
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
都城商工会議所（法人番号 4350005003760） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目  標 

都城商工会議所は、「活力のある小規模事業者等を一つでも多く育てていくことが地域経済
の底上げにつながる」という理念のもと、小規模事業者に対して、行政、各支援機関と連携し
て、売上の増加・利益の確保に向けた経営力の向上につながる支援を実施することで、売上を
伸ばす小規模事業者を育成し、管内小規模事業者の持続的な発展に貢献していく。 

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【指針③】 

地区の経済動向を把握し、経営発達支援事業施策に反映させる。調査結果を広く情報発
信する。 

２．経営状況の分析【指針①】 
巡回や窓口における経営相談の中で、経営者へのヒアリングや実地調査、財務諸表など
の関係資料をもとに、小規模事業者の定性定量両面で経営状況の把握・分析等を行う。 

３．事業計画策定支援【指針②】 
事業計画作成の重要性を認識して頂き、事業計画策定支援を行う。各機関と連携し伴走
型の指導助言を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援【指針②】 
四半期ごとに事業計画の進捗管理を実施。専門的な課題に関しては他支援機関、金融機
関等と連携し問題解決を図り、事業計画遂行が図られるよう継続的に支援を行う。 

５．需要動向調査【指針③】 
小規模事業者に売れる商品・サービスのヒントや気づきを与えられるように、マーケッ
トインの考え方を念頭に置き、需要動向調査を新たに実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 
商談成約率向上のための支援として、販路開拓塾を開催する。販路開拓塾を受講した小
規模事業者が展示会や商談会に出展し、商談を成立させ、新たな販路先を開拓し、売上
増につなげ、経営を持続発展させる取り組みを実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
当所、都城市、都城まちづくり株式会社、商店街等と連携し、整備される中心市街

地施設を中心に、空き店舗対策や商店街の魅力を高める取り組みや、賑わい創出に係
るソフト事業などの様々な取り組みを複合的に行い、中心市街地の活性化を図る。 

（１）中心市街地に関わる情報の収集及び管理、発信に関すること 
（２）商店街組織やまちなかで活動する個人や団体との信頼関係の構築及び活動への参画、次 

代を担う人材の発掘、育成に関すること 
（３）賑わい創出に係るソフト事業などのサポート及び協働体制の構築空き店舗への積極的・ 

計画的テナント誘導に関すること 
（４）空き店舗、空き家等の既存ストックを活用したリノベーションまちづくりの推進に関す

ること 

連絡先 
都城商工会議所 中小企業相談所 
〒885-8611  宮崎県都城市姫城町 4街区 1号  
電話:0986（23）0001 FAX:0986（23）7222 E-MAIL m4501@miyazaki-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援事業の目標 
１．都城市の現状と課題 
１－１．都城市の概要 

都城市は、宮崎県の南西部に位置し、東に鰐塚山系、北西には高千穂峰を仰ぐ都城盆地にあ
り、宮崎市や鹿児島県霧島市・曽於市などと接している。平成 18年に、都城市、山之口町、高
城町、山田町、高崎町の１市４町が合併し、人口は平成 28年 10月 1日現在で 163,965人で
ある。 
交通条件は、九州縦貫自動車道、国道 5本をはじめ主要道路が整備され、JR日豊本線、吉都

線の 2本が走り、また、４０㎞圏内には、国から重要港湾の指定を受けている志布志港や油津
港、さらに宮崎空港と鹿児島空港が位置し、陸・海・空の条件が整っている。 
また、志布志港と本市を結ぶ地域高規格道路「都城志布志道路」も一部供用開始となるなど

建設が進んでおり、さらなる利便性の向上が期待される。 
本市の基幹産業をみると、工業製造品出荷額の約 3,518 億円（平成 26年）は、県内第１位

であり増加傾向である。卸売・小売業販売額は約 3,725億円（平成 26年）で、縮小傾向であ
る。 
都城市は「日本一の肉と焼酎」のまちとして全国各地に情報発信し、ふるさと納税では、平

成 28年には 73億円の寄付額があり、全国 1位となった。 
 

 
 

都城市ＨＰより 
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１－２．都城市の人口の推移 
都城市の人口は、1985年の 174,054人をピークに、2016年には 163,965人となり、減少

している。将来人口推移は、2060年には、115,385万人と約 5万人減少することが推計され、
現在の 7割程度の人口まで減少すると予測されている。2015年の高齢化率は 28.9％であるが、
2040年には 33.6％と高くなると予測されている。【参考文献：都城市策定「地方人口ビジョン・
総合戦略に向けた取り組み状況」】 
都城商工会議所管内の人口の推移については、2010年の 115,006人から、2015年には

114,050人となっており、緩やかに減少している。2015年の高齢化率は 26.3％であるが、2040
年には 30.5％と予測されている。 
高齢化社会が進むと、地域における良質な労働力不足を招くこととなり、地域産業の根幹を

揺るがしかねない状況となることが想定される。地域として雇用を創出する創業支援や産業の
振興の実施、農畜産業と製造・小売・サービス業との連携によるビジネス機会の創出が課題と
なっている。 

 
       表 1：都城市の人口の推移                  出典：国勢調査 
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１－３．都城市の事業所数の推移 

都城市の事業所数の推移をみると、1986年の 9,859事業所をピークに、減少傾向にある。
このまま何も対策を講じなければ、減少傾向が続いていくことが予測される。 
都城商工会議所管内の事業者数の推移は、2006年の 6,775事業所から、2016年の 6,203

事業所へと減少している。また、都城商工会議所管内の小規模事業者数の推移は、2006年の
6,035事業所から、2016年の 4,831事業所と減少している。 

 
１－４．都城市の商工業及び基幹産業の現状 
（１）製造業は、工業製造品出荷額は宮崎県内においては第 1位で、食料品、飲料、電気機械・

金属製造業のほか、弓・木刀などの伝統工芸品、しょうゆ・味噌、お茶・家具などの地域資
源を活用した製造加工業が主要産業である。2008年と 2014年を比較すると、事業所数は
300事業所から 279事業所と減少している。また、従業員数についても、12,328人から
11,780人と減少傾向が続いているが、製造品出荷額については、3,165億円から 3,518億

(人） 
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円と増加している。出荷額が日本一となった焼酎メーカーが牽引していると思われる。しか
し、一方では他の地域に優位な資源はあるものの、付加価値を高められないことなどにより、
売上の伸び悩みも見受けられる。 

 
（２）商業は、2004年と 2014年を比較すると、事業所数は 2,802 事業所から 1,731事業所へ

と大幅に減少している。従業者数についても、16,885人から 12,117人と減少している。年
間商品販売額についても、3,915億円から 3,725億円と減少している。 
本市は、広域的な商圏を形成しているが、モータリゼーションの進展による市街地の拡大

及びネットによる消費など消費者のライフスタイル・意識の変化に伴い、大型商業施設の郊
外立地やロードサイド型商業地域の拡大が進み、商業の機能低下を招いている。また、長引
く景気低迷により、中小企業の安定的経営にも影響が出てきている。 
 

（３）中心市街地については、大型商業施設の閉店等の影響により、集客の核を失った上に、経
営者の高齢化や後継者不足などによって廃業が目立ち、商店街の空き店舗率は上昇し、深刻
な問題となっている。そのような中、都城市と都城商工会議所、タウンマネージャーが中心
になり、リノベーションによるまちづくりを進めているところである。そして、中心市街地
にある 2011年に倒産した地元大型百貨店跡地については、行政と民間による再開発が進ん
でいる。2018年春には図書館、子育て支援センター、まちなか交流センターなどの公共施設
【図１】が完成予定である。また、2019年度中には、商業施設、ホテルなどの民間施設【図
2】が建設予定であり、中心市街地の活性化を図る取り組みが進行中である。 

 

 
        【図 1】 公共施設     【図 2】 民間施設 

 
（４）地域の基幹産業である農業は、温暖な気候に恵まれ食料供給基地として南九州の中核を成

している。品目別では肉用牛、豚、ブロイラーが盛んで農業産出額の約 82％を畜産部門が占
めている。市単位での出荷額は全国のトップクラスである。また、古くから名産地として知
られるお茶や土もの野菜（甘薯、ゴボウ、里芋、らっきょう）の栽培が盛んで、近年は雨除
け・加温ハウスによる果菜類や花卉の導入が進むなど、畑地かんがいを利用した多様性に富
んだ農業経営が展開されている。 
しかしながら、これら農畜産物の多くは、加工されずそのまま大都市圏に向け出荷されて

いることから、農商工連携や６次産業化の推進により、付加価値を付けた商品開発やさらな
る販路開拓が関連産業にとっては大きな課題となっている。 
都城商工会議所では、牛・豚・鶏の資源を活用し、ご当地グルメ「焼き肉三昧舟盛り御膳」
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を開発し、外貨獲得及び「肉の都 都城」のＰＲに貢献している。 
 

 
 
２．都城商工会議所管内の小規模事業者の現状と課題 
２－１．管内の小規模事業者の現状 

管内の小規模事業者の推移をみると、2011年 5,111事業所数から 2017年 4,831事業所数
となり、280事業所(5.5％)の減少となっている。業種別では、少子高齢化による人口減少の影
響や事業承継の問題、郊外型店舗やコンビニエンスストアの進出、ネット通販の普及による消
費者の購入先の多様化などにより、小売業・卸売業、サービス業の減少数が著しい。また、公
共工事等の減少により、経営不振に陥っていると思われる建設業の事業者も減少している。増
加しているのは不動産業のみで、16事業所（9.6％）増加しているが、南九州大学の進出が起
因していると思われる。 

 
   表 2：都城商工会議所管内の小規模事業者の推移 

業  種 2011年 2017年 増 減 比較(％) 

農林水産業 52 48 -4 92.3 

鉱業 3 3 0 100 

建設業 705 653 -52 92.6 

製造業 305 276 -29 90.5 

卸売・小売業 2,261 2,107 -154 93.2 

金融・保険業 81 78 -3 96.3 

不動産業 166 182 16 109.6 

運輸・通信業 39 34 -5 87.2 

電気・ガス・水道・熱供給業 0 0 0 100 

サービス業 1,499 1,450 -49 96.7 

合  計 5,111 4,831 -280 94.5 

 
２－２．管内の小規模事業者が抱える課題  

少子高齢化や事業承継の問題、郊外型店の出店、ネット通販の高伸などの経済環境の変化に
対応するためには、下記の課題が考えられる。 
①人口の減少、少子高齢化の進行により市場が減少し、小売業、サービス業の集積する商店街
の経営環境は一段と厳しく、新たなニーズを掘り起こせるような元気のある事業所を育成・
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創出していくことが求められている。 
②売上の拡大を図るための、既存商品や資源、特徴を活かした新商品開発により生産した商品
の販路開拓の手段に乏しく、地域外の新規顧客の獲得に苦戦している。 

③経営者の高齢化・後継者不足が進んでおり、早急な事業承継対策が喫緊の課題となっている。 
④創業者は、創業計画策定の精度が低い場合が多く、経営が行き詰まるケースが多い。 

 
２－３．支援機関として求められている役割 

①金融、税務、労務、記帳などの直面する問題に対してだけの支援になりがちで、経営状況の
分析から事業計画策定まで至っていないことが多い。売り上げを伸ばすための事業計画に基
づいた経営を促すことが求められる。 

②小規模事業者自らが問題意識をもって事業に取り組んでも解決できない問題等により、事業
計画を立てても途中で断念してしまうケースが多い。そのため、持続的に経営できるようフ
ォローアップすることが必要である。 

③新規創業者は、事業計画も緻密でなく、創業後まもなく経営が行き詰まるケースがみられる。
事業計画の作成支援が特に求められている。 

④商談会・展示会に参加するものの、販路拡大につながることが少なかった。消費者、企業が
求める商品・サービス等を事前に調査・指導し、売れる商品・サービスづくりの指導力が求
められている。 

 
３．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

都城市の地域経済を支える小規模事業者は、全ての産業において、人口減少、少子高齢化、
大型店の出店、高速道路の延伸、ネット通販の普及などの社会構造・外部環境の変化により市
場が縮小していき、それに伴って小規模事業者の売上や利益が減少しており、さらに経営者の
高齢化や後継者不足などの要因も絡み、やむなく廃業に至ってしまうケースが後を絶たない。 
この厳しい現状を打破していくためには、従来の支援策だけでは解決ができないため、今後

は事業者の売上や利益を伸ばすための個社支援の強化と地域経済活性化のための面的支援をさ
らに推進していくことが求められている。 
都城市は、地理的な優位性と豊富な地域資源を最大限に生かして、南九州のリーディングシ

ティ「都城」を創生し、次世代に引き継ぐため、その実現の鍵を握るプロジェクトに全力で取
り組み、人口減少の抑制対策と来るべき人口減少社会に備えたまちづくりを推進するとして「都
城市まち・ひと・しごと創生 総合戦略」を計画した。地域の現状と課題を解決するために、小
規模事業所支援項目としては、概ね次にあげる 4つ（①既存企業の経営安定化、②まちづくり、
③創業支援、④地域の経営資源の活用等）の施策を重点事業として地域活性化に取り組んでい
る。 
都城商工会議所としては、地域の小規模事業者等支援機関として、「活力のある小規模事業者

等を一つでも多く育てていくことが地域経済の底上げにつながる」という理念のもと、市と方
向性を一にしつつ、経営発達支援事業に取り組む。 
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南九州の物流の要衝である優位性や、恵まれた農畜産資源等を十分に活かすことで、地域の
小規模事業者の売り上げの増加、利益の確保を図り、小規模事業者の事業が持続的に発展する
よう、商工会議所の強みである『地域に密着した顔の見える支援』『継続的・総合的な支援』を
さらに強化し、関係団体・機関との連携を図りながら個社支援を行うとともに、中心市街地活
性化を中心とした地域活性化の面的支援も併せて推進することで、以下のような「小規模事業
者に対する中長期的な振興のあり方」を目指す。 

 
（１）小規模事業者が事業計画の策定を認識し、経営の抜本的な見直しを図るよう支援する

ことで、都城の経済を支えている小規模事業者の減少傾向に歯止めをかける。 
（２）都城の地域資源を活用し、業績を伸ばす小規模事業所を増加させる。 
（３）本事業を通して地域の小規模事業者のビジネスモデルとなる事業者を創出し、新規創

業と事業承継が活発な南九州圏域で最も魅力ある地域を目指す。 
（４）まちの顔である中心市街地の活性化を図る。 

 
４．経営発達支援計画期間の目標 

地域の小規模事業者等支援機関として、「活力のある小規模事業者等を一つでも多く育てて
いくことが地域経済の底上げにつながる」という理念のもと、小規模事業者に対して、売上の
増加・利益の確保に向けた経営力の向上につながる支援を実施する。行政、各種支援機関と連
携し、小規模事業者の課題に適した支援事業を実施することで、特に、都城市にある地域資源
を活用し、売上を伸ばす小規模事業者を育成し、管内小規模事業者の持続的な発展に貢献して
いく。 
具体的には、経営改善に意欲的な小規模事業者等への事業計画策定・実行支援、消費者のニ

ーズやトレンドを踏まえた商品開発及び販路開拓支援、創業支援、事業承継支援等の取り組み
を実施し、経営発達支援計画の実行を通じて地域の小規模事業者等の「売り上げがアップした」、
「収益性が向上した」といった具体的な成果を生み出すことを目標とする。 
同時に本計画の実行に伴い、当所職員の資質向上及び情報・ノウハウの共有を図り、小規模

事業者等支援機関としての体制強化も目指していく。 
また、地域経済の活性化のため、まちの顔である中心市街地の活性化を関係団体と連携を図

りながら取り組んでいく。 
 
（方針） 
（１）小規模事業者の経営計画作成及び販路開拓のための支援を実施する 
（２）効果的な支援体制を構築する 
（３）創業を促進する 
（４）後継者の育成、事業承継のための支援を実施する 
（５）中心市街地の活性化を図る 
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（取り組む内容） 
（１）小規模事業者の経営計画作成及び販路開拓のための支援を実施する 
①巡回・窓口相談及びセミナー等により、小規模事業者の実態の把握、ニーズの収集に努め、
伴走型の経営支援に活かし、小規模事業者の売上の増加、利益の増加につながるよう支援す
る。 

②経営計画策定への意識啓発を図り、計画策定支援を実施するとともに、各支援機関と連携し、
伴走型かつ提案型の指導助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

③事業計画策定後も引き続き支援を行い、専門的な課題等が発生した場合には、専門家と共に
フォローアップしていく。 

④地域の経済動向と需要動向に関する情報を積極的に収集し、その情報を専門家とともに分析
する。そして、収集した情報を活用した具体的な支援ができるように充実させ、商談会・展
示会を通じて販路開拓を支援する。 
 

 （２）効果的な支援体制を構築する 
①伴走型支援を構築するために、課題の分析・整理（ＳＷＯＴ分析、財務分析等）→対策の提
案・事業計画策定の支援→計画実行支援→検証と切れ目なく対応する体制の構築に取り組
む。 

②商工会議所、他の支援機関、専門家と連携し、相互の支援ノウハウを情報交換する仕組みの
構築を目指す。 

③事業を実施における評価及び見直しを行うために、ＰＤＣＡサイクルを構築する。 
 
（３）創業を促進する 
①創業者に対しては、事業計画作成、金融支援にとどまらず、専門家と連携し、販売促進・労
務関係などの指導を伴走型で行うとともに、事業計画の遂行状況を逐次把握しフォローアッ
プしていく。 

  
 （４）後継者の育成、事業承継のための支援を実施する 

①事業承継に関する調査を行い、現状分析をするとともに、専門家、宮崎県事業引継ぎ支援セ
ンターと連携し事業承継計画を策定、実行支援を行う。 

②後継者のある事業所は後継者育成支援を行い、スムーズな事業承継ができるよう支援に努め
る。 

 
（５）中心市街地の活性化を図る 
①都城市、都城まちづくり会社、商店街等と連携し、空き店舗対策や事業者の販売促進、賑わ
い創出事業などの取り組みを複合的に行い、中心市街地の活性化を図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 （平成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】  

 
（現状と課題） 

都城商工会議所では、かねてより管内小規模事業者等の経済動向調査等を実施し、業種ご
との景況や経営課題を把握するとともに、商店街等における通行量の動向及び空き店舗状況
の把握に努めている。これらの調査結果は、都城商工会議所ホームページ及び会報等で公開
するとともに、経営支援時における課題抽出や検討資料として活用してきたところである。 

 
(事業内容) 

地区内の経済動向を調査・分析することにより、都城市における経済動向を明らかにし、 
事業所の経営発展並びに伴走型経営支援に役立てることとする。 

 
（１）中小企業景況調査【指針③】 

日本商工会議所が行う管内小規模事業者の業況、売上、設備投資等について調査し、小規
模事業者の経営動向・経営課題について調査、分析し、経営指導員等が経営相談時に提供し
ていく。 
調査対象：管内小規模事業者等 40社 
調査時期：四半期ごとに実施 
調査項目：業況・売上・仕入価格推移・従業員・引き合い・支払条件・借入状況の推移(前

年同期比・前期比・翌期予測)・経営課題等 
調査方法：訪問等によるヒアリング調査 

 
（２）県内企業景況調査の実施【指針③】 

宮崎県商工会議所連合会が実施している県内景気動向調査により、当所管内の小規模事業
者の経営動向・経営課題について調査、分析し、経営指導員等が経営相談時に提供していく。 
調査対象：管内小規模事業者等 100社 
調査時期：四半期ごとに実施 
調査項目：業況・売上・仕入価格推移・従業員・引き合い・支払条件・借入状況の推移(前

年同期比・前期比・翌期予測)・経営課題等 
調査方法：ＦＡＸによる調査 
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（３）ＬＯＢＯ調査【指針③】 

日本商工会議所早期景気観測システムに提供するため小規模事業者の経営動向・経営課題
について調査、分析し、経営指導員等が経営相談時に提供していく。 
調査対象：管内小規模事業者等 5社 
調査時期：毎月 
調査項目：業況・売上・仕入価格推移・従業員・引き合い・支払条件・借入状況の推移(前

年同期比・前期比・翌期予測)・経営課題等 
調査方法：ＦＡＸによる調査 

 
（４）主要商店街通行量調査の実施【指針③】 

既存事業者および商店街に出店を検討している小規模事業者、創業者等が利用できるデー
タとして提供するため、調査、分析を行う。また商店街活性化の基礎資料としても活用する。 
調査時期：７月の平日および休日の２日間（年 1回） 
調査項目：歩行者、自動車、自転車の通行量 
調査方法：当所職員等によるモニタリング 

 
（５）中央地区商店街等空店舗調査【指針③】 

既存事業者および商店街に出店を検討している小規模事業者、創業者等が利用できるデー
タとして提供するため、中央地区商店街及び都城駅前地区商店街における空店舗の現況調査
を実施する。また商店街活性化の基礎資料としても活用する。 
調査時期：５月と１１月（年２回） 
調査項目：店舗の入退状況、土地の利用状況、およびその管理者 
調査方法：市職員、まちづくり会社職員及び当所職員によるモニタリング 

 
（目標） 

支援内容 (回数/年) 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
中小企業景況調査 4 4 4 4 4 4 
県内企業景況調査 4 4 4 4 4 4 
ＬＯＢＯ調査 12 12 12 12 12 12 
主要商店街通行量調査 １ １ １ １ 1 1 
中央地区商店街等空店舗調査 2 2 2 2 2 2 

 
２．経営状況分析に関すること【指針①】 
 
（現状と課題） 
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これまでの相談事業においては、相談者からの一時的、部分的な課題を解決するための分析
にとどまっており、小規模事業者が本質的な問題把握・課題抽出に至らないケースも見受けら
れる。 

 
（事業内容） 

経営指導員が巡回や窓口における経営相談の中で経営者へのヒアリングや実地調査、財務諸
表などの関係資料をもとに、小規模事業者の定性定量両面で経営状況の把握・分析等を行う。 
 
（１）内部環境の把握としては、会社パンフレット・財務諸表・商品カタログ・HP・各種調査
データ・商品（現物）やサービス・技術（現場）などから、会社概要（資本金・従業員・業
種）、商品概要（価格・特徴・提供方法等）、商品別売上高、取引先別売上高、取引金融機関
などを把握する。 

 
（２）外部環境の把握としてはＭＤＳなどの分析ツールを活用し商圏、人口分布、立地環境、
競合状況などを把握するとともに、周辺のヒアリングや立地環境の確認などの実地調査も併
せて行う。 

 
（３）SWOT分析を通じて、企業の「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」を把握することで、
商品・サービスなどの経営資源を分析する。 

 
（４）決算書およびキャッシュフロー計算書などの財務諸表より財務分析を行い、企業体質（収
益性や安全性）や、資金繰り状況などを把握する。 

 
（５）分析結果は経営相談において事業計画の策定支援をする際の基礎資料として活用する。
また、小規模事業者に自社の状況や「強み」等を把握してもらい、「強み」を活かした事業展
開への指針として供する。その際、小規模事業者の理解を深めるため、分析ツールや図表な
どを用いた説明を行う。 

 
(活用) 
経営指導員が経営相談の導入部で十分なヒアリングを行い、あらゆる角度からの経営状況

を最適な分析ツールを活用し、計画の策定や計画策定後の支援に役立てる。 
 

(目標） 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数 70 90 110 130 140 150 
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3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
（現状と課題） 

自社の経営課題を自覚している地域の小規模事業者の多くが、その抱える課題を適切に解
決するために事業計画を作成することの重要性を認識していない。また、支援が必要である
と思われる小規模事業者であっても、本人にその自覚や危機感が無く相談にも来ていない小
規模事業者も多く存在する。また、せっかく創業しても、事業計画が策定されていないため
に、数年もたたないうちに資金繰りに困窮して初めて来所される相談者もしばしば見受けら
れ、困窮する前の早い段階での支援が求められている。また、経営者の高齢化による後継者
不足による廃業も後を絶たず、喫緊の課題となっている。 

 
（事業内容） 

これらの現状を踏まえ、経営分析実施先である小規模事業者に、事業計画策定の必要性を
十分に認識してもらい、課題解決および経営力向上のための軌道修正の指標とするため、ま
た、具体的に必要なアクションを明確にするために事業計画策定の支援を実施する。 
小規模事業者の、効果的な支援の強化を図るため、ローカルベンチマークなどのツールを

活用することで、スムーズな事業計画策定支援に役立てる。加えて、より専門的な課題に対
しては、専門家派遣によるサポートや関係機関とも連携し、実効性のある指導・助言を計画
に反映させることで、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
 

（１）既存の小規模事業者への事業計画策定支援の実施【指針②】 
 
① 窓口・巡回による経営分析実施先への事業計画策定支援の実施 
窓口・巡回による経営分析実施先に対し、事業計画策定の必要性を認識させるとともに、

課題解決・経営力向上に向けて事業計画策定支援を実施する。 
（目標） 

 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数 60 75 90 105 110 115 

 
（２）事業承継計画策定支援の実施【指針②】 

 
① 事業承継セミナーの実施 

経営者の高年齢化による廃業や後継者問題を解消するために事業承継セミナーを実施す
る。これにより事業承継計画を策定することで円滑な事業承継を支援する。 
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（目標） 
 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継セミナーの開催 ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

事業承継セミナー参加事業者数 0 12 16 20 22 24 
 
② 事業承継に取り組む事業者への計画策定支援の実施 

①の事業承継セミナーを受講した事業所および実際に事業承継について課題を抱える経
営分析実施先を対象に、経営指導員及び専門家がヒアリングを実施、個別具体的な状況に応
じた事業承継計画について策定の支援を実施する。 

（目標） 
 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継計画策定事業者数 0 6 8 10 11 12 

 
（３）創業を目指す方への事業計画策定支援の実施【指針②】 
 
① 創業塾の実施 

創業を目指す方、または創業間もない事業者を対象に創業塾（全 6 講/1 コース）を年 2
コース開催。創業時に必要な基礎知識・情報等を提供するとともに、個別・具体的な創業計
画の策定支援を行うことにより、より実現性を高め、開業後すぐの廃業リスクを低減させる。 

※都城商工会議所管内における新規創業者を支援するため、三者協定を結んでいる都城市、
宮崎県中小企業家同友会と連携して創業塾を開催する。創業後も、先輩経営者との意見交
換会や専門家派遣を実施し支援する。 

（目標） 
 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
創業塾の開催 2コース 2コース 2コース 2コース 2コース 2コース 
創業塾参加者数 35 40 40 40 40 40 

 
② 創業計画策定支援の実施 
創業を目指す方、または創業間もない事業者を対象に、それぞれが抱える不安や課題をヒ

アリングし、また同時に経営指導員の視点からの課題を抽出、その解決に向けた具体的な事
業計画の策定支援を実施する。 

（目標） 
 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画策定事業者数 22 25 25 25 25 25 
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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） 

当所では、これまで施策の普及並びに金融・税務・経営革新等についての事業計画策定後
の確認は行ってきたが、その大半が確認のみとなっており、事業計画作成後の計画的な実施
支援を行っていない。今後は計画に基づくヒアリングおよびモニタリングによる状況確認及
び事業計画達成のための定期的な指導、助言が求められる。 

 
（事業内容） 

本経営発達支援計画に基づき、事業計画策定を行った事業者全てを対象として、計画の達
成を目指し、四半期に１度以上フォローアップを実施する。 
具体的には、事業計画の進捗管理や、事業計画達成のための支援を実施し、計画遂行・達

成を支援する。事業所への実地訪問等では、業況確認をもとに有益な情報提供を行うととも
に、事業所の環境確認や、事業所の経営状況を把握する。また、経営者の今後の経営方針な
ども考慮し、事業計画の進捗に照らし、ヒアリングにより経営課題の抽出を図る。 

 
（１）事業計画（※3．（１）①に対応）策定後のフォローアップの実施【指針②】 

事業計画策定を行った事業者全てを対象として、四半期に一度以上、ヒアリングを行い実
施状況の確認を行うとともに、事業計画を達成するため指導・助言を実施する。 
経営環境の変化による経営戦略の軌道修正の必要性について検証するとともに、目標に対

してのプロセスが妥当かどうか検証し、事業計画の進捗に滞りがないかを確認するなどの助
言指導を実施する。 
高度かつ複雑な案件については、新たな支援スケジュールを検討し、専門家派遣等により

課題解決を図る。 
（目標）※ 単年度にかかる事業者のみ。２年度目以降継続フォローの事業者は事業者の進捗に応じて加減するため含まない 

 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
事業計画策定後のフォローアップ事業者数 60 75 90 105 110 115 
同フォローアップ延べ支援回数 240 300 360 420 440 460 

 
（２）事業承継のフォローアップの実施【指針②】 

事業承継計画策定を行った事業者全てを対象として、四半期に一度、各分野の専門家と連
携し個別相談会を実施し、円滑な事業承継に向けた伴走型の支援を実施する。また、進捗を
モニタリングし、早期の承継完了をサポートする。 
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（目標）※ 単年度にかかる事業者のみ。２年度目以降継続フォローの事業者は事業者の進捗に応じて加減するため含まない 
 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
事業承継計画策定後のフォローアップ事業者数  0 6 8 10 11 12 
同フォローアップ延べ支援回数 0 24 32 40 44 48 

 
（３）創業計画策定後のフォローアップの実施【指針②】 

創業計画策定を行った事業者全てを対象として、四半期に一度、ヒアリングを行い実施状
況の確認を行うとともに、事業計画を達成するため指導・助言を行う。また、中小企業家同
友会メンバーの先輩経営者との意見交換会を年に１度実施するとともに、各分野の専門家に
よる個別フォローアップを行い、早期の安定した経営基盤の確立ならびに経営発展に向けた
伴走型の総合的支援を行うことで短期廃業のリスクを低減させるための創業支援を実施す
る。 

（目標）※ 単年度にかかる事業者のみ。２年度目以降継続フォローの事業者は事業者の進捗に応じて加減するため含まない 
 支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画策定後のフォローアップ支援件数  22 25 25 25 25 25 

同フォローアップ延べ支援回数 88 100 100 100 100 100 

 
5．需要動向調査に関すること【指針③】 

  
（現状と課題） 
小規模事業者が事業を伸ばしていくには、消費者ニーズ（需要）をとらえた商品・サービス

を提供していくことが重要である。ニーズをとらえた商品・サービスを提供しないことには、
売上の増加や新たな販路開拓にもつながらず、事業の持続的発展は見込めない。 
 現在は、定型の需要動向調査の結果しかなく、必要とされる情報提供ができていない状況で
ある。 
今後は、販売する商品や提供するサービスが、消費者の求めるものなのか調査し、その結果

を支援先にフィードバックし、今後の販路開拓並びに顧客獲得、新商品開発に役立てられるこ
とが課題である。 

 
 （事業内容） 

小規模事業者に売れる商品・サービスのヒントや気づきを与えられるように、マーケットイ
ンの考え方を念頭に置き、需要動向調査を新たに実施する。 
内容としては、事業計画を作る予定の事業者を含めて、事業計画を作成した事業者の商品・

サービスに関する需要動向を調査し、相談内容に応じた情報を提供するとともに、新たな販路
開拓に直結するような情報提供ができるよう努める。 
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都城の地域資源である農畜産物（牛・豚・鶏、お茶、甘薯、ゴボウ、麴）等を加工し、販売
を伸ばそうとする小規模事業者を中心に、以下の（１）・（２）の事業を実施していく。 

 （１）既存商品の需要動向調査【指針③】 
・調査対象：事業計画を作成し、既存商品の新たな需要の開拓を目指す製造小売業を中心と
した小規模事業者が作る都城の地域資源である農畜産物（牛・豚・鶏、お茶、甘薯、ゴボウ、
麴）等の加工品 
・調査目的：既存商品の現状と課題、市場動向について把握することで、商品のブラッシュ
アップや需要の動向を捉え、効果的な事業計画作成に役立てる。 
・調査方法：支援先、経営指導員、専門家の協議による商品の評価調査票を作成する。調査
項目は、「競合商品との比較（商品力）」「市場の新規性、機能性、デザイン」「他の商品販売
との相乗効果」「季節による需要の変動」について調査を実施する。調査数は、１品目につき
30サンプルとする。 
・支援方法：事業者に対して、経営指導員と専門家が調査票を調査、整理、分析して、支援
者にフィードバックする。 
・活用方法：事業計画書策定する際の需要動向の調査資料として、経営指導員と専門家が連
携し、支援に活用する。 
 

（２）新商品のモニタリング調査【指針③】 
・調査対象：事業計画を作成し、新商品の新たな需要の開拓を目指す製造小売業を中心とし
た小規模事業者が製造する都城の地域資源である農畜産物（牛・豚・鶏、お茶、甘薯、ゴボ
ウ、麴）等の加工品 
・調査目的：製造小売業が新商品を販売する際に、顧客ニーズに合うかどうかを事前にテス
トすることによって、顧客のニーズの把握、提供する商品の向上と、商談会出展などに向け
た準備の支援を行う。 
・調査方法：新商品について「試食会」を経営指導員や特定の消費者に対して実施。価格、
味、におい、分量、パッケージデザイン等についてアンケート調査を専門家の支援により実
施する。調査数は、1品目につき 30サンプルとする。 
・支援方法：経営指導員と専門家が連携して、試食会等の取り組みや、アンケート調査の作
成の支援を行い、結果についても支援先にフィードバックする。 
・活用方法：試食会等によるアンケート調査の結果を支援先へフィードバックして、新商品
のブラッシュアップを図りながら、商談会出展の支援につなげる。 

  
（目標） 

 調査内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

（１）既存商品の需要動向調査支援者数 0 20 20 20 20 20 
（２）新商品モニタリング調査支援者数 0 7 7 7 7 7 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 
（現状と課題） 

これまで、ビジネス交流会やインターネットを活用した情報発信及び販売力の強化などの
セミナーを実施してきたものの、小規模事業者への需要開拓支援が具体的に実施されていな
いのが現状である。また、小規模事業者においては、事業計画を策定したものの、販路開拓
ができず売上拡大につながらない場合が見受けられる。 

 
（事業内容） 

   以上の現状を踏まえ、事業計画を作成し、需要動向調査を実施した小規模事業者を対象に、
販路開拓塾を開催する。特に、需要動向調査を実施した都城の地域資源である農畜産物（牛・
豚・鶏、お茶、甘薯、ゴボウ、麴）等の加工品を製造する小規模事業者を対象とする。この
塾を受講した小規模事業者が展示会・商談会へ出展し、販路拡大につなげるよう支援する。 

 
（１）販路開拓塾の開催【指針④】 
  優れた商品サービスを持ちながら、十分な販促がなされていない小規模事業者を対象に、年

2回販路開拓塾を開催する。商品のブラッシュアップをはじめ、効果的なＳＮＳの活用法やＷ
ｅｂツールにかかるポイントについて専門家を招き、販路開拓のノウハウを学んで実践しても
らう。 
 

（２）展示会・商談会への出展支援【指針④】 
販路開拓塾を受講した小規模事業者が展示会や商談会に出展し、商談を成立させ、新たな販

路先を開拓し、売上の増加につなげ、経営を持続発展させる取り組みを実施する。 
都城の地域資源である農畜産物（牛・豚・鶏、お茶、甘薯、ゴボウ、麴）等の加工品の販

路開拓をする小規模事業者を対象とし、次の商談会を中心に出展し、商談につなげる。 
出展前には、展示会のバイヤーからトレンドやニーズを聴き取り小規模事業者にフィード

バックする。さらに、都城の農畜産物の加工品を取り扱う小規模事業者の販路開拓支援を主
とすることから、都城圏域地場産業振興センターや都城市と連携し、商品のブラッシュアッ
プや消費者ニーズや売れ筋商品の情報等を小規模事業者にフィードバックして支援する。出
展会場の展示方法等ついても同行し指導する。また、出展後の課題や取り組み状況も継続し
てモニタリングし、出展者の御用聞き的な動きが出来るように支援する。 

 
＜展示会・商談会＞ 

①中小企業総合展 in FOODEX（中小企業基盤整備機構主催） 
 対象：食品関連商品を取り扱う小規模事業者 
 ※「中小企業総合展 in FOODEX」は独立行政法人中小企業基盤整備機構が、「FOODEX JAPAN
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（国際食品･飲料展）」内にて、日本全国の厳選された食品・飲料分野の商品を取り扱う中小企業
の優れた商品等を一堂に展示する展示会を開催している。比較的安価な出展料で出展でき、出展
者説明会にて、効果的な展示方法や出展に関するセミナーが開催される。また、会期中は主催者
（FOODEX JAPAN事務局）によるビジネスマッチングイベントへの参加、中小機構の専門家によ
る展示アドバイスや商談サポート、「中小企業総合展 in FOODEX」独自のガイドブックを製作・
配付するなど、来場者とのビジネスマッチングを促進している。 

 
②中小企業総合展 in GIFTSHOW（中小企業基盤整備機構主催） 
 対象：ギフト関連商品を取り扱う小規模事業者 
※「中小企業総合展 in Gift Show」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中小企業の販路
開拓を目的に日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「東京インターナショナル・ギ
フト・ショー」内にブース出展している。 
 比較的安価な出展料で出展でき、出展者説明会にて、効果的な展示方法や出展に関するセミナー
を実施している。また、会期中は主催者（インターナショナル･ギフト･ショー事務局）によるビジ
ネスマッチングイベントへの参加、中小機構の専門家による展示アドバイスや商談サポート、「中
小企業総合展 in Gift Show」独自のガイドブックを製作・配付するなど、来場者とのビジネスマ
ッチングを促進している。 
 

③アグリフード EXPO（日本政策金融公庫主催） 
  対象：食品関連商品を取り扱う小規模事業者 
  ※「アグリフード EXPO」は、日本政策金融公庫が主催し、全国各地で国産ブランドを担い、

魅力ある農産物づくりに取り組んでいる農業経営者や、地元産品を活用した多様なこだわり
食品を製造する食品メーカーに、広域的な販路拡大の機会を提供している。 

 
④九州食の展示商談会（地方創生「食の魅力」発見商談会実行委員会主催） 
  対象：農畜産物と食品関連商品を取り扱う小規模事業者 
  ※「九州食の展示商談会」は予約商談会、自由商談会、6次産業化・農商工連携に関するビジネ

スマッチング交流会やセミナー並びに相談コーナー、海外バイヤーを招聘する九州食品輸出商
談会等を同時開催し、スケールメリットを活かした農林水産物と食品関連商品の販路拡大を目
指している展示商談会。 

 
（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

（１）販路開拓塾開催数 0 2 2 2 2 2 
販路開拓塾参加事業所数 0 20 20 20 20 20 

(2）展示会・商談会の出展支援事業所数 0 20 20 20 20 20 
上記支援による商談成立事業所数 0 7 7 7 7 7 
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Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 
 
1．地域活性化事業 

都城商工会議所は、経営発達支援計画により、小規模事業者が、事業計画に基づき経
営を行い、新たな販路が拡大し、持続的に発達する地域づくりを目指している。そのよ
うな中、個社支援と地域の活性化を両輪で実施していくことが求められている。 
地域の活性化として、ライフスタイル等の変化により衰退の一途にある「まちの顔で

ある中心市街地」を活性化させることが、都城市と都城まちづくり会社、そして商工会
議所が抱える共通した課題である。 
そうしたことから、小規模事業者を持続的に発展させる「経営発達支援計画」の取組

みと以下の地域活性化の事業を連動させ、より効果的に中心市街地を活性化させていく。 
 

（現状と課題） 
都城市の中心市街地は、人口の減少や高齢化及びモータリゼーションの進展に伴う郊

外への小売店舗の出店および大規模小売店舗の立地により、かつての賑わいと、商業施
設等の集積による利便性を失いつつある。現在、官民連携により、大型商業施設跡地へ
図書館等の公共施設および商業施設等の機能を集積した中核施設が、平成30年春に完成
予定である。一方で、周辺商店街においては、空き家・空き店舗による商店街としての
機能の低下、店主の高齢化、後継者不足、建物の老朽化、雇用減少、コミュニティ崩壊
による自治機能喪失の危機といった諸問題を抱えている。 

 
（事業内容） 
  当所が設置した選定委員会にて選定したタウンマネージャーや行政、都城まちづくり
株式会社をはじめとする民間企業、市民団体、不動産オーナー、商店街等と連携し、空
き家・空き店舗、空き地、公共空間といった遊休資産を活用し、リノベーション手法に
より図り、商業機能の再生、雇用創出、コミュニティの再生、中心性の回復によるコン
パクトシティへの進展を目指すことで、中心市街地一帯のエリア価値向上を目指す。 
商工会議所が有する事業所ネットワークとまち会社が有する市民団体グループのネッ

トワークを活用し、リノベーションまちづくり推進事業やイベント等による活動発表の
場づくりを進めるなかで、まちづくり人材を見出していく。 
また、創業希望者等をワンストップで受けるための総合窓口を整備するとともに、当

所の創業支援サービスを実施する。 
連携体制については、当所、都城市、都城まちづくり株式会社、タウンマネージャーから構

成する「まちなか活性協議会(仮称)」を組織し、4半期に1回協議会を開催し、エリア全体の方
向性の検証や（１）から（４）の各事業の進捗状況の確認、連携事業を整合していく。 

 
（１）中心市街地に関わる情報の収集及び管理、並びに発信 
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① 低・未利用地等既存ストックの調査などの推進・実施 
  タウンマネージャーと連携してリノベーションまちづくりを推進のため、定量・定性データ
を消費者や不動産オーナー、商店主、連携機関等から情報収集・分析し、施策に反映していく。 
② まちなか情報発信 
まち会社が現在実施しているまちなか情報発信事業を拡充するため、連携してまちなかのあ

らゆる情報の集約化を図り、一般市民向けや創業希望者向けの情報を発信していく。 
 
（２）各商店街組織やまちなかで活動する個人や団体との信頼関係の構築および活動への参画、

並びに次代を担う人材の発掘、育成 
① 市民が主役となるような組織作りなどの推進・実施 
コミュニティ醸成に向けて、まちなかを数々の市民活動の発表の場として定義し、市民活

動イベントの運営支援を行政、まち会社と連携して行う。これら催事等を通して信頼関係を
構築するとともに事業化シーズや人材を発掘していく。ワンストップ窓口の機能を有し、ヒ
トとヒト、ヒトとモノをコーディネイトできる事務局を核としたコミュニティの形成を目指
す。 

 
（３）賑わい創出に係るソフト事業などのサポート及び協働体制の構築 

① 公共空間活用支援 
行政が所有する遊休化した不動産（大型施設や公園、市道等）の利活用のため、様々な地

域ニーズを探る社会実験を試み、活用策を行政へ提案する。 
② 市民がまちなかで企画するイベント時のサポートなどの推進・実施 
上記社会実験のための企画運営サポートを実施する。 

 
（４）空き店舗、空き家等の既存ストックを活用した「リノベーションまちづくり」の推進 

① 店舗所有者や商店主との事業実施に必要な合意形成 
エリア内の店舗物件の新陳代謝(新規出店、事業承継、廃業等)を円滑に図るため、タウンマ

ネージャーや不動産業者、金融機関、行政等と密に情報共有していく。 
② リノベーションに係る講演会の実施  
リノベーションまちづくりの啓蒙セミナー等を開催し、市民の理解を深め、事業への参画

を促す。 
③ 家守舎などの民間会社設立などの推進・実施 
入居者ニーズと物件所有者ニーズのミスマッチを解消し、店舗の新陳代謝を図ることを目

的とする現代版家守会社を、まちづくり人材の中から代表として輩出する。 
④創業者支援のための総合窓口の設置 
創業者支援創業希望者等をワンストップで受けるための総合窓口を整備するととも

に、当所の創業支援サービスを実施する。 
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(目標) 
項   目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

リノベーションまちづくり 
に係る講演会の開催数 2回 ２回 2回 2回 2回 2回 

中心市街地歩行者通行量 
45番街旧大丸前（休日/1日） 165人 200人 550人 550人 600人 600人 

中心市街地空き店舗率 24.8％ 24.0％ 22.0％ 22.0％ 21.0％ 21.0％ 

中心市街地主要周辺施設 
入込客数  (人/年間) 

1,285,000 1,400,000 1,870,000 1,870,000 1,900,000 1,900,000 

 
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 
 

都城商工会議所では、宮崎県内の商工会議所・商工会と連携し、地域の課題を解決すること
を念頭に、年に 3 回の「宮崎県下商工会議所中小企業相談所長会議」に出席し、宮崎県下の各
商工会議所が実施している事業内容や支援状況、小規模事業者の景気動向等について情報交換
し、新たな需要の拡大のための促進策等、効果的な経営支援方法について検討する。また、日
本政策金融公庫、宮崎県中小企業家同友会、地方金融機関、地元の主要な支援機関等と連絡会
議を開催し、情報交換を行い、緊密な連携支援体制を確立することで支援に役立つ様々な情報
を収集する。さらに、相談企業の経営課題解決のための知見を有する適切な専門家の紹介・派
遣等、各支援機関の強みを活用して、より効果的な支援の実施に役立てる。 

 
（１）経営指導員研修会等での情報交換 

   県内商工会議所所中小企業相談所長会議において、支援ノウハウ、支援の現状、地域活性
化策について情報交換をする。毎年開催される経営指導員研修会において、支援ノウハウ、
支援の現状について研修、情報を共有し、支援力の向上を図る。 

 
（２）商工会議所・商工会の経営指導員との連携 

地域経済が縮退していくなか、地方都市は地域経済を成立させるため、地方都市間で相互
扶助の協力体制を強化することが不可欠である。そうした背景を踏まえ、当該圏域をはじめ
に隣域の総合的な支援力向上を目的に設置したＭＤＳを活用して、近隣を中心とした単会よ
り商圏レポートの情報提供の要請がある場合は無償で提供する。年 2 回、隣域の商工会・会
議所経営指導員との関係構築を深めていくとともに、双方の景況感や地域特性を把握し、支
援ノウハウの共有を図っていく。 
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（３）日本政策金融公庫国民生活事業との連携 

   小規模事業者に対しての融資制度について、研修を年 1 回行う。マルケイ資金制度、小規
模事業者経営発達支援融資制度利用事業者の調査時についての留意点、制度利用者等の先進
事例等を研修する。 

 
 （４）地元金融機関との連携 
   宮崎太陽銀行と業務の連携協定を結んでおり、事業者の経営支援を実施するとともに、密

接な情報交換、勉強会を年 1回開催する。 
  
（５）宮崎県中小企業家同友会との連携 

   創業者支援にて既に連携を行っている同団体と相談者の経営課題を共有することで、課題
解決に向けた経営ノウハウ、販路開拓などの情報交換を 3か月に１回行う。 

 
（６）都城税務署青色申告会連合会の意見交換会 

   都城税務署管内の経営指導員、税理士と税制における経営指導の情報交換を年 1回行う。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
    

これまでの個社支援は、融資・財務・税務等の支援が中心であり、指導員個人各々の中に
スキルを有したままであるなど、組織内に知識・ノウハウが蓄積されにくい状況が続いてい
る。 
一方で、人口減少社会に伴う管轄内の市場規模の縮退は避けられず、比例して職員数も減

少すると予想されるなか、同体制のままでは変化の激しい経営環境にさらされる小規模事業
者へ適切な支援を実施していくのは困難である。 
以上のことから、今後は組織全体の支援能力の向上と、支援ノウハウや小規模事業者の経

営状況の分析結果等を組織で共有する仕組みを構築する。 
 

（１）年度当初に各経営指導員等は、それぞれの指導スキル向上における目標設定を所属長と
ともに行い、OJT・off JT両面での研鑽に努める。その上で所属長に９月と３月に達成度を
報告するとともに、所属長は報告に対するフィードバックを行う。また、その結果を基に
新たな目標を設定することで恒常的な経営指導員等のスキルアップを図る。 

 
（２）経営指導を実施していく上で必要となる学習・研修として、「経営指導員等WEB研修（e

ラーニング）」を活用し、各自の自己研鑽に努めるとともに、年に一度の効果測定には必ず
全員で参加し、各経営指導員の習熟度合いを相互に確認することで、指導力の平準化を図
る。 



- 22 - 
 

 

※「経営指導員等WEB研修」とは全国の経営指導員等が、小規模事業者の高度化・多様化するニーズ
に対応し、創業・経営革新につながる提案型指導ができるよう、経営指導員等の専門化や資質向上に必
要な知識を習得できるシステムを構築することで、中小企業の経営支援体制を高めることを目的として
日本商工会議所が作成した研修システムである。 

 
 （３）若手経営指導員については、小規模事業者の個別相談において、ベテラン経営指導員と

チームで支援することなどにより、ベテラン経営指導員の有する指導・助言や情報収集ノ
ウハウ等を実践的に学ぶとともに、必要に応じて招聘する様々な分野の専門家と同席して
支援を行うことにより、専門家の有する専門的知識や支援ノウハウを学ぶなど、ＯＪＴに
より効果的かつ実践的な伴走型支援能力の向上を図る。 

 
 （４）小規模事業者の経営情報の分析等で利用したデータおよびツールは、共有のファイルサ

ーバーに保存することで、組織内にて共有しその情報を各指導員が有効に活用できるよう
にする。特に、指導員が培ってきた経験や勘に加え、今後はデータを活用した支援を強化
していく。また、リーサスやＭｉｅｎａにて市場規模等の把握、競合店舗等の商圏調査で
はＭＤＳを活用するなど、習熟度向上を図る。 

 
（５）事業計画策定支援の実施結果、支援経過等については、１か月ごとに取りまとめて経営

指導員間で回覧し、支援情報等の共有化に努める。 
   
（６）経営指導員ミーティングおよび課内ミーティングを週 1 回開催し、経営指導に必要なノ

ウハウを共有し、経営指導に活用する。 
 
（７）中小企業大学校が開催する経営指導員研修や日本商工会議所が主催する販路開拓、売上

増加、地域資源活用、創業・経営革新等の伴走型支援に資する研修会等に、積極的に参加
することとし、経営分析能力並びに売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上、
効果的経営支援手法の習得等に努め、総合的な支援能力の向上を図る。 

 
（８）宮崎県商工会議所連合会が主催する経営指導員一般研修、経営指導員課題別研修に経営

指導員全員が参加する。また、経営情報支援員においても、経営支援に必要な経営・労務・
税務・法律等の知識や経営支援手法の取得等に努めることにより、総合的な支援能力の向
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、本計画に記載の事業の実施状況および成果について、以下の方法により評価・検証
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を行う。 
 

（１）都城市商工観光部課長級、中小企業診断士、日本政策金融公庫支店長級等の外部有識者に
よる評価委員会を毎年度開催し、事業の実施状況、成果の評価・効果的支援のための改善案
の提示を行い、効果的なＰＤＣＡサイクルの構築を図る。 

 
（２）中小企業相談所において、年 1回事業の評価・見直しを実施する。 
 
（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会に報告し承認を受けるとともに、

経済産業局へ報告し、承認を受ける。 
 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を都城商工会議所ホームページ
（http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyakonjyo）にて、計画期間中公表する。 
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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 
（１）組織体制                    （平成 29年 4月 1日現在） 
１．組織図                      

    
    
     
    

 
課長                 中小企業相談所長（経営指導員) 
会計担当  １名 
会員担当  １名 
共済担当  １名           課長（経営指導員)  

経営指導員    2名 
経営情報支援員  ４名 

 
 

           課長（経営指導員） 
経営指導員    ２名 
経営情報支援員  ２名 

２．実施体制 
 経営発達支援事業については、中小企業相談所で実施する。経営指導員 7人、経営情報支援
員 6人の計 13名により事業を実施する。 
中小企業相談所は、指導課と振興課の 2つの課があり、指導課では、個社支援を中心に業務

を行う。振興課は、中心市街地活性化事業を含めた商店街育成指導などの地域振興にかかる事
業を実施する。  

 
（２）連絡先 
   住所 〒885-8651宮崎県都城市姫城町 4街区 1号 
   部署 都城商工会議所 中小企業相談所 

電話 0986-23-0001   
FAX 0986-23-7222 

     HP   http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyakonjo/ 
      Mail m4501@miyazaki-cci.or.jp  

総務課 

指導課 

中小企業相談所 

専務理事 

事務局長 

振興課 

mailto:m4501@miyazaki-cci.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） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

 

 

中小企業相談所会計 

 

一般会計 地域振興事業費  

 

 

72,000 

 

3,000 

 

 

72,000 

 

3,000 

 

72,000 

 

3,000 

 

72,000 

 

3,000 

 

72,000 

 

3,000 

（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 

 
国補助金、県補助金、市補助金、受託事業費、会費等により調達する。 
 

（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 
都城商工会議所管内の小規模事業者の経営発達を伴走型にて支援していく。 
具体的には、専門的で高度な課題の解決、資金調達の支援、創業の支援、事業承継・事業再生支援、ビ
ジネスマッチングや販路拡大支援を行う。 

連携者及びその役割 
 
１． 専門的な課題解決支援 
○高度専門的な経営課題の解決について、事業者に寄り添った支援を行う。 
【中小企業診断士、税理士等の専門家】 
○コーディネーターを中心に経営課題の解決について、事業者に寄り添った支援を行う。 
【(公財)宮崎県産業振興機構】 
宮崎市佐土原町東上那珂 16500番地 2  ＴＥＬ：0985-74-3850 理事長 緒方哲 

 
２．事業承継・事業再生支援 
○高度専門的な経営課題の解決について、事業者に寄り添った支援を行う。 
【中小企業診断士、税理士等の専門家】 
○コーディネーターを中心に経営課題の解決について、事業者に寄り添った支援を行う。 
【(公財)宮崎県産業振興機構】 
宮崎市佐土原町東上那珂 16500番地 2  ＴＥＬ：0985-74-3850 理事長 緒方哲 

○金融機関のノウハウを生かしながら、問題解決に向けて支援する。 
【㈱宮崎銀行都城営業部】 
都城市上町 8-13            ＴＥＬ：0986-23-3111 取締役営業部長 山田知樹 

【㈱宮崎太陽銀行都城支店】  
都城市中町 6-9             ＴＥＬ：0986-23-431  支店長 松尾浩 

【都城信用金庫】           
都城市上町 6-10            ＴＥＬ：0986-23-2880 理事長 櫻田博文 

【㈱鹿児島銀行都城支店】 
都城市中町 5-6            ＴＥＬ：0986-23-3322 支店長 加治屋淳一 

【日本政策金融公庫宮崎支店】 
宮崎市橘通東 3丁目 6番 30号     ＴＥＬ：0985-23-3274 支店長 松井斎 
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３．ビジネスマッチング・販路拡大支援 
 ○出展希望者への情報提供および、販路拡大の相談を受け、適切な支援を行う。 
【(財)都城圏域地場産業振興センター】 
都城市都北町 5225-1          ＴＥＬ：0986-38-4561 理事長 岩﨑透  

【㈱宮崎銀行都城営業部】 
都城市上町 8-13             ＴＥＬ：0986-23-3111 取締役営業部長 山田知樹 

【㈱宮崎太陽銀行都城支店】  
都城市中町 6-9             ＴＥＬ：0986-23-431  支店長 松尾浩 

【都城信用金庫】           
都城市上町 6-10             ＴＥＬ：0986-23-2880 理事長 櫻田博文 

【㈱鹿児島銀行都城支店】 
都城市中町 5-6             ＴＥＬ：0986-23-3322 支店長 加治屋淳一 

【日本政策金融公庫宮崎支店】 
宮崎市橘通東 3丁目 6番 30号      ＴＥＬ：0985-23-3274 支店長 松井斎 

【都城市商工観光部】 
都城市姫城町 6－21           ＴＥＬ：0986-23-2111 市長 池田宜久 

【宮崎県中小企業家同友会】 
宮崎市恒久南 3丁目 3-2 恒吉ビル２Ｆ  ＴＥＬ：0985-50-3665 代表理事 島原俊英 

 
４．資金調達支援  
○小規模事業者の相談内容により、事業者に合った融資を実行するとともに、適切な経営の発達支援
を行う。 
【㈱宮崎銀行都城営業部】 
都城市上町 8-13            ＴＥＬ：0986-23-3111 取締役営業部長 山田知樹 

【㈱宮崎太陽銀行都城支店】  
都城市中町 6-9             ＴＥＬ：0986-23-431  支店長 松尾浩 

【都城信用金庫】           
都城市上町 6-10            ＴＥＬ：0986-23-2880 理事長 櫻田博文 

【㈱鹿児島銀行都城支店】 
都城市中町 5-6             ＴＥＬ：0986-23-3322 支店長 加治屋淳一 

【日本政策金融公庫宮崎支店】 
宮崎市橘通東 3丁目 6番 30号     ＴＥＬ：0985-23-3274 支店長 松井斎 

【都城市商工観光部】 
都城市姫城町 6－21          ＴＥＬ：0986-23-2111 市長 池田宜久  
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５．創業・第二創業支援 
○都城商工会議所と３者協定を結んでいる都城市、宮崎県中小企業家同友会と連携し、起業支援セミ
ナーを開催し創業支援を行う。創業後も先輩経営者との意見交換会等を開催する。また、既存事業者
には事業者が新たな売り上げを創出し安定的持続的に発展するよう「伴走型の支援」を実施する。 
 
【中小企業診断士、税理士等の専門家】 
【(公財)宮崎県産業振興機構】 
宮崎市佐土原町東上那珂 16500番地 2   ＴＥＬ：0985-74-3850 理事長 緒方哲 

【都城市商工観光部】 
都城市姫城町 6－21           ＴＥＬ：0986-23-2111 市長 池田宜久 

【宮崎県中小企業家同友会】 
宮崎市恒久南 3丁目 3-2 恒吉ビル２Ｆ  ＴＥＬ：0985-50-3665 代表理事 島原俊英 

【㈱宮崎銀行都城営業部】 
都城市上町 8-13             ＴＥＬ：0986-23-3111 取締役営業部長 山田知樹 

【㈱宮崎太陽銀行都城支店】  
都城市中町 6-9             ＴＥＬ：0986-23-431  支店長 松尾浩 

【都城信用金庫】           
都城市上町 6-10             ＴＥＬ：0986-23-2880 理事長 櫻田博文 

【㈱鹿児島銀行都城支店】 
都城市中町 5-6             ＴＥＬ：0986-23-3322 支店長 加治屋淳一 

【日本政策金融公庫宮崎支店】 
宮崎市橘通東 3丁目 6番 30号      ＴＥＬ：0985-23-3274 支店長 松井斎 
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連携体制図等 
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