
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
日之影町商工会（法人番号６３５０００５００３３５４ ） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

地域内の小規模事業者を取り巻く環境は、人口減少や購買力流出により、非

常に厳しい状況にある。商工会は、地域に密着した活動実績や、小規模事業者

の視点に立ったきめ細やかな伴走型支援機能を活かしながら、「事業価値を高め

る経営レポート」を活用し、事業計画に基づいた知的資産経営を推進する。事

業計画の策定支援から実行に至るまで継続的な支援を実施し、小規模事業者の

売上増加や利益の確保、および持続的安定的な経営を図ることを目標とする。 

事業内容 

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 

商工会独自の事業所経営動向調査を実施し小規模事業者の収益の状況や景

況、課題等を整理分析するとともに、各種統計資料データを整理分析し、調

査統計報告書を作成する。 

２. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営、販売力向上さらに、事業承継につなげるために、会

計データ、ヒアリングを基に経営分析を行い、経営指導、事業計画策定に活

用する。 

３. 事業計画策定支援に関すること 

 地域の経済動向調査、経営分析の結果を踏まえ、小規模事業者の持続的発

展を図るため、事業計画策定支援を行う。 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

  四半期に１回以上巡回によるフォローアップを行い、専門家や他の支援機

関との連携を図りながら計画達成に向け伴走型支援を行う。 

５. 需要動向調査に関すること 

  地域内特産品を使った加工品の売上を伸長するための情報を収集・整理・

分析し、新たな商品開発や市場開拓に活用する。 

６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  物産展、展示会、商談会を通じた需要開拓支援や、ＩＴを活用した支援を

することで、小規模事業者の販路開拓支援を行う。 

地域経済の活性化に資する取組 

 日之影町産業振興対策協議会を中心に地域内各種団体、行政機関との情報

共有・連携を図り、空き店舗対策、商店街活性化、地域資源活用、観光産業

振興、企業誘致を推進し、地域が一体となった地域経済の活性化に取り組む。 

連絡先 

日之影町商工会 〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折 3461 

 TEL：0982-87-2210 FAX：0982-87-2069 

 Email：hinokage@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 

（１）地域小規模事業者を取り巻く環境 

 

【地域の現状】 

 日之影町は、宮崎県の最北部山間部に位置し、県都宮崎市からは車で約 2 時間、距離にして

約１２０ｋｍと離れている。東は網の瀬川をへだてて延岡市に接し、西は高千穂町、南は美郷

町、諸塚村、北は大分県豊後大野市及び佐伯市に接し、東西約 9㎞、南北約 30㎞、総面積 277.67k

㎡の面積を持つ自治体であり、町土の約 91％が山林となっている。河川は、県の五大河川の一

つでもある五ヶ瀬川が町の中央部を東西に貫流し、その支流の日之影川が町の北部を東西に二

分して流れているほか、大小の河川が周囲の深山からこの二つの川に山を削って流れ込み、深

いⅤ字形の渓谷を形成している。これらの河川の両岸は 50m～100m の切り立った断崖となり、

その上部に階段状に耕地が拓かれ、その耕地を中心に大小多数の集落が形成されている。 

 日之影町の人口の推移は、国勢調査結果でみると、平成 7年から平成 12年にかけては 483人

の減、平成 12年から平成 17年にかけては 414人の減、平成 17年から平成 22年にかけては 568

人の減と毎年 100 人前後の減少傾向にある。減少率でみると、平成 17 年から平成 22 年にかけ

てが一番大きく△2.26％となっている。人口の構成をみると、年少人口比率は一貫して減少し

ている。老年人口比率は平成 7年から増加傾向で推移しており、平成 22年では 41.3％と全国平

均（平成 17 年が 20.1％、平成 22年で 23.0％）を大きく上回っており、典型的な少子高齢化の

進行がうかがえる。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢区分別人口】 

出展：総務省統計局「国勢調査」、社人研「日本の地域別将来推計人口(H25.3 推計)」 

※年少人口：0～14 歳、生産年齢人口：15～64 歳、老年人口：65歳以上 

 

 

 国勢調査 実数 社人研 推計 

 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 

総人口 5,928 5,445 5,031 4,463 3,951 3,494 3,075 2,705 2,373 
0～14歳 894 727 629 502 394 305 254 221 195 
15～64歳 3,328 2,884 2,490 2,117 1,821 1,530 1,241 1,030 912 
65歳以上 1,706 1,834 1,912 1,844 1,736 1,658 1,579 1,454 1,266 
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【地域経済の課題】 

 日之影町の商業は、個人経営が中心で、商店街は、役場周辺と八戸地区に主に形成されてい

るが、平成 17 年の浸水被害の影響により、閉店する事業者もあり、空き店舗が増加している。

国道 218 号線においては、集合施設の新設を始め新たな事業者の進出もあるが、過疎化や少子

化、近隣町への大型店舗の進出などの環境の変化や、消費者ニーズの多様化やインターネット

ショッピングなどの消費動向の変化により、業界を取り巻く環境は厳しく、事業者の経営は逼

迫している。又、後継者不足も深刻で大変厳しい状況にある。工業については、製材業、砕石

業等を中心に小規模経営が中心で、平成 23年には、大きな雇用の場であった自動車部品工場が

閉鎖し、その後新たな進出も厳しい状態である。企業誘致に関しては、企業立地促進条例によ

り、全国と同レベルの企業誘致優遇措置を設けているが、景気の低迷や用地の確保、企業側の

ニーズの多様化により、厳しい状況が続いている。 

 日之影町は、平成 18年に「森林セラピー基地」の認定を受け、森林セラピー基地整備計画を

策定し、交流人口拡大に取り組んできた。平成 26 年度までには、600 団体を超える利用者があ

り、現在も休養・保養を要素に「体験・運動メニュー」を組み合わせた、「森林セラピー・ヘル

スツーリズム」を実施している。利用者は、女性が 7 割を占め、60 代が中心で、リピーターが

約 6 割を占める。これまでの利用者アンケートの結果を分析し、地場産業や観光産業との連携

を図りながら、新たに「福祉・教育」の視点を加えた価値の創造を目指し、関係機関との連携

を図った分野横断的な誘客活動を推進する必要がある。 

 

（森林セラピー基地整備計画で整備されたコース等） 

石垣の村トロッコ道ウォーキングコース     ＴＲ鉄道跡地散策コース 

  

 

 

 

 

 

 

 

矢筈岳トロッコ道ウォーキングコース      見立遊歩道コース 

  

 

 

 

 

 

 

 

九州自然歩道丹助・矢筈岳コース       TR列車の宿 
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【これまでの商工会の取り組み】 

 日之影町における平成２９年４月現在の全商工業者数は、１８６事業者で、うち１６９事業

者が小規模事業者である。商工会員数は、１４７事業者で組織率は７９％となっている。平成

２７年度西臼杵郡内三町（五ヶ瀬町・高千穂町・日之影町）で経営指導員合同設置協定を結び、

指導員の広域支援体制を整えたが、効果が表れる前に平成２８年度より廃止となった。小規模

事業者に対する経営支援は、経営改善普及事業である金融、税務、労働、取引、情報化、環境

対策等、やや受け身の専門的課題解決で一時的な対症療法の支援を実施しているのが現状であ

る。小規模事業者の事業内容を理解し、経営課題を認識した上で経営者の悩みを見極めた経営

支援には至っていない。小規模事業者の経営支援で必要な職員のスキルアップについては、宮

崎県商工会連合会が実施する職員研修、宮崎県商工会職員協議会が実施する職員研修、中小企

業大学校の専門研修等を実施している。連携機関の日本政策金融公庫とは、金融相談会を年 2

回、マル経協議会を年 1回開催している。 

 当日之影町では、平成 21年度より「ふるさと企業応援補助金事業」を実施している。新規創

業や業態転換、新商品開発に係る補助対象経費の２分の１（限度額 100 万円）で、新規創業者、

経営革新を目指す事業者への支援となり廃業の増加が予想される中で、小規模事業者減少に歯

止めをかける効果が出てきている。商工会は、この補助金の申請窓口となり、申請書作成支援

から実行まで支援を行っている。平成 27年度商工会新規加入事業者 7事業者（内新規開業 3事

業者）の実績に繋がっている。 

 空き店舗対策では、「商工会まちづくり委員会」を組織し、町内の空き店舗情報の収集・整理

を行い入居希望者へ情報提供を行っている。平成 28年度から空き店舗入居者へは、日之影町の

空き店舗活用助成金が、初年度家賃の５分の４、２年目５分の３、３年目５分の２が支給され

る。地域総合振興事業として「日之影川こいのぼり掲揚事業」「夏祭りひのかげ」「ひのかげ渓

谷まつり」のイベント事業の開催、協力を行っている。 

 

（会員数組織率の推移） 

 宮崎県 日之影町 

平成 24年度 
会員数 8,648 人 146 人 

組織率 65.2％ 74.5％ 

平成 25年度 
会員数 8,452 人 145 人 

組織率 64.5％ 79.2％ 

平成 26年度 
会員数 8,232 人 138 人 

組織率 63.6％ 78.4％ 

平成 27年度 
会員数 8,175 人 133 人 

組織率 63.3％ 78.7％ 

平成 28年度 
会員数 8,088 人 147 人 

組織率 62.2％ 79.0％ 

（出典：宮崎県商工会連合会「商工会実態調査」） 

（商工業者等の業種別内訳） 

平成 28年 4月 1日現在 

 
建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業・

宿泊業 
サービ

ス業 その他 合計 

商工業者数 31 21 2 51 21 30 20 176 
小規模事業者数 28 21 2 48 20 26 14 159 
商工会員数 24 12 2 42 16 21 16 139 

（出典：宮崎県商工会連合会「商工会実態調査」） 
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（２）経営発達支援計画の目標 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 中長期的な小規模事業者振興のあり方としては、平成 27年度、日之影町産業振興対策協議会

（商工会参加）を中心に策定した「第 5 次日之影町長期総合計画」に定めている施策のひとつ

である「次世代に受け継いでいく持続的な社会づくりを進めるために小規模事業者の経営体質

の強化を図る」ことを目標とする。 

地域内の小規模事業者を取り巻く環境は、人口減少や購買力流出により、非常に厳しい状況

にある。商工会は、小規模事業者の経営改善を図る支援機関として、また、地域唯一の総合経

済団体として一丸となり経営発達支援事業を推進し、小規模事業者の持続的発展を促進する。

また、小規模事業者の事業計画策定支援から実行に至るまで、商工会が得意とする地域に密着

した活動実績や、小規模事業者の視点にたったきめ細やかな伴走型支援機能を活かしながら支

援する。 

 

【本計画の目標及びその達成に向けた取組み方針】 

 

① 地域内経済状況の把握及び小規模事業者への提供 

・地域経済の動向調査、小規模事業者の需要動向調査を行い必要な情報提供を行う。 

   ・小規模事業者の商品・サービス等の需要動向を把握し情報提供を行う。 

 

② 小規模事業者の経営体質の強化 

・小規模事業者の事業内容を理解し経営課題の認識を行い、経営者の悩みを見極め、事

業計画策定支援と実行に至るまでの伴走型支援を実施する。 

・「事業価値を高める経営レポート」（知的資産経営報告書）を活用し、事業計画に基づ

いた経営を推進する。 

・事業計画に沿った課題解決のための専門家活用、補助金等活用支援を実施する。 

 

③ 地域産業の育成と経済の活性化 

・地域資源活用による産業育成と地域資源を活用した商品の販路拡大に取り組み地域経

済の活性化を図る。 

 

④ 他の支援機関との連携強化 

・他の商工会、支援機関、金融機関との連携を図り、人材育成も含め支援体制の強化を

図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施機関 

 

（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．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

 

現在、地域経済の動向については、全国商工会連合会の「小規模企業景気動向調査」で選

定した企業の調査協力をする程度で、調査結果の活用はなされていない。また、これまで行

政や民間機関が発行する各種経済統計データも積極的には提供していなかった。小規模事業

者が自社の経営状況を把握するに当たって、地域の経済動向等を基礎資料とすることは、外

部環境要因の把握に有用であることから、今後は商工会が定期的に収集・分析し、事業者へ

提供していく必要がある。 

そこで、今回の計画では、商工会独自の小規模事業者景況調査を実施し、収益の状況や景

況、地域の経済動向に関する情報を巡回訪問や窓口相談時に収集する。その調査データと、

全国・県内の各種調査レポートを活用し、課題等を整理分析した報告書を、小規模事業者の

経営支援や事業計画策定に活用する。なお、調査結果は、商工会ホームページに掲載し情報

の共有化を図る。 

 

（事業内容） 

① 町内小規模事業者景況調査 

地域内小規模事業者から、業種バランスを考慮して、１５社を選定し商工会独自の景況

調査を年 1回実施する。 

【対象業種】：製造業３件・建設業２件・小売業４件・飲食、宿泊業２件・サービス業４件 

【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 

 

② 各種調査レポート調査結果集計 

全国商工会連合会の「小規模企業景況調査」や、宮崎県発表の産業統計、事業所統計、

日本政策金融公庫の「中小企業景況調査等各指標」、みやぎん経済研究所の「調査月報」、（株）

日本統計センターの市場情報調査ナビ（MieNa）などを活用し、地域経済動向を整理分析し、

調査報告書を作成する。 

  【調査項目】：業種別景況・設備投資動向・個人消費動向・雇用情勢 

 

(目標とスケジュール) 

実施内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

町内小規模事業者

景況調査（年 1回） 
未実施 15社 15社 15社 15社 15 社 

各種調査レポート

調査結果集計分析

報告書 

未実施 1回 1回 1回 1回 1回 
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２．経営状況分析に関すること【指針①】 

 

経営分析については、ネット de記帳利用者や金融支援時に主に財務分析を中心に行ってお

り、業種特性を踏まえた経営課題の発見につながるような分析に至っていない。今回の計画

では、小規模事業者の経営や販売力向上、さらには事業承継につなげるために、経営指導員

や経営・情報支援員の計画的な巡回・窓口相談等を通じて経営分析希望事業所を募り、経営

分析を実施する。 

 

(事業内容) 

① 計画的な巡回相談、窓口相談、セミナー開催の中で経営分析の必要性を説明し、希望す

る小規模事業者を掘り起こし、経営分析を実施する。 

 

② 会計データを基にした経営診断については、経営指導員、経営・情報支援員が実施する。 

  ・損益計算書、貸借対照表等利用した経営指標による分析。（中小機構の経営自己診断シス

テムを活用） 

  ・商品、製品別の売上傾向、利益率、売上高に占める割合を分析。（中小機構の J-NET21を

活用） 

 

③ ヒアリングによる調査分析の実施。 

  ・企業概要（沿革・事業規模・後継者・従業員・資金等）の調査。 

  ・ＳＷＯＴ分析(強み・弱み・機会・脅威)を把握する。 

 

④ 分析結果を調査事業所にフィードバックする。調査事業者が客観的に自社を見つめなお

すための意識改革を図るとともに、事業計画の策定及び策定後の実施支援に活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析セミ

ナー開催 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

経営分析件数 2件 12件 12件 12件 12件 12件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

これまでの小規模事業者支援においては、金融支援、補助金申請時の事業計画策定支援等、

やや受け身的対応が中心であり、小規模事業者が持続的発展のために策定する事業計画策定

に対する支援は少なかった。本事業では、事業者の経営課題の解決を効果的かつ計画的に実

行するために、事業計画策定支援に取り組み、経営分析の実施により抽出した経営課題を克

服するための経営ビジョンや数値目標を設定することで、持続的発展に繋げていく。 

 

(事業内容) 

① 経営分析実施事業者及び小規模事業者へ経営指導員、経営・情報支援員の巡回、窓口相

談時に事業計画の必要性を説明し、事業計画策定を目指す事業者の掘り起こしを行う。 

 

② 【指針①】の経営分析を実施した小規模事業者には、地域経済の状況と経営分析の結果

を踏まえ、自社の「強み※（知的資産）」を把握し、「事業価値を高めるレポート」（知的資

産経営報告書）の策定を支援する。この事業計画を策定することにより企業の潜在力が見
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え、経営者と家族、後継者、従業員の意識が共有され高い連帯感が生まれる「※知的資産

経営」を推進する。現在から将来に向けての環境変化を考え、どのように売上を導き出し、

利益を確保し、事業存続・事業承継というストーリーを描き、小規模事業者の持続的発展

に繋げる。 

  ※知的資産：「人的資産」個人のイノベーション能力、経験、想像力、学習能力など退職時

に失われるもの。 

         「構造資産」組織の柔軟性、データベース、文化、システムなど企業に根付く

もの。 

         「関係資産」イメージ、顧客ロイヤリティ、顧客満足度、供給業者との関係、

金融機関への交渉力など対外的関係に基づくもの。 

  ※知的資産経営：上記 3つの知的資産の視点から企業・事業を捉え、小規模事業者自身が、

その企業らしさを生み出す源泉、価値を導き出す仕組みを明らかにし、

環境変化に応じて自社の強みを生かし、弱みを克服する取り組みを通じ、

売上増加や利益の確保、あるいは持続的安定的な経営を模索するもの。 

                       （経済産業省：知的資産経営ポータルより） 

  

（目標とスケジュール） 

支援内容 現状 30年 31年 32年 33年 34年 

事業計画策定指導回数 0回 50回 50回 50回 50回 50回 

事業計画策定件数 0件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

現在実施している小規模事業者への事業計画策定支援は、金融支援、補助金申請時に行う

支援にとどまっており、計画策定後のフォローがほとんどなく、計画の進捗状況も把握され

ていないままに推移してきた。また、支援してきた小規模事業者側も策定した事業計画を適

切に実施していこうとする意欲が希薄であり、計画・実績対比や事業計画の見直しを行う機

会も少なく、経営改善に資する大きな効果は得られていないのが現状である。 

今後は、小規模事業者に対し、事業計画を策定する必要性、重要性を説いて理解を深め、

計画を重視した経営への移行を図るために、商工会職員が事業所に寄り添い、事業者のモチ

ベーションを保ちつつ、計画の進捗状況を定期的に確認すると共に、取組状況や成果等を検

証し、必要な支援・助言を行うＰＤＣＡサイクルを確立する必要がある。 

 

（事業内容） 

① 事業計画を策定した小規模事業者全てに対し、四半期に１度以上巡回訪問を行い、進捗

状況を確認するとともに、事業計画策定で目標設定した労働生産性、売上高経常利益率、

付加価値額の伸び率等の達成度を確認し、事業者にフィードバックする。 

 また、計画どおり進捗していない小規模事業者に対しては、必要に応じて、より専門的な

知識を持った専門家を活用する。中小企業経営基盤強化支援事業（専門家派遣事業）、宮崎

県産業振興機構のよろず支援拠点コーディネーター、宮崎県信用保証協会、日本政策金融公

庫、町内の金融機関等と経営指導員が連携し、事業計画の実施項目の検証や、改善項目の洗

い出しを行いながら計画達成に向けて持続的な支援を行う。 
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なお、必要に応じて、事業実施段階で発生した経営課題の解決支援に取り組み、売上増加

や利益増など一定の事業成果を確認するまでフォローアップを継続する。 

 

② ①の内容を踏まえ、継続的にフォローアップ、事業計画の見直しを行い、ＰＤＣＡサイ

クルを確立させ、小規模事業者の持続的発展に向けて伴走型支援を行う。定期的なフォロ

ーアップを実施することで、事業計画策定後の計画の実施に当たっての問題を事前に発見

し、対応することが可能となる。 

 

（目標） 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ対象事業

者数 
5事業所 5事業所 5事業所 5事業所 5事業所 

フォローアップ実施延べ

回数 
20回 20回 20回 20回 20回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現在、日之影町の小規模事業者が取扱う商品等の需要動向調査は行われておらず、需要や

供給、価格帯等の動向についての情報提供が不十分であった。 

また、日之影町は、ユネスコエコパークにも登録されるほどの山岳地帯で町土の約 91％を

山林が占め、生産される栗、ゆず等は質量ともに優れており、それらを材料とした小規模な

食品製造業者が多く存在する。しかし、勘と昔からの伝承で製造している、脆弱な経営状況

にある事業者が多く、消費者ニーズを的確に捉えた商品開発やサービスの提供が行われてこ

なかった。今後は小規模事業者に需要動向の把握が必要であることを認識させ、特にマーケ

ットインの考え方を浸透させることが課題である。 

 

（事業内容） 

事業計画策定を行う小規模事業者の主力商品及び提供するサービスの需要動向に関する情

報を収集・整理・分析し、その結果をフィードバックすることで、新たな商品開発や市場開

拓に活用する体制を整えたい。 

本来ならば、商工会管内の全ての事業所を対象とするべきであるが、当商工会の人員を勘

案すると一度に対応することが難しいことから、対象は事業計画策定を行った小規模事業者

のうち、栗、ゆず等の加工品を取り扱う小規模事業者に重点を置き需要動向調査を行い、マ

ーケットインの考え方に沿ったものになるよう情報提供を行う。そうすることで、より消費

者のニーズを捉えた商品開発やブラッシュアップが可能となり、効果的な販路開拓が可能と

なる。 

 

① アンケート調査と情報のフィードバック 

栗、ゆず等を使った加工食品については小規模事業者の売上を伸長させるための需要動

向調査を行う。国道沿線の道の駅の協力を得て、経営指導員等が店内で聞き取り調査を行

い、調査結果を事業者にフィードバックし、次の事業計画の策定に繋げる。 
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  【調査項目】：味、質感、量目、価格、パッケージ、購入の目的等について 1アイテム当た

り 30 件のアンケート 

 

② 商品のブラッシュアップ  

小規模事業者が、新商品や新サービスの考案・製作や既存商品の改善を企図した際に、

当該小規模事業者、経営指導員、専門家（中小企業診断士や提供商品に関する専門家、バ

イヤー等）等を交えたメンバーにより意見交換を行い商品のブラッシュアップを行う。特

産品においては主に、味、品質、パッケージ等店頭での聞き取りから得た結果を参考とす

る。 

 
上記のような需要動向調査を実施し、その結果を小規模事業者にフィードバックするこ

とは、消費者の率直な意見を届けることとなるため、より消費者のニーズに合った商品・

サービスの開発・改良等が行え、販路拡大や売上増大に繋がり、事業計画策定にも活かさ

れ、小規模事業者の持続的発展、成長発展が期待される。 
 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

主力商品等動向調

査企業数 
未実施 3件 5件 5件 5件 5 件 

ブラッシュアップ

対象アイテム数 
未実施 5品 8品 10品 10品 10品 

 

 

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】 

（現状と課題） 

日之影町には、栗、ゆず等を使った食品製造業の小規模事業者が多く、その店ならではの

商品やサービスを取扱っている事業者が多いが、個社の魅力、商品等について十分な情報発

信がなされていない。商圏人口が少ない地域においては情報発信力を強化し市場へ浸透させ

ることが経営の持続的発展に必要である。 

この事業では、事業計画を策定した小規模事業者の取扱う商品・サービスについて、物産

展・商談会への参加を通じた需要開拓、情報発信や ITを活用した販路開拓の取り組み支援、

市場に浸透する情報発信、売上を伸ばすインターネット販売等集客を図る手法についての支

援が必要となる。 

 

 

(事業内容) 

特産品の栗、ゆず等を使った加工品の販路開拓を行いたいと考えている小規模事業者に対し

て以下の取組を行う。 

 

① 物産展・商談会への参加支援、インターネットを通じた需要開拓や、物産展、商談会へ

の参加支援等を通じて、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。 

 

② 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
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ュアップをおこな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伴走型の支援を行

っていく。 

 

（実施方法） 

① 物産展を通じた需要開拓支援 

物産展等への参加が観光ＰＲや商品を知ってもらうきっかけにも繋がることから、宮崎

県商工会連合会の主催する、「商工会自慢！みやざきよかもん市」や近隣の商工会、商工会

議所地域で開催される物産展等の出店支援を行う。 

また、後日の販売につなげるため、チラシやＤＭ、アンケート等を活用したＰＲを行い、

消費者の声を商品開発に活かすための仕組み作りや、ダイレクトメールなどの販促活動を

指導、効果的に実施し、リピート率向上及び売上向上にも力を入れる。 

  このような商談会・展示会・物産展の参加を通して、小規模事業者と百貨店や大手スー

パー等との取引及び、小規模事業者の取り扱う商品の知名度向上を図り売上拡大を達成す

る。 

 

② 展示会・商談会等を通じた需要開拓支援 

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、全国商工会連合会の展示会、商談会情報、また、宮崎県商工会連合会のお知らせメー

ルサービスによ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

新たな販路開拓に繋がる展示会・相談会の情報を提供する。その際にはマーケットインを

心がけて出品できるよう支援を行う。 

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

できるように支援する。このような展示会・商談会等参加を通して、小規模事業者と県外

の百貨店や大手スーパー等との取引を成立させ、売上拡大を達成する。 
 
１.専門家派遣を活用した事前指導 

・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。事業者が自社商品を選抜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」を特定できるよう支援を行う。 

・ＦＣＰ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。 

・ＰＲチラシの作成や、ホームページの更新時には、ターゲットに、より訴求でき

るチラシやホームページの作成支援を行う。 

・売上や商談件数の目標を来場者数や販売人員等の状況から事業者とともに売上や

商談件数の目標を立て、達成に向けた支援を行う。 

 

２ 専門家派遣を活用した事後指導 

・バイヤーや消費者からの評価状況（価格・品質・味・量・パッケージ等）を事

業所から最大限ヒアリングし、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。 

・事前指導の際に設定した目標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。 
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③ インターネットを通じた需要開拓支援 

新商品や新サービス開発時、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Ｂto

Ｂ、ＢtoＣによる取引成立に繋げる。 

・小規模事業者が、開発した商品や、地域産品等をネット上で紹介・普及を行うことに

より、地域の優れた産品を紹介・販売し、小規模事業者の商品展開力・販売力の向上

等を図ることができる、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」への出品支援を行い、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に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ＳＮＳの更新度合いの確認を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

物産展への出店企業数 

(売上目標：万円) 

0件 

（0） 

2件 

（20） 

3件 

（60） 

3件 

（60） 

3件 

（60） 

3件 

（60） 

展示会への出展企業数 

（内 成約目標数） 
未実施 3件 

（2件） 

3件 

（2件） 

3件 

（2件） 

3件 

（2件） 

3件 

（2件） 

 ＩＴ活用支援企業数 未実施 3件 3件 3件 3件 3件 

 
ＢtoＢ商談先数 

（成約件数） 
未実施 3先 

（1件） 

3先 

（1件） 

3先 

（1件） 

3先 

（1件） 

3先 

（1件） 

 ＢtoＣ売上目標（万円） 未実施 １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

(現状と課題) 

本町の商業は、基幹産業の低迷や、人口減少、少子高齢化により購買力が減少している。

また、近隣市町への大型店舗の進出など環境の変化や消費者ニーズの多様化、インターネッ

トショッピングなど消費動向の変化により、業界を取り巻く環境は厳しく、小規模事業者の

経営は逼迫している。役場周辺の商店街は、平成 17年の台風災害により、閉店する事業者も

あり、空き店舗が増加している。消費者ニーズに応えることができるような商店街を目指す

ためには、空き店舗対策に取り組み商店に特長を持たせ、社会福祉協議会等と連携した「高

齢者にやさしい商店街づくり」で買い物弱者支援に取り組み、購買力を高める必要がある。 

平成 23 年に大きな雇用の場であった自動車部品工場が閉鎖し、その後新たな進出もなく、

大変厳しい状況である。 
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(事業内容) 

本計画では、日之影町と日之影町商工会が連携して策定した「第 5 次 日之影町長期総合

計画 平成 27年度～平成 36年度」を推進するため、「日之影町産業振興対策協議会」で地域

内各種団体、行政機関との情報共有・連携を図り、地域資源を活用して起業する農業者や、

UI ターン者、若者、女性、高齢者、地域グループの支援を積極的に行い、商店街活性化、空

き店舗対策、地域資源活用、観光産業振興、企業誘致を推進し、地域が一体となった地域経

済の活性化を目指す。 

＊「日之影町産業振興対策協議会」：日之影町産業振興対策審議会条例に基づき設置 

  構成委員：教育委員長・農業委員会長・JA 高千穂地区日之影支所長・西臼杵森林組合

日之影支所長・日之影町商工会長・青年団長・自治公民館連協長・自治公

民館女性部連協長・民生委員協議会長・スポーツ推進委員会長・林研グル

ープ会長・JA 高千穂地区日之影青年部長・日之影町商工会青年部長・日之

影町 12地区協議会長・学識経験者 2名 

 

① 時代の流れや消費者ニーズに的確に対応したサービスができる店づくりを支援し、空き

店舗対策については、町の空き店舗対策補助金制度を広く周知し、店舗利用者が利用しや

すい環境づくりに取り組む。また、2か月に 1回、行政と移住定住コーディネーターも参加

した商工会のまちづくり委員会で、情報交換を行っていく。 

 

② 本町の基幹産業である農林業と連携し、事業の強化・充実を図るとともに、新商品の開 

発・販路拡大、観光客を対象とした新たなサービスを開発するなど 6 次産業化へ向けた取

り組みを支援する。6次産業化へ向けた新規事業町補助金の申請窓口が商工会のため、申請

書作成支援、事業計画策定支援、金融支援等を行う。 

 

③ 「森林セラピー基地」の取り組みで平成 18 年から平成 26 年度までに約 600 団体がウォ

ーキングコース等を利用している。この各コース利用者や観光客が利用する観光施設（道

の駅青雲橋、日之影温泉駅、TR 列車の宿、つりがね、石垣の村、英国館）が連携して開催

する観光イベントに協力し観光資源の魅力に更なる磨きをかける。 

 

④ がんばろう日之影商店会復興イベント「夏祭りひのかげ」を実施し、賑わいの創出、地

域コミュニティの維持発展を図る。 

 

⑤ 日之影地区に多く生息し農作物に被害を及ぼしている猪、鹿、野鳥等（ジビエ）の利活

用をジビエ振興協議会と連携し、ジビエ商品に関する情報提供を小売店・飲食店へ行い、

ジビエ商品販売及びメニュー化の支援を実施する。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

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 

（現状と課題） 

 経営指導員等の支援ノウハウは、中小企業大学校での研修の履修や、県連合会が定期的に

開催する研修で得られるものが基本であり、県内の商工会職員で構成する「宮崎県商工会職
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員協議会」及び「宮崎県商工会職員協議会県北部支部」で自主開催する講座等によるものと

併せ、小規模事業者への支援を満たすものとしてはさほどの不足はなかったと考える。 
 しかしながら、個々の職員の支援ノウハウには、キャリア等によりバラツキがあることは

否めず、職員の数が漸減する中で新たな支援体制が求められる状況において、小規模事業者

への質の高い支援を求められることがあり得る。 
県北地区の商工会職員が協力して横断的に、個別に有する支援ノウハウや情報を共有する

体制を構築することは必須であり、さらに他の支援機関等、専門家との情報交換や研修を積

極的に行い、高度な知識が必要な支援課題に対する取り組みや垣根を超えた支援を行ってい

く体制を構築することが課題となる。 
 

（事業内容） 

県北地区商工会職員及び県連合会経営支援センター職員による経営支援会議、その他の支

援機関（よろず支援拠点等）との連携により、情報交換と課題解決への取り組みを行い、高

度化する小規模事業者の経営課題の解決や新たな需要の開拓と経営力向上につなげる。 

このことで職員の支援能力が高度化し、今後の伴走型経営支援の有力なツールとして利用

することができる。 

また、習得した支援ノウハウ、情報等は、データ化し、支援担当者全員の支援ツールとし

て共有し、活用できる状態にする。 

 

① 各経営指導員が有するスキルを活用した課題解決への取組 

県北部地区商工会（五ヶ瀬町・高千穂町・日之影町・延岡市三北商工会）、経営支援セン

ターによる定期的な経営支援会議へ参画する。 

各指導員が持ち寄る小規模事業者への支援課題について協議。さらにこの案件を、地域

の小規模事業者が抱える課題への支援事例として蓄積し、今後の経営課題の解決に繋げる

有力な支援のツールとして利用する。 

 また、各地区の情報を交換することにより、小規模事業者の新たな需要の開拓や、取引

を開始しようとする先の信用情報を提供する。 

 

 

② 難解な経営課題解決のための専門家活用 

（公）宮崎県産業振興機構・宮崎県商工会議所連合会等他支援機関との連携や（公）

宮崎県産業振興機構のよろず支援拠点コーディネーターや宮崎県商工会議所連合会の専

門家派遣制度等を利用して、高度な知識を要するような小規模事業者の経営相談に対し、

共同して課題解決を図るとともに、経営指導員（可能であれば経営・情報支援員も同行。）

のスキルアップと支援ノウハウの向上に繋げる。 

 

③ 金融・経済動向、市場動向等の情報収集 

 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、県内情報、県北地域の経済状況、金融情報について情報を得るとともに、経営の

持続的発展や創業支援ノウハウの情報の共有を行う。公庫から得られる情報は、金融以

外でも経済動向や市場動向など多岐にわたり、小規模事業者に提供することで、経営の

持続的発展や需要の掘り起こしに活用できる。 
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④ 町内金融情勢調査及び情報交換 

 地区内金融機関と連絡会議を年 1 回程度開催して、地区内小規模事業者に対する支援

ニーズの動向や支援ノウハウ等の情報共有を行うとともに、企業の業種別業況状態の確

認、情報交換を行う。 

 

 (目標) 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

県北部地区商工会

の経営支援会議 
未実施 6回以上 6回以上 6回以上 6回以上 6回以上 

日本政策金融公庫

延岡支店との情報

交換会 

1回 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 

地区内金融機関と

の連絡会議 
未実施 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

小規模事業者の事業の持続的発展を支援する上で、経営支援を行う経営指導員等は、自ら

の支援能力を高める自己研鑚が必要である。実際に支援をしながら学ぶ OJT と外部の研修で

学ぶ OFF－JTをバランスよく組み合わせて経営指導員等の支援能力向上の底上げを図る。 

 

① 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に経営指導員、経

営・情報支援員が、年間 1 回参加することで企業の持続的発展を重視した支援能力を図る。 

  

② 県北地区商工会職員による研修会及び経営支援会議に参加し、支援ノウハウや有益な知

識や情報を共有化し、支援能力の向上を図る。 

  

③ 当商工会内で、月 1 回支援会議を開催し、個別事業者に関する支援内容について全員が 

検討する。支援ノウハウやデータファイルの共有化を図り、組織として支援ノウハウが引

き継がれる仕組みを構築する。小規模事業者への実践的な販路開拓や利益体質改善提案を

することにより経営実態に応じた支援に繋げていく。 

  

④ よろず支援拠点コーディネーター、専門家派遣に経営指導員等が同席し、支援ノウハウ

を習得する。 

  

⑤ 若手経営指導については、宮崎県商工会連合会経営支援センターOJT プログラムを活用

し、支援スキルや知識を承継する。 

 

 

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 

 

ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度、本計画に記載の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・検証を行い、必要に応じて見直しを行う。 
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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を活用する。 

・毎年 4月に事業実績評価を依頼し事業の実施状況、成果の評価、見直し案を提示して、

評価・意見を乞う。 

 

【外部評価委員会の構成予定表】 

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 商工観光担当部署 職員 

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 

  

② 事業の成果・評価・見直し案の結果については、商工会理事会へ報告し、承認を受ける

とともに、商工会の総会において報告を行う。 

  

③ 事業の成果・評価・見直し内容については、日之影町商工会で閲覧できるものとし、ホ

ームページ（http://www.miya-shoko.or.jp/hinokage/）を通じて公表を行う。 

 

④ 評価に基づく事業見直しの具体策については、早急に検討・立案して実行に移す。 

 
  

＜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２９年４月現在） 

（１）組織体制 

  ① 日之影町商工会 

商工業者数 １９４名 

小規模事業者数 １６９名 

会 員 数 １５６名 

     役 員 

      ・会長１名、副会長２名、理事１０名、監事２名 

     事務局 

      ・経営指導員１名、経営・情報支援員２名 

  ② 事業実施体制 

      ・経営指導員１名、経営・情報支援員２名 

 

（２）連絡先 

   日之影町商工会 

   ８８２－０４０１ 

   宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折３４６１ 

   TEL０９８２－８７－２２１０ FAX０９８２－８７－２０６９ 

   E-mail hinokage@miya-shoko.or.jp 

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

 

 

（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 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

 

各種調査費 

支援事業費 

地域活性化事業費 

会議費 

 

200 

500 

500 

100 

200 

500 

500 

100 

200 

500 

500 

100 

200 

500 

500 

100 

200 

500 

500 

100 

（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 

国・県補助金、町補助金、商工会（会費収入、事業収入） 

 

 

（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。 

mailto:hinokage@miya-shoko.or.jp
http://www.miya-shoko.or.jp/hinokage/
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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．経営分析・需要動向調査 

２．事業計画策定・実施支援 

３．事業継承・創業・第二創業支援 

４．小規模事業者販路開拓支援 

５．支援力向上 

連携者及びその役割 

 

名称(代表者) 住所 連携する内容 

宮崎県 

（知事 河野俊嗣） 

宮崎県宮崎市橘通東 

2-10-1 

・専門家による経営分析と助

言及び効果的指導 

・実現可能な事業計画策定支   

援 

・新規創業者支援 

・販路開拓支援 

・ビジネスマッチング 

・支援能力向上 

 

中小企業基盤整備機構 

（理事長 高田坦史） 

東京都港区虎ノ門 3-5-1 

宮崎県産業振興機構 

（理事長 緒方 哲） 

宮崎県宮崎市佐土原町東上

那珂 16500-2 

宮崎県よろず支援拠点 

（チーフコーディネーター 長友 太） 

宮崎県宮崎市佐土原町東上

那珂 16500-2 

宮崎県中小企業団体中央会 

（会長 矢野久也） 

宮崎県宮崎市松橋 2-4-31 

宮崎県商工会連合会 

（会長 淵上鉄一） 

宮崎県宮崎市松橋 2-4-31 

宮崎県事業引継ぎ支援センター 

（専門相談員 阿南友也） 

宮崎市錦町 1番 10号  

ＫＩＴＥＮビル 7階 

・事業承継支援 

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 1-3 ・事業資金の調達支援 

・新規創業者支援 

・情報交換 宮崎県信用保証協会 

（会長 茂 雄二） 

宮崎市宮田町 2番 23号 

宮崎銀行高千穂支店 

（支店長 那須浩人） 

宮崎県西臼杵郡高千穂町大

字三田井 791 

熊本県信用組合高千穂支店 

（支店長 天野健吾） 

宮崎県西臼杵郡高千穂町大

字三田井 8−3 

日之影町 

（町長 佐藤 貢） 

宮崎県西臼杵郡日之影町大

字岩井川 3398-1 

・新規創業者支援 

・地域商工観光業振興 

日之影町観光協会 

（会長 佐藤 貢） 

宮崎県西臼杵郡日之影町大

字岩井川 3398-1 

・地域観光振興 

・地域資源等情報共有 

西臼杵森林組合 

（組合長 佐藤雅洋） 

宮崎県西臼杵郡高千穂町大

字三田井 1063－23 

・6次産業化への取り組み 

・新規創業者支援 

・情報交換 高千穂地区農業協同組合 

（組合長 佐藤 友則） 

宮崎県西臼杵郡高千穂町大

字三田井 1 
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連携体制図等 
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宮崎県 

中小企業基盤整備機構 

宮崎県産業振興機構 

宮崎県よろず支援拠点 

宮崎県中小企業団体中央会 

宮崎県事業引継支援センタ

 

日本政策金融公庫延岡支店 

宮崎銀行高千穂支店 

宮崎県商工会連合会 

熊本県信用組合高千穂支店 

日之影町 

日之影町観光協会 

西臼杵森林組合 

高千穂地区農業協同組合 

宮崎県信用保証協会 
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