やし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 

  ①支援対象者は、経営分析を実施した事業所を中心とし、小規模事業者が経営課題

を解決し持続的な経営発展に繋げていくために、地域の経済動向調査、経営状況の

分析結果、需要動向調査を踏まえ、事業計画策定の支援を行う。 

 

  ②受動型ではなく、巡回訪問による積極的な提案型支援を行い、地域の小規模事業

者に対し、事業計画策定の重要性を理解してもらうことによって、実際に事業計画

に基づいた経営を実行する事業者を増やす。 

 

  ③非会員や新規創業者については、ホームページや村の広報誌などを通じて、事業

計画策定を目指す事業所の掘り起こしを行う。なお、問い合わせのあった事業所に

対しては経営分析の必要性を説明した上で、経営分析の実施についても支援を行

う。 

 

  ④高度、専門的な課題などに際しては、中小企業等経営基盤強化支援事業（注１）

による専門家派遣やよろず支援拠点、日本政策金融公庫、宮崎県信用保証協会、村

内の金融機関などの関係機関と連携して、個々の小規模事業者の抱える経営上の課

題に対して、よりきめ細やかな指導・助言を行いながら事業計画の策定に取り組む。 

 

  ⑤将来において事業承継を視野に入れている小規模事業者に対しては、特に重点的

に事業計画の策定を促し、中小企業等経営基盤強化支援事業（注１）による専門家

派遣やよろず支援拠点などの関係機関と連携し、事業承継の視点を反映した事業計

画の策定支援を行う。 

 

  ⑥本村が「まち・ひと・しごと創生 総合戦略（Ｈ２７年度～３１年度）」において

最重要項目として掲げている若年者の移住・定住（Ｕ・Ｉターン）の促進について、

希望者が移住後、村内で創業を検討している場合、行政と連携し情報の共有を図る

とともに、地域の経済動向調査及び分析結果などを紹介する。創業支援希望者に対

しては、国の創業支援補助事業や、宮崎県、日本政策金融公庫などの創業融資制度

などの情報提供を行うとともに、関係機関が開催する創業セミナーや創業スクール

を紹介・活用し、創業希望者の知識向上と創業計画の策定支援を行う。 

 

 (3)数値目標 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画 

策定件数 
０ ５ ５ ５ ６ ６ 
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事業承継を考

慮した事業計

画策定件数 
０ １ ２ ２ ２ ２ 

創業計画 

策定件数 
０ １ １ ２ ２ ２ 

専門家派遣

回数 
０ ３ ４ ４ ６ ６ 

 

 

 ４．事業計画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、事業計画の実行において経営課題が生じ、事業者から相談があった際 

に対応をするなど、受動的な対応が中心であった。 

しかし、人口の減少、高齢化の進展など小規模事業者を取り巻く経営環境は厳しく 

なっており、そうした中で事業計画における成果を高めるには、事業計画策定後の 

定期的な進捗確認及びフォローアップを実施し、小規模事業者が持続的に経営でき 

るよう支援することが課題である。 

 

 (2)本計画において取り組む内容 

  ①事業計画策定後、経営指導員による四半期に１回の定期訪問を実施し、進捗状況

の確認及び経営課題についてのヒアリング、フォローアップを行うとともに、必要

な情報や各種施策などの情報提供を行う。 

 

  ②事業計画策定事業者に対しては、１年間の経営計画の見直し（ＰＤＣＡサイクル）

を行い、必要に応じて専門家派遣やよろず支援拠点などを活用し、伴走型の支援を

行うことで、小規模事業者の持続的な経営発展に繋げていく。 

 

  ③創業者に対しては、経営指導員による四半期に１回の定期訪問を実施し、進捗状

況を確認するとともに、経営課題についてのヒアリング及び各種施策などの情報提

供を行う。さらに、商工会部会を活用して「意見交換会」や「交流会」を行い、先

輩経営者の体験事例などの生の声を聞く機会を確保するとともに、計画通りに進ん

でいない創業者に対しては、専門家派遣やよろず支援拠点などを活用し、事業の円

滑な計画達成に向けた支援を行う。 

 

 (3)数値目標 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

フォローアップ

件数 
０ ２８ ３２ ３６ ４０ ４０ 
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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 

現在、村内の小規模事業者は需要動向調査をほとんど行っておらず、市場の需要 

動向に応じた商品開発や品揃えが不十分なケースが多い。また、業種によっては商 

談会や展示会などへの出店の際にアンケート調査を実施している事業所もあるが、 

分析するには至らず、調査結果を商品の改良や開発などに活用することはなかった。 

今後は、このような地域の小規模事業者に対して、マーケットインの考え方を浸 

透させ、需要動向を反映した事業計画の策定から販路開拓の支援を行い、持続的発 

展に向けた経営力の向上を図っ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 

需要に関する客観的な調査結果を活用し、消費者ニーズを捉えた商品の開発及び 

販売を行っていくことが重要であることから、商工会において小規模事業者の取り 

扱う商品について需要動向調査を行い、その調査結果をフィードバックし、これら 

のデータを活かした経営の実践を通してマーケットインの考え方を普及させ、経営 

力の向上に繋げる。 

また、椎葉村は「世界農業遺産」認定を活かした地域活性化に積極的に取り組む 

方針を掲げていることから、商工会においても方針に沿い、認定の要因となった焼 

畑農法で生産される原材料を使った食料品も調査の対象とするとともに、観光振興 

の観点から、村内で営業する２０件ほどの旅館・民宿及び特産品を取り扱う事業者 

についても前述同様に取り組む。 

 

①対象事業者及び商品のピックアップ 

管内小規模事業者から以下の区分に応じて対象事業者と対象商品をピックアッ

プして需要動向調査を実施し、事業計画策定や需要開拓の支援に活用する。 

   なお、対象商品選考では事業者が想定しているターゲット、販売方法、価格など 

の情報も収集して行う。 

 

    (ア)食品加工業等で、地域の特産品である「椎茸」や「蜂蜜」、「こんにゃく」、「ヤ 

マメ」を使った加工品や「世界農業遺産」認定の大きな要因となった焼畑農 

業によって生産された「蕎麦」や「アワ、ヒエなどの雑穀」を使った特産品 

等を主に取り扱っている事業者（２～５社）と保有する商品（各１アイテム）。 

 

   (イ)宿泊業、小売業、飲食業で、主に(ア)に記載した特産品やその加工品等を販 

売、また食材として利用し提供する事業者（２～３社）と保有する商品（各 

１アイテム）。 

 

②調査方法 

   (ア)アンテナショップでのモニタリング調査の実施 

ア)実施概要 

      宮崎県商工会連合会が運営するアンテナショップ「ひむかよかもん市場」

（出品状況：現在２社、今後５社を予定）に出品して当該商品購入者へアン
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ケートを実施し、消費者の生の意見を調査する。 

 

イ)対象商品 

      前記①でピックアップした商品のうち広域的な販路開拓を考えている商 

品。 

 

ウ)実施場所 

      宮崎県商工会連合会が運営するアンテナショップ「ひむかよかもん市場」

（宮崎市）。 

 

エ)調査方法・時期・頻度 

      試食コーナーを設置し、ショップ店員が商品購入者に対してアンケート調

査を行う。年１回２ヵ月程度の期間実施し、アンケート回収目標は１アイテ

ムにつき５０件とする。 

 

オ)調査項目 

 調査項目 

購買者の属性 居住地、年代、性別 

商品の評価 風味、分量、価格、パッケージデザイン、購入動機など 

 

カ)集計分析・活用方法 

      集計分析は回答項目の単純集計、回答者の属性と商品評価の関連性分析を

行い、次の「需要動向調査の実施」において活用する。 

 

(イ)モニタリング調査及び公表データを活用した需要動向調査の実施 

ア)実施概要 

      前記①でピックアップした商品について、事業者が想定しているターゲッ

ト、販売方法、価格等が妥当なものであるか、売れる商品になるか等につい

て、前記(ア)のモニタリング調査結果並びに同種商品に関する外部公表デー

タを活用して当該商品のブラッシュアップや新たな開発に繋げる。 

      なお、モニタリング調査を行わなかった商品については外部公表データを

参考とする。 

      また、その過程でマーケットイン志向の重要性も学習させる。 

 

イ)活用するデータ 

      ・前記(ア)のモニタリング調査の集計分析データ 

      ・日経テレコン POSEYES、市場情報評価ナビ（MieNa）などの外部公表デー

タで、業界及び市場の動向、売れ筋商品、商圏など 
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ウ)活用方法 

      ・経営指導員がモニタリング調査を行い、専門家と連携してモニタリング

データと外部公表データの収集分析と当該事業者への提供、アドバイス

を行う。 

      ・商品の改善や新たな開発に取り組む事業者については、ブラッシュアッ

プ等の支援を行い、商談会や展示会等の出展に繋げる。 

 

 (3)数値目標 

内 容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

需要動向調査対象

事業者数（商品数）

（食品加工業者） 

０ ２（２） ３（３） ４（４） ５（５） ５（５） 

需要動向調査対象

事業者数（商品数）
（宿泊・小売・飲食業者） 

０ ２（２） ２（２） ３（３） ３（３） ３（３） 

調査結果の提供事

業者数（商品数） 
０ ４（４） ５（５） ７（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 

  各種物産展や展示商談会への参加案内を行っているが、小規模事業者は新たな販路

開拓や自社商品のＰＲを行いたいと考えてはいるものの、情報収集能力が十分でなく

自分に合ったチャンスを逃しているという面がある一方、商工会の支援が情報提供だ

けに留まっているという状況がある。 

今後は、小規模事業者が自分に合った情報を自ら容易に取得することができるよう

な支援を行うとともに、出展の際にいかに効果的なＰＲや販路開拓に繋げることがで

きるかが課題であり、短期的には小規模事業者の売上及び利益の増加、将来的には椎

葉村としての地域ブランドを確立するという目標を達成するために、地域内における

新たな需要の開拓と地域外への販路開拓支援をどのように、効果的かつ実効性のある

ものにしていくかということも重要な視点である。 

 

 (2)本計画において取り組む内容 

  ①支援対象者は、経営分析、事業計画策定支援を実施した地域の特産品の開発及び

地域資源を活用した商品製造に関わる業種の事業者を中心とするが、将来的には希

望する地域内の小規模事業者全体を対象とする。 

 

  ②インターネットを活用した情報収集及び発信力の強化を促進する。具体的には、

「お知らせメールサービス」（注２）への登録推進による様々な物産展、展示商談

会などの情報のタイムリーかつ効率的な収集と全国商工会連合会が作成した「ＳＨ

ＩＦＴシステム」への登録推進による自社の情報発信力を強化する。「ＳＨＩＦＴ
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システム」は操作性に優れ、専門知識のない小規模事業者でもホームページを持つ

ことが可能で、一度の新着情報の更新で全国商工会連合会が運営するサイト上の複

数のページで掲載されるため、自社の商品・サービスのＰＲに活用することによっ

て小規模事業者の積極的な情報発信を支援する。 

 

  ③物産展、商談会等（九州食の展示商談会、宮崎うまいものアピール商談会等）の

出展支援を行う。出展にあたっては、事前に専門家派遣などを活用し、有効な陳列

方法、チラシ作成方法、商品コンセプトの整理などの出展支援を行うことで商品の

魅力を高めるとともに、バイヤーなどとの交渉スキルの向上を図る。またＦＣＰシ

ートの作成を推進し、当日の円滑な交渉に繋げ、商談会等の成約件数のアップを目

指す。 

 

  ④県内外において個社のみを対象とせず、地域を対象とするような募集形態をとっ

ている観光物産展（広域観光物産展、耳川流域地場産品展示即売会等）などについ

ては、村及び観光協会などと連携し、出展する小規模事業者の商品及びサービスの

選定や出展支援、効果的な観光資源のＰＲ方法などを協議するとともに、当日は経

営指導員も同行し、ＰＲ活動や域外における特産品などに対する販路開拓支援を実

施する。 

 

  ⑤商談会等のフォローアップとして、バイヤーからの評価情報を収集し、フィード

バックを行い、商品・サービスの改良などが必要と思われる場合は、専門家派遣な

どを活用し、売れる商品・サービスへのブラッシュアップを図っていくなど伴走型

支援を行う。 

 

 (3)数値目標 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

お知らせメール

登録数 
３ ５ ８ １２ １５ ２０ 

ＳＨＩＦＴシス

テム登録数 
０ ５ １０ １５ ２０ ２５ 

商談会等参加事

業所数 
未確認 ４ ４ ６ ６ ６ 

商談会等参加に

よる成約件数 
未確認 ２ ２ ３ ３ ３ 

フォローアップ

件数 
０ ４ ４ ６ ６ ６ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 １．現状と課題 
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   本村には民族文化や伝統芸能（注３）、また、平家まつり（注４）をはじめとし

た観光イベントなどの観光資源と豊かな自然環境によって育まれた農産物などの

地域資源が数多くあるが、それらの魅力を村外へ発信しきれていない現状がある。 

   今後は、生産者や行政、事業者、関係機関・団体が連携して地域資源を活かした

新たな特産品の開発や既存品のブラッシュアップ、観光商品の開発などに取り組

み、地域ブランド力の強化を図っていくことが課題である。 

 

 ２．地域経済の活性化に資する取り組み 

   椎葉村では、村民がいきいきと働ける村づくりに向けて、「椎葉村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に積極的に取り組み、本村の基幹産業である農林畜産業の振

興を図るとともに、特色ある地域資源を活かした産業の振興や地域ブランド力の強

化、観光振興を推進している。 

   今後、商工会としても、行政、事業者、関係機関・団体などと連携を密にし、村

内の観光資源や特産品の知名度を高めるための取り組みを行う。 

 

 （具体的事業内容） 

  ①既存の委員会で商工会事務局や事業者も参画している「椎葉村観光プロジェクト

委員会」や「商店街活性化プロジェクト委員会」において目標としている、体験プ

ログラムの開発や観光客が魅力を感じる店舗づくり、特産品の開発、交流人口の増

加の推進について、前述の調査・分析結果などを活用しながら、方向性及び事業展

開について検討する。 

 

  ②村内の一大イベントである「平家まつり（注４）」や商工会主催の「竹灯籠まつ

り（毎年８月下旬に開催し、約１，０００人の来場者がある）」などの村内イベン

トにおいて地域の特産品や観光商品のＰＲを行うとともに、地域の小規模事業者の

出店を推進し、地域内資金循環と村内外に向けた知名度向上を図り、観光による来

村者を増やし、地域経済の活性化に繋げる。 

 

  ③毎年、宮崎市で開催されている椎葉村を含む近隣市町村の広域地域を対象とした

催事において、地域の特産品や観光商品のＰＲを行うとともに、地域の小規模事業

者の出店を推進し、椎葉村ブランドの知名度向上を図り、観光による来村者を増や

し、地域経済の活性化に繋げる。 

 

  ④小規模事業者が主体となって取り組む特産品や観光商品の開発及びブラッシュ

アップについては前述の需要動向調査・分析結果を活用するとともに、専門家派遣

を利用し、より魅力ある商品に仕上げる。 

 

  ⑤商工会では毎年プレミアム付き商品券を発行し、地域経済の活性化に寄与してい

る。今後も継続するとともに、一層のＰＲを行い発行額の増額及び加盟店の増加を

図り、更なる地域経済の活性化に貢献する。 
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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 

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

の研修や、県連合会が定期的に開催するセミナーで習得してきたもの、さらに県内の

商工会職員で構成する宮崎県商工会職員協議会や同協議会支部で自主開催する研修

等、及び実務で積み重ねたものがあり、従来の小規模事業者への支援に役立ててきた。 

  しかしながら、個々の職員の能力には得意不得意があり、職員の数が減る状況にあ

って、一定レベルの支援を継続的に提供するには、域内の商工会職員が協力し各職員

が個別に有するノウハウや情報を共有する体制をつくる必要がある。 

また、他の支援機関等や専門家との情報交換や研修を積極的に行い、課題によって

は枠を超えた支援を行うことも出てくると考える。 

 

 (2)本計画において取り組む内容 

  ①東臼杵地区商工会経営支援会議への参加 

   支援能力の向上を図るために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、地域経済動向などの情報収集や意見交換を行う目的で、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・

情報支援員が月に１度一堂に集まる本会議に参加する。 

   ここで得られた情報、とりわけ本地域の小規模事業者の経営に参考になる事例や

国・県の制度等について、小規模事業者に情報を提供し、新規の取り組みや施策の

活用に役立てる。 

 

  ②経営改善貸付推薦団体連絡協議会への参加 

   金融情勢等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事例等を参考にすることで、新たな金融支援

の掘り起こしに繋げ、かつ支援能力の向上を図ることを目的に、日本政策金融公庫

延岡支店との当該会議(年１回開催)に参加する。 

   公庫からもたらされる情報は、金融に関することに留まらず、広汎な経済情報、

経済動向等また、地域の景況や業種別の動向と多岐にわたり、連携を密にすること

で、小規模事業者に対する円滑な金融支援のみならず、事業計画策定に資すること

ができる。 

 

  ③金融機関との連携 

   本年７月を以って、村内唯一の地方銀行であった宮崎銀行日向支店椎葉出張所が

閉鎖され、金融機関がなくなった。（JA 郵便局を除く）。本地域の小規模事業者に

融資を行っている２つの金融機関（日本政策金融公庫延岡支店及び宮崎銀行）の一

つが撤退することは、大きな痛手であるが、当面、同行日向支店内に椎葉出張所が

存続されているため、毎月一度位の頻度で、経営指導員が訪問し、担当者との意見

交換を行うことで、域内小規模事業者の融資の継続、掘り起こしに繋げたい。 

また、最新の地域情報やビジネスマッチング情報などを収集するとともに、小規 

模事業者の新たな取組みなどに対する円滑な金融支援と、新たな支援対象の掘り起 
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こしに繋げたい。 

 

  ④その他関係機関及び団体との連携、情報交換 

   南九州税理士会延岡支部との税務協議会（注５）を通じた税理士との連携による

税務支援に係る情報交換を年に１回、よろず支援拠点コーディネーターとの連携に

よる支援ノウハウや業界動向などの情報交換を四半期に１回行う。 

このことで、小規模事業者への税務に関する的確な支援能力を醸成して問題解決 

や正確な納税支援に繋げ、よろず支援拠点コーディネーターとの関係においては、 

経営支援に係る情報を得て、小規模事業者の事業計画策定に活用する。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   宮崎県商工会連合会が主催する研修や中小企業大学校が主催する研修、よろず支

援拠点の支援事例研修会などに経営指導員及び経営・情報支援員が積極的に参加す

ることで、小規模事業者に対する経営支援ノウハウの向上を図り、伴走型による円

滑な事業計画の実行支援に繋げる。 

   さらに、専門家派遣を活用した支援を行う際には、経営指導員が同行し、ＯＪＴ

として専門的な知識やノウハウの習得を図る。 

   事務局においては、経営支援・事業運営などに関してのミーティングを毎週実施

し、個別事業者に関する支援情報や支援ノウハウの共有化を行い、職員の資質向上

を図るとともに、より実践的な販路開拓や利益体質への改善提案に繋げ、小規模事

業者に対する効果的な経営支援に活用する。 

   また、基幹システムにおける個別事業者についての相談カルテ入力は、詳細な入

力を徹底するとともに、文字に起こすことができないような資料については、個別

事業所ごとのフォルダへＰＤＦファイルで保存するなど、支援ノウハウの情報共有

及び職員相互の支援スキルを高める。 

 

 ３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

   本事業の評価にあたっては、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。なお、外部評価委員会の委員構成は次表を予定している。 

委員候補 役職 選考基準 

学識経験者 大学教授 

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 

地方公共団体の職員 宮崎県 商工観光関係部署 担当者 

関係団体の職員 日本政策金融公庫 担当課 

宮崎県産業振興機構 担当課 

宮崎県商工会連合会 

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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①評価にあたっては、事業年度終了後に実施状況、達成度、成果などについて取りま

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について、事業評価、チェックを行い、

改善すべき事項がある場合は、本会に対してアドバイス・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

年度の支援計画の再検討を行い、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については、外部評価委員会へ報告を行う。 

 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果については椎葉村商工会のホームページに計画期

間中掲載するとともに、本会事務所にも常設し閲覧可能な状態にする。 

 

【事業の評価及び見直しをするための仕組み（スキーム図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注釈】 

 

１ 平成２１年４月から開始された事業で、中小企業者等に対して中小企業診断士等の

専門家や保証協会、商工会等の経営指導員がチームで経営支援する経営支援チーム助

言事業と、税理士や社会保険労務士などが中小企業の専門的な課題への経営支援を行

う専門家派遣事業 (経営指導員同行必須)とがある。 
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２ 宮崎県商工会連合会が発行するメールマガジン【セミナー・講習会】【物産展・商

談会】【補助金・助成金】の３つのジャンルがあり、選択により希望するメールの配

信を受けることができる。３つのジャンルで月間１５通程度の配信を行っており、タ

イムリーな情報を提供している。 

 

３ 代表的なものとして「ひえつき節」、「椎葉神楽」などがある。 

 

 ①ひえつき節： ヒエを搗く際に、歌われた労作唄で、冬になるとどこの家でもヒエ

は搗いたが、何か祝い事でもあるような家は、たくさんのヒエを搗く

必要があり、大勢の人に頼み 6人 1組で搗いた。調子を合わせ威勢よ

く搗き、歌い手たちはその横でこの唄を賑やかに唄いはやして景気を

つけた。村内の尾八重地区が、ひえつき節が始まったと言われ「ひえ

つき節発祥の地」の石碑が建てられている。 

 ②椎 葉 神 楽： 毎年１１月中旬から１２月下旬にかけて行われる夜神楽。村内２６

地区で保存伝承されており、各地区人が総出で神楽を舞っている。神

楽は、村民にとって一年を締めくくる祭りであり、地元では「冬まつ

り」「年まつり」とも呼んでいる。特色としては、村で今も続けられ

ている狩猟や焼畑耕作の要素を色濃く伝えており、山の生活を表すか

のように猪や鹿の奉納があったり、アワや大豆などの雑穀を用いる神

楽が多く見られる。平成３年に国の重要無形民俗文化財に指定され

た。 

 

４ 壇ノ浦の合戦に敗れた平家残党の隠里である椎葉村は平家と源氏が唯一共存する

村であり、このまつりは平家の末裔鶴富姫の御霊を慰め、８００年の時を越え源氏の

武将那須大八郎と鶴富姫のつかの間の逢瀬が再現される。当日は絢爛豪華な大和絵巻

武者行列や郷土芸能、物産展などが行われる。毎年１１月上旬に３日間に渡り開催さ

れ、３万人ほどの来場者を誇る。 

 

５ 南九州税理士会延岡支部の税理士と商工会等が小規模の所得税青色申告者の適切

な確定申告等税務支援を行うための協議会。 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

   会員数１０９名（内小規模事業者１０７名） 

   ①役員及び部会 

    役 員：会長１名 副会長２名 理事１１名 監事２名 

    部 会：商業部会、工業部会、サービス業部会 

    ⇒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 

    経営指導員１名（事務局責任者兼任）、経営・情報支援員１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 

   椎葉村商工会｛担当：萱嶋（かやしま）桂祐｝ 

   住所：〒８８３－１６０１ 

      宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４７－３８ 

   ＴＥＬ：０９８２－６７－２００５ ＦＡＸ：０９８２－６７－２０８０ 

   ＨＰ：http://www.miya-shoko.or.jp/siiba/ 

   代表メール：shiiba@miya-shoko.or.jp 

 

（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） 

 ３０年度 

(３０年４

月以降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 ６５０ ６５０ ８００ ９００ ９００ 

 

経営状況分析費 

調査事業費 

販路開拓支援事

業費 

 

１００ 

４００ 

１５０ 

１００ 

４００ 

１５０ 

１５０ 

４５０ 

２００ 

２００ 

５００ 

２００ 

２００ 

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 

会費収入、各種事業収入、国・県補助金、村補助金 

（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 代表者：会長 淵上鉄一 

 （住所：宮崎県宮崎市松橋 2-4-31 電話：0985-24-2055） 

 【役割】経営分析、事業計画の策定、調査事業支援及び情報共有、商談会等事業全般、 

     事業評価（外部評価委員会） 

 

② 宮崎県 代表者：知事 河野俊嗣 

 （住所：宮崎県宮崎市橘通東 2-10-1 電話：0985-26-7111） 

 【役割】調査事業支援及び情報共有、経営革新計画・承認 

 

③ 椎葉村 代表者：村長 椎葉晃充 

 （住所：宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 1762-1 電話：0982-67-3111） 

 【役割】調査事業支援及び情報共有、商談会等の情報提供、観光・特産品に関する事

業全般 

 

④ 一般社団法人椎葉村観光協会 代表者：代表理事 尾前一日出 

 （住所：宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 1822-4 電話：0982-67- 3139） 

 【役割】調査事業支援及び情報共有、商談会等の情報提供、観光・特産品に関する事

業全般 

 

⑤ 公益財団法人 宮崎県産業振興機構 代表者：理事長 緒方哲 

 （住所：宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂 16500-2 電話：0985-74-3850） 

【役割】調査事業支援及び情報共有、新商品・新技術等に関する支援、各種研修会・

セミナー情報提供 
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⑥ 宮崎県よろず支援拠点 代表者：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 16500-2 電話：0985-74-0786） 

 【役割】経営分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実行支援における高度・専門

的な経営課題解決、事業承継 

 

⑦ 宮崎県信用保証協会 代表者：会長 茂雄二 

 （住所：宮崎県宮崎市宮田町 2-23 電話：0985-24-8251） 

 【役割】経営分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実行支援における高度・専門

的な経営課題解決 

 

⑧ 株式会社日本政策金融公庫 延岡支店 

代表者：支店長兼国民生活事業統括 奥園賢史 

 （住所：宮崎県延岡市瀬之口町 1-3-10 電話：0982-33-6311） 

 【役割】経営分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実行支援における高度・専門

的な経営課題解決、融資等の金融支援、ビジネスマッチング 

 

⑨ 株式会社宮崎銀行 日向支店 代表者：支店長 吉田秀朗 

 （住所：宮崎県日向市本町 13-9 電話：0982-52-2121） 

 【役割】経営分析、事業計画の策定、事業計画策定後の実行支援における高度・専門

的な経営課題解決、融資等の金融支援、ビジネスマッチング、商談会等情報

提供 
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連携体制図等 
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