
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
宮崎商工会議所（法人番号２３５０００５０００６３６） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

（１）事業者の販路開拓支援 

（２）宮崎ブランドの情報発信 

（３）創業の促進 

（４）事業承継及び廃業支援 

（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援 

（６）経営発達支援計画の目標及び達成を実現するための体制づくりの強化 

事業内容 

１．地域の経済動向に関すること

（１）県内企業景況調査の実施

（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査）の実施

（３）巡回訪問・窓口相談による経済動向調査の実施

（４）類似都市との経営動向調査比較の実施

（５）団体との意見交換を活用した地域経済動向調査の実施

２．経営状況の分析に関すること

（１）経営指導員による経営分析の実施

（２）経営課題解決セミナー開催による経営分析支援の実施

（３）フィードバックの実施

（４）経営課題解決のための提案

３．事業計画策定支援に関すること

（１）既存事業者向け支援の実施

（２）創業者向け支援の実施

４．事業計画策定後の実施支援に関すること

（１）経営指導員による巡回指導によるフォローアップの実施

（２）組織的なフォローアップの実施

（３）経営課題解決のための提案

（４）事業承継計画策定支援の実施

（５）創業者向けフォローアップ支援の実施

（６）各支援機関・民間系・行政との連携支援の実施

５．需要動向調査に関すること

（１）個社に対する需要動向調査支援の実施

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

（１）商談会プレセミナーの実施

（２）商談会・展示会開催情報の提供の実施

（３）商談支援サイト「ザ・ビジネスモール」・「プレスリリースゲートウエイ」等の活用による販路開拓支援の実施

（４）宮崎神宮大祭時における物産展の開催と出展支援の実施

（５）みやざき産業祭への出展支援の実施

（６）宮崎うまいものアピール商談会参加支援の実施

（７）個別ミニ商談会への出展支援の実施

（８）ＩＴの活用支援の実施

（９）ビジネス交流会の実施

７．地域経済の活性化に資する取組

（１）中心市街地賑わい創出事業の実施

（２）宮崎市マチナカ３０００プロジェクトの推進支援の実施

（３）地域活性化イベントの実施  

連絡先 

〇担当部署 宮崎商工会議所 中小企業相談所 

〇所 在 地 〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITENビル 7階 

〇電話番号 0985(22)2161  

〇F A X 番 号 0985(24)2000 

〇ホ ー ム ペ ー ジ http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyazaki/ 

〇ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mcci@miyazaki-cci.or.jp 

mailto:mcci@miyazaki-cci.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 

（宮崎市の現状）（宮崎市の現状）（宮崎市の現状）（宮崎市の現状）    

宮崎市は、大正13年4月1日に宮崎郡宮崎町、

大淀町および大宮村の廃置分合を行い、市制を

施行した。市制施行当時は、面積 45.15 平方キ

ロメートル、人口は 42,020 人の田園都市であっ

た。 

その後、昭和 7 年 4 月に檍村を、昭和 18 年 4

月に赤江町を、昭和 26 年 3 月に瓜生野、木花、

青島、倉岡の 4 村を、昭和 32 年 10 月に住吉村

を、そして昭和 38 年 4 月には生目村を編入合併

し、人口 30 万を数える宮崎県都として産業、教

育、文化、交通その他あらゆる面にわたって発

展を遂げてきた。 

また、平成 10 年 4 月 1 日には、政令指定都市

に準ずる権限をもつ中核市に移行し、なお一層

市民に密着した市政をめざし、九州の中核市にふさわしいまちづくりを進めている。 

そのような中、平成 18 年 1 月 1 日に近隣の佐土原、田野、高岡の 3 町を、さらに平成

22 年 3 月 23 日には清武町を編入合併し、人口約 40 万人、面積 644.61 平方キロメートル

（合併当時）の新宮崎市として、新たなスタートを切った。 

現在、市域の拡大とともに新たな地域資源が加わり、さらなる発展が可能となる一方、

合併などを契機とした都市構造・産業構造の変化など、新たな課題に対応していくこと

も必要になり、平成 20 年 3 月に「第四次宮崎市総合計画」を策定し、目標とする都市像

を「活力と緑あふれる太陽都市・・・みやざき・・・」として、「次世代につなぐまちづ

くり」に取り組んでいるところである。 

一方、本市は「太陽と緑」に象徴され、南北に約 36km に渡る海岸線を有し、太平洋に

沿って流れる黒潮によって温暖な気候風土に恵まれ、美しい松の大樹海の一ツ葉海浜を

はじめ、亜熱帯植物の繁殖する青島の国定公園日南海岸につらなる風光はまさに南国的

色彩に富んでいる。 

さらに、昭和 63 年に国のリゾート法適用第１号の承認をうけた「宮崎・日南海岸リゾ

ート構想」にもとづき、ホスピタリティ豊かな国際リゾート都市を目指すほか、近年で

は、生目の杜運動公園を核として「スポーツランドみやざき」の実現に積極的に取り組

んでいる。 

このほか、古代日本の神話と伝説に富む本市は、昭和 40 年 12 月に「日本のふるさと

観光文化都市」を宣言し、また昭和 41 年 2 月 11 日には、この歴史につながる縁によっ

て、橿原市と姉妹都市の盟約を結んでいる。 

また、平成 4年 5月 25日にはアメリカ合衆国バージニアビーチ市と姉妹都市の盟約を、

平成 16 年 5 月 16 日には中華人民共和国葫芦島市と友好都市の盟約をそれぞれ締結し交

流を行っている。その後も、合併前の町が盟約を締結していた大韓民国報恩郡やアメリ
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カ合衆国ウァキガン市とも本市が継続して交流を進めており、国際リゾート都市として

発展している。    

    

（宮崎市のイメージ）（宮崎市のイメージ）（宮崎市のイメージ）（宮崎市のイメージ）    

＜国内調査＞＜国内調査＞＜国内調査＞＜国内調査＞    

宮崎市は、居住者の満足度は非常に高く、非居住者からも「食の豊富さ」や「豊かな

自然」のイメージが高く、魅力的に思われている。しかしながら、非居住者から、現状

認知されている資産は、「宮崎牛」「チキン南蛮」「完熟マンゴー」などの特定の食資産

で、それ以外の「青島」や「日南海岸」などは魅力的に感じられているものの、認知し

ている人は半数に満たない状況である。 

さらに、「スポーツキャンプ」「プロスポーツ大会」は、居住者からの魅力度は高いが、

非居住者では低いという状況となっている。 

＜国外調査＞＜国外調査＞＜国外調査＞＜国外調査＞    

宮崎市は、外国人観光客から、日本に対する期待が高い「日本食」「美しい景観」とい

う重要なイメージを持たれている。ただし、「わからない」「宮崎駿」といった連想が多

いこともあり、そのイメージは確立されているわけではない。また、九州地域の認知や

訪問意向をみると、あまり差はなく、各エリア特徴まで理解されていないことがうかが

える。他エリアと比べて独自性の高い資産を情報発信することで、差別化し、宮崎の特

徴を明確にすることができる状況にある。 

※宮崎市ブランド調査（平成 29 年 3 月 17 日公表）の結果から抜粋 

    

（管内の人口の推移）（管内の人口の推移）（管内の人口の推移）（管内の人口の推移）    

＜管内の人口推計及び将来人口推計＞＜管内の人口推計及び将来人口推計＞＜管内の人口推計及び将来人口推計＞＜管内の人口推計及び将来人口推計＞    

宮崎商工会議所管内の宮崎市の人口は、平成 28 年（2016 年）までは増加傾向にあった

が平成 29 年から減少に転じている。平成 72 年の推計人口は 270,143 人で、現在より

35,741 人減少すると予想されている。 

【宮崎商工会議所管内の宮崎市の人口推移（宮崎市統計書・宮崎市第５次総合計画より）】 

年（西暦） 2010年 2012年 2014年 2016年 2017年
2060年
（推計）

人口数 302,496 303,799 303,666 306,306 305,884 270,143

減少へ

302,496 303,799 303,666
306,306 305,884

270,143

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

2010年 2012年 2014年 2016年 2017年 2060年

（推計）

宮崎商工会議所管内の宮崎市の人口（人）宮崎商工会議所管内の宮崎市の人口（人）宮崎商工会議所管内の宮崎市の人口（人）宮崎商工会議所管内の宮崎市の人口（人） 減少へ
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（宮崎市の商業の概況）（宮崎市の商業の概況）（宮崎市の商業の概況）（宮崎市の商業の概況）    

＜宮崎市の人口推移からみた商業＞＜宮崎市の人口推移からみた商業＞＜宮崎市の人口推移からみた商業＞＜宮崎市の人口推移からみた商業＞    

平成 29 年度に宮崎市が実施した「第三次宮崎市商業振興計画策定」及び「中心市街地

活性化基本計画策定」に係る産業構造分析等委託業務における報告書によると宮崎市の

人口推移からみた商業の概況は下記の 3 点となっている。 

①平成 29 年度に宮崎市が実施した調査によると「宮崎市の人口が減少に転じ、個人消費

のマーケット」が縮小傾向にある。 

②高齢化も進んでおり、高齢化率は 2045 年度まで上昇を続け、シニア向けの商品の重要

性が増すことが予想されている。 

③宮崎市内の人口分布は郊外化の傾向にあり、現在マイカーで移動している高齢者の移

動エリアが将来的には縮小することで中心部の小売業は経営が難しくなることが懸念

されている。 

 

＜宮崎市の商業（卸売業）＋（小売業）＞＜宮崎市の商業（卸売業）＋（小売業）＞＜宮崎市の商業（卸売業）＋（小売業）＞＜宮崎市の商業（卸売業）＋（小売業）＞    

 総務省統計局「商業統計」によると、宮崎市の商業（卸売業＋小売業）は下記の 3 点

が課題となっている。 

①総務省統計局「商業統計」によると、2007 年から 2014 年までの間に事業所数は▲

31.1％、従業員数は▲23.9％、年間商品販売額は▲4.9%になっており、商業全体が縮

小傾向にある。（原因としては、不景気による消費者の購買欲の減少、ＥＣへの消費者

流出など） 

②宮崎市橘通東、住吉地区、佐土原地区、新別府町周辺、大塚地区等に商業事務所が多

く分布しており、宮崎市中心市街地の一部を除き、店舗等の立地において郊外化が進

展している。 

③従業者数と年間販売額の関係では、飲食店は従業員が多いほど年間販売額が高いが、

小売・卸売業において比例関係はない。 

 

＜宮崎市の個人消費＞＜宮崎市の個人消費＞＜宮崎市の個人消費＞＜宮崎市の個人消費＞    

宮崎商工会議所が平成 28 年度に実施した「事業者向け消費者意識調査、消費者動向調

査」によると宮崎市の個人消費については下記の 2 点が傾向として見受けられるため、

宮崎市の小売業の課題となっている。 

①大型ＳＣ（ショッピングセンター）では「衣料品」や身の回り品」の購入割合が高い。

20 代の利用が顕著であるが、60 代でも約 3 割が利用し、シニア向け商品も充実してい

る。 

②インターネット通販での購入頻度が最も高いのは 30 代で「衣料品」の購入割合が高い

が、60 代以上の年齢層は実物を手に取るなど、目視での買い物を重視する傾向がある。 

 

＜ボーナスの使い道に関するアンケート調査結果か＜ボーナスの使い道に関するアンケート調査結果か＜ボーナスの使い道に関するアンケート調査結果か＜ボーナスの使い道に関するアンケート調査結果からみた個人消費行動＞らみた個人消費行動＞らみた個人消費行動＞らみた個人消費行動＞    

みやぎん経済研究所が毎年 5 月と 11 月に実施している「ボーナス」調査によると下記

の 2 点が傾向として見受けられるため、宮崎市の小売業の課題となっている。 

①賞与による買い物先は 2016 年冬までは「ＳＣ（大型店）」が多く、2017 年夏は「通販・

ネット販売」が多く、市内小売業にとっては危機感を感じる結果となっている。 
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②他市において「ＳＣ（大型店）」の店舗入れ替え等で魅力が増し、「通販・ネット販売」

が大きく落ち込んだ例があり、商業施設の魅力を増すことで、インターネット通販等

への流出を食い止めることが可能 

 

＜宮崎市産業関連表（平成＜宮崎市産業関連表（平成＜宮崎市産業関連表（平成＜宮崎市産業関連表（平成 23232323 年度）からみた宮崎市の商業＞年度）からみた宮崎市の商業＞年度）からみた宮崎市の商業＞年度）からみた宮崎市の商業＞    

①宮崎市の産業の生産額上位 3 位（サービス業部門）においては、医療・保健・社会保

障・介護サービスが 1 位、対個人サービス業が 2 位、商業は 3 位であるが、宮崎市の

経済にとって商業はかなり影響力の強い産業となっている。 

○産業の生産額上位 3 位（サービス業部門） 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

商業商業商業商業

対個人サービス業対個人サービス業対個人サービス業対個人サービス業

医療・保健・社会保障・介護医療・保健・社会保障・介護医療・保健・社会保障・介護医療・保健・社会保障・介護

生産額（単位：億円）生産額（単位：億円）生産額（単位：億円）生産額（単位：億円）

 
 

②宮崎市の商業においては、移輸入率（移輸入額 986 億円÷生産額 2,077 億円）が 47%、

移輸出率（移輸出額 703 億円÷生産額 2,077 億円）は 34%で、移輸入率が移輸出率を上

回る結果となっており、宮崎市の商業はかろうじて、「市内自給型」産業であるものの、

外貨を稼ぐことができておらず、「市内自給型」から「移輸出型」で成長して行く必要

がある。 

○商業の移輸入額と移輸出額 

移輸入額 移輸出額

（単位：億円）

-1500 -1000 -500 0 500 1000

703-986

 

○移輸出率（移輸出額703億円÷生産額2,077億円）・・・34%
○移輸入率（移輸入額986億円÷生産額2,077億円）・・・47%

 
多い

少ない

移輸出型

市際交流型
市内自給型

市外依存型

移輸出率50％以上、移輸入率50％未満

移輸出率、移輸入率ともに50％以上
移輸出率、移輸入率ともに50％未満

移輸出率50％未満、移輸入率50％以上

外

貨

獲

得

 

商業は第 3 位、市内経済において、かなりの

影響力のある産業である。 

移輸出額－移輸入額 

283283283283億円の赤字億円の赤字億円の赤字億円の赤字    
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＜まとめ＞ 

 宮崎市の商業の概況ついてまとめると、以下の通りである。 

 

モノ消費からコト消費へ

中心市街地の小売に必要なのは「待ち」の
傾向が強いスタイルからの脱却

地産地消、地産外消へ

“ストック・リッチ・フロー・プア”（貯蓄は多い
が消費に回っていない）層の購買意欲を掻き
立てる刺激を

外貨を稼ぐ産業としての意識付け

消費志向

ビジネス

スタイル

経済循環

高齢者

卸売業

 
    

（宮崎市における小規模事業者の現状と課題）（宮崎市における小規模事業者の現状と課題）（宮崎市における小規模事業者の現状と課題）（宮崎市における小規模事業者の現状と課題）    

宮崎市の主要産業は商業、サービス業、観光業であり、業種別では、「卸売業・小売業」

「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業・娯楽業」の割合が高く、全体では 54.0%

で半数以上を占めている。これらの業種は従業員数が 5 人以下の小規模事業者の占める

割合が多いが、近年の商業・サービス業を取り巻く経済環境は、県外資本の大型店の進

出や高速道路などのインフラ整備の進展による都市間競争の激化、また少子高齢化の進

展、インターネットの普及等に伴う消費者のライフスタイルやニーズの多様化により、

特に「卸売業・小売業」の事業所数は年々減少傾向にある。今後は、いかにこれらの事

業所数の減少に歯止めをかけ、地域経済を維持していくかが大きな課題となっている。 
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【宮崎商工会議所管内の宮崎市の事業所数】 

事業所数 割合（％） 内小規模事業者数 事業所数 割合（％） 内小規模事業者数 事業所数 割合（％） 内小規模事業者数

農 林 漁 業 72 0.5% 32 63 0.4% 28 58 0.4% 26

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 2 0.0% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0

建 設 業 1,259 8.1% 1,019 1,126 7.7% 907 1,099 7.8% 879

製 造 業 489 3.1% 396 464 3.2% 385 459 3.3% 378

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 17 0.1% 3 10 0.1% 2 9 0.1% 2

情 報 通 信 業 201 1.3% 76 178 1.2% 69 159 1.1% 51

運 輸 業 ， 郵 便 業 258 1.7% 180 248 1.7% 200 233 1.7% 188

卸 売 業 ， 小 売 業 4,354 27.9% 3,323 4,030 27.5% 3,264 3,845 27.2% 3,119

金 融 業 ， 保 険 業 384 2.5% 128 359 2.4% 122 343 2.4% 119

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 932 6.0% 688 840 5.7% 620 782 5.5% 581

学術研究，専門・技術サービ ス業 792 5.1% 641 733 5.0% 595 686 4.9% 638

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 2,534 16.2% 1,965 2,476 16.9% 1,922 2,431 17.2% 1,892

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業 1,449 9.3% 1,370 1,386 9.5% 1,312 1,357 9.6% 1,296

教 育 ， 学 習 支 援 業 601 3.8% 399 513 3.5% 342 449 3.2% 302

医 療 ， 福 祉 1,142 7.3% 503 1,165 7.9% 513 1,183 8.4% 519

複 合 サ ー ビ ス 事 業 68 0.4% 45 67 0.5% 45 66 0.5% 44

サービス業 （他に分類されないもの） 1,070 6.8% 816 1,005 6.9% 767 958 6.8% 732

総総総総 事事事事 業業業業 所所所所 数数数数 15,624 100.0% 11,584 14,666 100.0% 11,093 14,120 100.0% 10,766

平成21年度 平成24年度 平成26年度

（参考：平成21年・平成24年・平成26年：宮崎市版統計書・経済センサス基礎調査）
 

    

（宮崎商工（宮崎商工（宮崎商工（宮崎商工会議所のこれまでの取組み）会議所のこれまでの取組み）会議所のこれまでの取組み）会議所のこれまでの取組み）    

宮崎商工会議所は、昭和 4 年 2 月の創設以来、地域総合経済団体、地域の総合コーデ

ィネーターとして地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、地域経

済の健全な発展のために活動を行ってきた地域総合経済団体であり、小規模事業者の経

営改善を図るために、巡回・窓口相談により事業所の様々な相談に対応してきた。 

 このような中、平成 27 年 11 月に認定を受けた経営発達支援計画において、国や宮崎

県、宮崎市、各関係支援機関、各専門家と緊密な連携のもと、当地域において半数の割

合を占める商業・サービス業を中心に、自社の経営発展に意欲的な小規模事業者に対し

て、経営分析支援、事業計画策定支援、事業計画策定後の支援、需要動向調査、販路開

拓・販路拡大に努め、付加価値の向上と売上 10％増加達成を目指すために伴走型支援を

行ってきたが、反省点として、小規模事業者や創業者が直面する限定的な課題に対して

対応、いわゆる点としての支援や事業者からの支援要請に基づく受身的な対応が多く、

小規模事業者の計画の実現性や事業継続性の高い事業計画づくりに向けた支援が不足し

ていた。 

また販路開拓支援や商談会参加支援については、農畜産物加工品を中心に地域内で実
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施している朝市や中心市街地の街市への出展支援、県外バイヤーを招聘しての個別ミニ

商談会、みやざきうまいものアピール商談会への出展支援を行ったことで、商談成約数

においては目標数値を上回り、一定の成果を上げることができたが、商談が成立した事

業所、成立しなかった事業所の差が見られた。 

今計画では、地域経済動向調査を踏まえ、経営指導員による経営分析支援、事業計画

作成支援により商談会参加支援を行ったものの、経営指導員の巡回指導による支援先事

業者に対する事後フォローや出展商品の買い手のニーズに関する需要動向調査不足、商

談の際のアプローチに対する支援不足があった。本来、支援にあたっては、経営指導員

同士が支援情報を共有しながら、複数の経営指導員や専門家の協力を貰いながら共同で

支援するべきところ、経営指導員が単独で支援してきたことが原因と考えられる。 

第 1 期の計画の反省点を踏まえ、現計画においては、本年度末までに第 1 期計画の目

標である支援先事業所の付加価値の向上と売上 10％達成状況の確認を行うとともに、再

度、経営指導員の果たすべき役割についてＯＪＴや研修で周知・徹底して行く。 

次回の計画では、前述した第 1 期計画の反省点を踏まえ、徹底した巡回指導による支

援事業者に対する事後フォローの強化、新たな需要の開拓に寄与するための買い手のニ

ーズ調査等に工夫を凝らした需要動向調査を行い、点の支援に止まらないよう、受け身

的な支援に止まらないよう、複数の経営指導員や専門家、関係機関による支援体制づく

りの強化を図るとともに、経営指導員のみならず経営・情報支援員、一般職員も含めた

組織全体の支援ノウハウ、スキルの共有、蓄積を図って行くことで経営発達支援計画を

推進して行く。 

 

（（（（小規模事業者の中長期的な振興のあり方）小規模事業者の中長期的な振興のあり方）小規模事業者の中長期的な振興のあり方）小規模事業者の中長期的な振興のあり方）    

（１）上位計（１）上位計（１）上位計（１）上位計画（第三次宮崎市商業振興計画）画（第三次宮崎市商業振興計画）画（第三次宮崎市商業振興計画）画（第三次宮崎市商業振興計画）    

 宮崎市において、平成 29 年度内に平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 年間の「第三

次宮崎市商業振興計画」を策定中である。 

 この計画では、宮崎市の商業の概況に対する宮崎市商業振興計画の骨子案として下記

の 4 つのキーワードと基本方針が盛り込まれる予定である。 

 次回の計画では、第三次宮崎市商業振興計画を上位計画として、小規模事業者に対し

て中長期的に経営発達支援計画に取り組んで行く。 

③新たな事業にチャレン
ジし、ヒト、モノ、カネを呼
び込む商業の推進

④個店の連携と団結によ
る、商店街・商業者団体
の基盤強化

発展力 組織力キーワード

基本方針

地域力

①人とのつながりを大切
にし、地域コミュニティを
担う商業の推進

持続力

②時代や環境の変化に
柔軟に対応できる、持続
可能な商業の推進

 

    

（２）小規模事業者（２）小規模事業者（２）小規模事業者（２）小規模事業者の中長期的な振興のあり方の中長期的な振興のあり方の中長期的な振興のあり方の中長期的な振興のあり方    

宮崎市においては、中長期的には人口の減少が見込まれる一方で、国内外の宮崎市の

イメージ調査にも言われているように、宮崎は食の宝庫という強みを持っており、特に

農畜水産業が盛んで、現在、6 次産業化や農商工連携による付加価値の向上を目指し、行
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政やＪＡ、大学などが連携し、宮崎らしいフードビジネスの確立に向けた取り組みがな

されているが、一部の小規模事業者においては、すでにこのような強みを活かせている

が、大多数の小規模事業者は、チャンスを活かしきれず販売力に弱みが見られる。  

  そこで、上記の第三次宮崎市商業振興計画の 4 つのキーワードと基本方針に基づき、

当所では下記の通り中長期的に取り組むこととする。 

①人とのつながりを大切にし、地域コミュニティを担う商業の推進について 

 モノ消費からコト消費への移行や高齢化率の上昇により買い物弱者の増加や個人消費

のうちシニア向けの比重が上昇する等消費動向が変化している中にあって、商業におい

ては、地域に密着し地域に暮らす人を支える役割や人にやさしい商業環境の整備が期待

されているため、当所では地元の人が地元の店舗を利用しやすいように主体的に商業環

境の整備や地域のにぎわいの創出によるコミュニティ機能の強化を支援するとともに地

域店舗の活用のための情報発信を行い、地域内での消費拡大を目指す。 

②時代の環境の変化に柔軟に対応できる持続力のある商業の推進について 

 ＥＣの進展や消費ニーズの変化、あるいは人手不足、後継者問題を課題とする事業者

が増加傾向にある中、地域経済を担う商業人材の育成と確保のために、当所では事業承

継及びＭ＆Ａの推進や若い世代の商業への関心向上を行い、持続力のある商業の推進を

行う。 

③新たな事業にチャレンジし、ヒト、モノ、カネを呼び込む発展力のある商業の推進に

ついて 

 地域経済を維持するために更なる戦略的な展開が必要であることから、当所では、新

たな事業にチャレンジする創業者や第二創業を目指す事業者に対する支援、また、宮崎

の強みである食の発信や観光誘客及びインバウンド対策を推進し、外貨を稼ぐための販

路開拓を支援することで、宮崎の地域ブランド力の向上、さらに、マーケットインの視

点に立った商品開発やＩＴの戦略的な活用による攻めの事業展開を支援することで発展

力のある商業の推進を行う。 

④個店の連携と団結による商店街・商業団体の基盤強化について 

 商店街や商業団体は、顔の見える販売やマーケティング感覚を持つ必要があることか

ら、当所では、個店同士の連携により商店街ならではの魅力向上のために取り組む団体

に対する運営・取組への支援、さらに、地域商業地のリノベーションや機能維持に取り

組む商店街等に対して基盤強化に向けた支援を行う。加えて、地域の課題解決に向けた

調査研究や情報提供及び意見交換を実施し、商業団体の基盤強化を行う。 

上記①～④を実現するために、当所としては、各小規模事業者に自社が保有する「強

み」を認識させるとともに、ブラッシュアップし、宮崎市地域内のみならず域外、海外

に向けて情報発信（ブランディング）を実施していく。 

 

（経営発達支援計画の目（経営発達支援計画の目（経営発達支援計画の目（経営発達支援計画の目標及び達成のための方針）標及び達成のための方針）標及び達成のための方針）標及び達成のための方針）    

前述した各小規模事業者に自社が保有する「強み」を認識させるとともに、ブラッシ

ュアップし、宮崎市地域内のみならず域外、海外に向けて情報発信（ブランディング）

を実現していくために、本経営発達支援計画（平成 30 年 4 月から平成 35 年 3 月まで）

では、以下の目標を設定する。 
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（１（１（１（１）事業者の販路開拓支援）事業者の販路開拓支援）事業者の販路開拓支援）事業者の販路開拓支援（継続）（継続）（継続）（継続）    

宮崎の豊富で付加価値の高い農畜水産物や加工品を活用した商品開発や技術支援、ブ

ランディング支援、魅力ある店舗（個店）づくり支援を行い、小規模事業者が持つ「強

み」を増強させる。そのために商品の需要動向調査を実施し、販路拡大のための事業計

画策定づくりから商談会のマッチングまで一貫した支援を実施する。 

    

（２（２（２（２）宮崎ブランドの情報発信）宮崎ブランドの情報発信）宮崎ブランドの情報発信）宮崎ブランドの情報発信（新規）（新規）（新規）（新規）    

行政やＪＡなどの関係団体と連携し、地域外に対して、宮崎ブランドを発信し、移住

や観光客の増加を図る。これにより小規模事業者が保有する「強み」を活かす事業基盤

づくりを行い、持続的な経営発展を支援する。また、地域内の事業者に対しては、市の

事業や当所が実施する経営発達支援計画を「見える化」するための情報発信を実施する。 

  

（３）創業の促進（３）創業の促進（３）創業の促進（３）創業の促進（継続）（継続）（継続）（継続）    

事業所数の減少対策のために、創業、起業を目指す方、開業して間もない方を対象に

相談機能を充実させるとともに、創業スクールを実施することで、ビジネスプラン(事業

計画書)の作成、マーケティング手法や資金調達ノウハウなどについて専門家と連携し支

援を行う。創業後もビジネスモデルを確実に実行できるよう、創業者に寄り添った伴走

型支援を実施する。 

 

（４）（４）（４）（４）事業承継及び廃業支援（新規）事業承継及び廃業支援（新規）事業承継及び廃業支援（新規）事業承継及び廃業支援（新規）    

事業継続のために宮崎県事業引継ぎ支援センター等との連携により創業人材バンクを

活用しながら創業者とのマッチングや、事業承継支援、第二創業支援の強化を図る。  

一方、団塊の世代の経営者が 70 歳を迎える中、高齢化により廃業を余儀なくされる事

業者の増加が予想されるため、廃業の支援も当所の重要な支援のひとつと位置づけ、廃

業者がソフトランディングできるよう支援する。 

 

（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（継続）（継続）（継続）（継続）    

平成 30 年 3 月に宮崎市が策定する「次期宮崎市中心市街地活性化基本計画」に位置づ

けられる中心市街地活性化のための諸事業を当所の議員企業や関係団体と連携・実施す

ることで地域経済の活性化を図る。 

 

（６（６（６（６）経営発達支援計画の目標及び達成）経営発達支援計画の目標及び達成）経営発達支援計画の目標及び達成）経営発達支援計画の目標及び達成をををを実現するた実現するた実現するた実現するための体制づくめの体制づくめの体制づくめの体制づくりの強化りの強化りの強化りの強化（継続）（継続）（継続）（継続）    

経営発達支援計画の目標及び達成を実現するために、国、宮崎県、宮崎市、宮崎県産

業振興機構（よろず支援拠点）、学術機関、宮崎県事業引継ぎ支援センター、中小企業診

断士をはじめとした専門家など連携し、宮崎市における中核的支援機関としての機能を

強化する。また本経営発達支援計画を達成するために組織内の経営指導員同士の連携の

強化や経営指導員、経営・情報支援員、一般職員に対して各種研修会や関係機関との情

報交換会を開催することにより、小規模事業者に対する支援の現状（成果、課題・問題

点）や支援のノウハウの情報共有や支援スキル及び資質の向上を図るとともに、今の職

員が人事異動等でいなくなっても組織の財産として支援ノウハウやスキルになるようデ

ータ化して行く。 
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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 

ⅠⅠⅠⅠ．経営発達支援事業の内容．経営発達支援事業の内容．経営発達支援事業の内容．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【指針③】１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

 第１期における取り組みでは、（１）県内企業景況調査、（２）ＬＯＢＯ調査（日本商

工会議所早期景気観測調査、（３）巡回訪問・窓口相談による経済動向調査は予定通り実

施し調査結果をホームページで公開した。（４）主要産業経済動向調査報告書の作成につ

いては、県内企業景況調査を中心に宮崎市企業景況調査報告書として取りまとめる予定

であったが、宮崎県と宮崎市の調査結果に差異が見受けられなかったとめに取りやめる

こととした。 

第１期における反省点として、ホームページで公開したものの、忙しい小規模事業者

が一目で調査結果の内容が分かるような工夫が不十分であった上に、小規模事業者がど

のように調査結果を活用したかは正確に把握ができていなかった。また、宮崎県と宮崎

市の調査結果では差異は見られなかったものの、地理的、気候的に差がある他の類似都

市との数値比較は小規模事業者が県外に販路を見出していくために必要なことであるが

調査を実施できなかった。さらに経営指導員による県内企業景況調査の回収率が低調だ

った結果から、この調査結果を小規模事業者にフィードバックができた経営指導員、で

きなかった経営指導員がいたため、次回の計画ではこれらを改善、工夫して取り組んで

行きたい。 

＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞    

地域の経済動向を把握することは非常に重要であり、経済動向を把握する中で経営者

の生の声を施策に反映させることや、調査結果を広く情報発信することが求められてい

るため、次回の計画では、引き続き、管内商工業者に対して、四半期に１回実施してい

る県内企業景況調査、ＬＯＢＯ調査、巡回・窓口相談による経済動向調査を継続実施す

る。 

新しい取り組みとしては、類似都市との経営動向調査比較や団体との意見交換を活用

した地域経済動向調査を実施し、地域の動向を幅広く収集し分析を行っていく。 

調査方法については、アンケート方式により経営指導員による巡回訪問・相談窓口で

のヒアリングやメールで実施し、業種毎の景況や経営課題の把握に努めることとする。 

今回の取り組みにおける改善点としては、①業務が多忙な中でもより多くの小規模事

業者の目に留まるよう公開（周知）方法に工夫を行うこと、②人口、商工業者数が類似

している都市との数値比較を行うこと、③回収率が低調に推移しているため、回収率を

向上させること、この３点を改善し調査を実施する。 

   

（事業内容） 

（１）県内企業景況調査の実施（継続）（１）県内企業景況調査の実施（継続）（１）県内企業景況調査の実施（継続）（１）県内企業景況調査の実施（継続）    

（一社）宮崎県商工会議所連合会の事業である四半期に一回行われる県内企業景況調
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査（下記項目）をヒアリング及びＦＡＸにより年 4 回実施・分析を行い、当地域におけ

る小規模事業者が抱える経営課題を把握し年 4 回公表する。公表については、当所のホ

ームページの他、地元新聞紙への掲載依頼や地元の大学への情報提供、さらに税理士、

社会保険労務士等の専門家にも個別に提供し事業者の支援に役立てるとともに、経営指

導員が巡回の時に小規模事業者に情報提供し、経営に役立ててもらうとともに事業計画

策定支援に向けたデータとして活用する。本調査については回収率が低調に推移してい

るため、経営指導員による巡回や電話により回収率を上げる。 

①調査目的 地域商工業の景況並びに経済動向に関する情報の収集・分析を行い、中

小企業経営者に対して経営情報を提供することを目的として実施する。 

②実施主体 中小企業基盤整備機構（調査実施団体：宮崎商工会議所） 

③調査対象 6 業種（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業）ごとに

ヒアリングと記述方式による調査 

④調査項目 ア．売上・採算 

イ．資金繰り 

ウ．仕入れ価格 

エ．雇用状況 

オ．設備投資状況 

カ．経営上の問題点 

キ．今後の対応策 

ク．要望等 

    

（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査）の実施（継続）（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査）の実施（継続）（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査）の実施（継続）（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査）の実施（継続）    

全国商工会議所のネットワークのもと、地域や中小企業が 「肌で感じる足元の景気感」

を全国ベースで毎月調査されているＬＯＢＯ調査を経営指導員によるヒアリング方式で

年 4 回実施・分析を行い、早期景気観測で当市の経済動向を把握し、結果については年 4

回公表する。公表については、当所のホームページの他、地元の大学、税理士、社会保

険労務士等の専門家にも個別に提供し事業者の支援に役立てるとともに、経営指導員が

巡回の時に小規模事業者に情報提供し、経営に役立ててもらうとともに経営計画策定支

援に向けたデータとして活用する。 

本調査のその他の改善点としては、現在、調査対象企業として 6 企業及び 1 組合にお

願いしているが、対象業種の入れ替えも行いながら回答率を 100％に維持し調査を実施す

る。 

①調査目的 当月及び向こう 3 ヶ月の景況並びに経済動向に関する情報を早期に収

集・分析し、宮崎県内あるいは全国的規模で商工会議所としての景気対

策等に関する意見活動に資することを目的に実施する。 

②実施主体 日本商工会議所（調査実施団体：宮崎商工会議所） 

③調査対象 6 業種（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業）ごとに

ヒアリングと記述方式による調査 

④調査項目 ア．当月の業況 

イ．売上 

ウ．採算 
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エ．資金繰り 

オ．仕入単価 

カ．従業員の状況 

キ．経営上の問題 

 

（３）巡回訪問・窓口相談による経済動向調査の実施（継続）（３）巡回訪問・窓口相談による経済動向調査の実施（継続）（３）巡回訪問・窓口相談による経済動向調査の実施（継続）（３）巡回訪問・窓口相談による経済動向調査の実施（継続）    

経営指導員による巡回訪問や窓口相談の際に、6 業種に対して下記の調査項目をヒアリ

ングにより年 4 回実施・分析することで、小規模事業者の経営課題を把握し、年 4 回公

表する。調査結果については、当所のホームページの他、地元新聞紙への掲載依頼や地

元の大学への情報提供、さらに税理士、社会保険労務士等の専門家にも個別に提供し事

業者の支援に役立てるとともに、持続的な経営を目指す小規模事業者が事業計画を作成

する際の支援データとして活用する。 

第 1 次計画では、調査回収目標が大幅に下回ったため、経営指導員による巡回や電話

により回収率を上げる。 

①調査目的 地域内の商工業者の景況並びに経済動向に関する情報の収集・分析を行

い、中小企業経営者に対して経営情報を提供することを目的として実施

する。 

②実施主体 宮崎商工会議所 

③調査対象 6 業種（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業）ごとに

ヒアリングと記述方式による調査 

④調査項目 ア．売上採算 

イ．資金繰り 

ウ．顧客のニーズ 

エ．業界の動向 

オ．他業種との連携・協力に関する取組み状況 

カ．新しい取り組み 

キ．後継者の育成 

ク．喫緊の経営上の問題点 

ケ．今後の見通し 

コ．支援機関に対する要望等 

    

（４）類似都市との経営動向調査比較の実施（新規）（４）類似都市との経営動向調査比較の実施（新規）（４）類似都市との経営動向調査比較の実施（新規）（４）類似都市との経営動向調査比較の実施（新規）    

 今回の経営動向調査における改善点として上げているものとして「県内企業景況調

査」や日本商工会議所が行う「ＬＯＢＯ調査」を活用し、当市と全国の人口規模や商工

業者数が類似した都市との経営環境等の比較・分析を年 4 回行うことで、当市経済の動

向を把握し、持続的な経営を目指す小規模事業者が事業計画を作成する際の支援データ

として活用する。調査結果については年 4 回公表するが、公表方法としては、当所のホ

ームページの他、地元新聞紙への掲載依頼や地元の大学への情報提供、さらに税理士、

社会保険労務士等の専門家にも個別に提供し事業者の支援に役立てる。さらに宮崎市や

関係機関にも報告し、情報の共有化を行い、連携した支援を展開する。 
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（５）団体との意見交換を活用した地域経済動向調査の実施（新規）（５）団体との意見交換を活用した地域経済動向調査の実施（新規）（５）団体との意見交換を活用した地域経済動向調査の実施（新規）（５）団体との意見交換を活用した地域経済動向調査の実施（新規）    

宮崎市商店街振興組合連合会、宮崎県電機商業組合等の団体にヒアリング調査を実施

する。これにより、業種ごと、地域ごとに経済動向を調査する。ヒアリング調査は、団

体ごとに年 1 回実施し、業種ごとの課題の推移を把握する。調査団体数についても、2 団

体から随時拡大していき、より多くの団体との意見交換を行う。  

  ヒアリングで把握した内容の活用方法としては、内部資料として経営指導員等が業界

動向等の参考として活用する。 

①調査目的 地域内の各組合・団体が抱える固有の動向・経営課題を抽出・分析を行

うことで業界の動向を把握する。 

②実施主体 宮崎商工会議所 

③調査項目 ア．業界の動向 

イ．会員数の推移 

ウ．事業所の形態（個人・法人） 

エ．事業所の経営形態（雇用・家族従業員） 

オ．後継者問題 

カ．売上地域の比率 

キ．顧客のニーズ 

ク．新しい取組み状況 

ケ．喫緊の経営上の課題・問題点 

コ．支援機関に対する要望等 

 

（目標） 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

県内企業景況 

調査 

調査企業数 50 60 70 80 90 100 

回 数 4 4 4 4 4 4 

公 表 4 4 4 4 4 4 

ＬＯＢＯ調査 

調査企業数 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 

回 数 4 4 4 4 4 4 

公 表 4 4 4 4 4 4 

巡回訪問・窓口

相談による経

済動向調査 

調査企業数 50 60 70 80 90 100 

回 数 4 4 4 4 4 4 

公 表  4 4 4 4 4 4 

類似都市との

経営動向調査 

回 数 － 4 4 4 4 4 

公 表 － 4 4 4 4 4 

他団体とのヒ

アリング 

回 数 － 2 3 3 4 5 

団体数 － 2 3 3 4 5 

※ＬＯＢＯ調査の調査企業数の（ ）内の数字は組合 

    

    

２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること２．経営状況の分析に関すること【指針①】【指針①】【指針①】【指針①】    

＜第１期＜第１期＜第１期＜第１期における取組と成果＞における取組と成果＞における取組と成果＞における取組と成果＞    
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第 1 期における取り組みでは、小規模事業者に対して巡回・窓口相談や経営課題解決

セミナーを実施し、経営分析の必要性を訴えてきたが、小規模事業者が直面する限定的

な課題に対してのものが多く、いわゆる点としての支援に止まる状況が多かった。また、

経営指導員それぞれが、独自のスキルに基づいて経営分析を実施していたため、小規模

事業者の経営状況を組織的に把握することに不足感があった。  

小規模事業者が持続的な経営発展を図るためには、事業者が自社の「強み」や抱えて

いる経営課題、経営環境（競合、市場動向、顧客ニーズ等）を的確に把握していく必要

がある。  

    

＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞    

第 2 期においては、小規模事業者が直面する限定的な課題に対する点としての支援に

止まっていた反省を踏まえ、統一の経営分析フォーマットを活用しながら、複数の経営

指導員による支援や専門家との連携により経営分析支援を行う。 

具体的には、自社にとって「何が経営課題であるのか」を気づいていただくために、

経営指導員のスキルに頼っていた経営分析をやめ、統一の経営分析フォーマットである

「ローカルベンチマーク」と当所オリジナルの「企業問診票」を１セットとして活用し

ながら小規模事業者に対して経営分析を実施し、その経営分析の必要性を理解してもら

う。 

さらに専門家との連携により、財務面や事業面での課題に気付いてもらう経営課題解

決セミナーにて経営分析の必要性を理解してもらい、事業者の経営課題を顕在化させる。 

経営分析支援については、中小企業相談所部課長会議や経営指導員職員内部研修の際

に分析結果を共有するとともに事業計画策定支援や事業計画策定後の実施支援に活用す

る。 

（事業内容） 

 以下のフロー（流れ）で経営状況の分析を実施する。 

 

    

（１）経営指（１）経営指（１）経営指（１）経営指導員による経営分析の実施（継続）導員による経営分析の実施（継続）導員による経営分析の実施（継続）導員による経営分析の実施（継続）    

経営指導員による「ローカルベンチマーク」と「企業問診票」を１セットとして活用
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しながら小規模事業者に対して経営分析を実施し、必要性を理解してもらう。 

①ローカルベンチマークを活用した経営分析支援①ローカルベンチマークを活用した経営分析支援①ローカルベンチマークを活用した経営分析支援①ローカルベンチマークを活用した経営分析支援の実施の実施の実施の実施（継続）（継続）（継続）（継続）    

経営指導員による巡回相談を通じて、小規模事業者の「強み」、経営状態、経営課題を

把握し、経営分析を行う。  

経営分析にあたっての改善点として、経営指導員の支援レベルの差に影響されず事業

者の経営状態を把握できるいわゆるローカルベンチマーク（ロカベン）を基本ツールと

して活用する。    

ロカベンとは、経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の経営状態の把握、いわゆ

る「健康診断」を行うツール（道具）として、簡単な Excel で誰でも診断できるツール

であり以下の項目を分析することができる。 

（6つの指標） （4つの視点）

①売上高増加率（売上持続性） ①経営者への着目

②営業利益率（収益性） ②関係者への着目

③労働生産性（生産性） ③事業への着目

④EBITDA有利子負債倍率（健全性） ④内部管理体制への着目

⑤営業運転資本回転期間（効率性）

⑥自己資本比率（安全性）

    
    

②経営指導員による企業問診票（ヒアリング）の実施②経営指導員による企業問診票（ヒアリング）の実施②経営指導員による企業問診票（ヒアリング）の実施②経営指導員による企業問診票（ヒアリング）の実施の実施の実施の実施の実施（継続）（継続）（継続）（継続）    

企業問診票は、企業経営者が経営状況を把握するのに適しており、巡回相談の際に活

用している。 

企業問診票は、「はい」「どちらでもない」「いいえ」の３つの回答から、企業の経営レ

ベル、経営者の考え方やマネジメントの実態等を把握し、経営の課題を導き出すことが

可能であるとともに、経営者自身が自社の課題等を整理する道具としても有効である。

またヒアリングから得られた結果を分析し、経営課題解決のための提案に活用する。 

（企業問診票の活用の目的） 

ア 経営指導員が支援する小規模事業者の経営実態の把握や経営課題を発掘するツー 

ルとして活用する。 

イ 経営指導員が経営者と共通の話題を見つけ、会話を円滑にするために活用する。 

 ウ 経営者が自社の経営の見つめ直しや日頃の経営チェックに活用してもらう。 

エ 経営者が後継者を交え、経営情報を共有化するツールとして活用してもらう。 

        【ヒアリング項目】【ヒアリング項目】【ヒアリング項目】【ヒアリング項目】    

 Ⅰ 経営基本 （6 項目） 

 Ⅱ 市場・顧客（6 項目） 

 Ⅲ 財務・会計（6 項目） 

 Ⅳ 人事・労務（7 項目）合計 25 項目 

 企業問診票は以下の通りである。 
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代表者名

1 はい　・　いいえ　・どちらでもない

2 はい　・　いいえ　・どちらでもない

3 はい　・　いいえ　・どちらでもない

4 はい　・　いいえ　・どちらでもない

5 はい　・　いいえ　・どちらでもない

6 はい　・　いいえ　・どちらでもない

7 はい　・　いいえ　・どちらでもない

8 はい　・　いいえ　・どちらでもない

9 はい　・　いいえ　・どちらでもない

10 はい　・　いいえ　・どちらでもない

11 はい　・　いいえ　・どちらでもない

12 はい　・　いいえ　・どちらでもない

13 はい　・　いいえ　・どちらでもない

14 はい　・　いいえ　・どちらでもない

15 はい　・　いいえ　・どちらでもない

16 はい　・　いいえ　・どちらでもない

17 はい　・　いいえ　・どちらでもない

18 はい　・　いいえ　・どちらでもない

19 はい　・　いいえ　・どちらでもない

20 はい　・　いいえ　・どちらでもない

21 はい　・　いいえ　・どちらでもない

22 はい　・　いいえ　・どちらでもない

23 はい　・　いいえ　・どちらでもない

24 はい　・　いいえ　・どちらでもない

25 はい　・　いいえ　・どちらでもない

平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　） 担当者名

企業問診票

従業員は生き生きと仕事をしていますか？

従業員と日頃からコミュニケーションをとっていますか？

以下の２５項目について「はい　・　いいえ　・　どちらでもない」いずれかに○を付けて下さい。

※記入いただいた内容については、宮崎商工会議所の経営支援やセミナー企画に活用します。（外部に公開することはありま
せん。）

　　【１】経営基本

　　【２】市場・顧客

　　【３】財務・会計

　　【４】人事・労務

将来「こんな会社にしたい」という夢やビジョンがありますか？

お客様は誰だかわかっていますか？

経営計画目標（売上・利益）を作成していますか？

仕事上で電子メールやＨＰを活用していますか？

従業員の幸せを常に考えていますか？

後継者は決まっていますか？

他社に絶対に負けない商品・サービスがありますか？

事業所名

従業員のホウレンソウ（報告・連絡・相談）は徹底していますか？

従業員に対して挨拶・言葉使い・身だしなみ等の指導を行っていますか？

従業員に対する研修会を行っていますか？

資金繰り表を作成していますか？

いつでも将来の資金の目途は立っていますか？

売掛金などの回収について把握していますか？

会社のお金と個人のお金を区分していますか？

日頃から新しい商品やサービスを考えていますか？

新しい顧客（得意先）の開拓を行っていますか？

競争相手が誰だかかわかっていますか？

お客様のクレーム情報やその中身について把握していますか？ 

利益が出ている商品・サービスとそうでない商品・サービスを把握していますか？

今後の経営支援やセミナー企画の参考にさせていただきます。

２年以上黒字が続いていますか？

緊急時にお金を貸してくれる金融機関とのお付き合いがありますか？

実施日

※商工会議所記入欄

従業員から業務改善に対する意見や提案がありますか?

従業員は適切に休みを取っていますか？

【担当者記入】
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（２）経営課題解決セミナー開催による経営分析支援の実施（継続）（２）経営課題解決セミナー開催による経営分析支援の実施（継続）（２）経営課題解決セミナー開催による経営分析支援の実施（継続）（２）経営課題解決セミナー開催による経営分析支援の実施（継続）    

小規模事業者が持続的に発展していくためには、自社の経営分析を行い、強み・弱み

を明確する必要があるが、自社で経営分析を実施できる小規模事業者は極めて少ない。 

小規模事業者の経営の持続的発展には各事業者が持つ「強み」を伸ばし、「ビジネス機

会」を的確に捉えて行くことが重要であり、経営課題解決セミナーの開催を通じて、経

営分析による経営改善策や事業計画作成の必要性について理解を促すともに、経営分析

の対象となる小規模事業者を発掘して行く。 

前回では財務戦略（定量）を中心としたセミナーであったが、今回の計画では、経営

戦略（定性）にも重きをおいた内容で実施して行く。 

 

（３）フィードバックの実施（継続）（３）フィードバックの実施（継続）（３）フィードバックの実施（継続）（３）フィードバックの実施（継続）    

 経営分析した小規模事業者の「強み」や「経営課題」について認識、気付いてもらう

ために結果についてフィードバックして行く。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営課題解

決セミナー 

回 数 6 6 6 6 6 6 

参加者数 

（人数） 
60 70 80 90 100 110 

経営分析支援者数 60 160 200 240 280 320 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】３．事業計画策定支援に関すること【指針②】３．事業計画策定支援に関すること【指針②】３．事業計画策定支援に関すること【指針②】    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

第１期における取り組みでは小規模事業者や創業者、創業予定者の経営課題を解決す

るために実施する商業・サービス事業者が過半数を占めることから、これらの業種を支

援の中心事業所として付加価値の向上と売上 10％増加達成を目指し「１．地域の経済動

向調査」、「２．経営状況の分析」、「５．需要動向調査」を踏まえ、経営計画作成セミナ

ーや経営計画個別相談会により事業計画策定支援を実施してきた。 

経営指導員による伴走型支援、また各分野の専門家や株式会社日本政策金融公庫宮崎

支店はじめ、地域の金融機関（認定支援機関）や宮崎県信用保証協会、宮崎県産業振興

機構、宮崎県よろず支援拠点などの支援機関と連携を図りながら、中長期的により実効

性・実現可能性のある事業計画作成支援を行い目標に対する実績を上げることができた

が、小規模事業者に対する事業計画策定支援は、「小規模事業者持続化補助金」や「もの

づくり商業・サービス革新補助金」、あるいは日本政策金融公庫や県融資制度の活用など、

事業者からの支援要請に基づく受身的な対応も散見された。現計画において、本年度末

までに目標である支援先事業所の付加価値の向上と売上１０％達成状況を確認し、次回

の計画に繋げていきたい。 

前回の計画では経営計画（事業計画）個別相談会を掲げていたが、個別相談会につい

ては、事業計画策定後の実施支援で計画することが適切であるため変更することとした。 
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＜今回の申請における取り組みの方＜今回の申請における取り組みの方＜今回の申請における取り組みの方＜今回の申請における取り組みの方向性＞向性＞向性＞向性＞    

次回の計画においては、小規模事業者を取り巻く経営環境が以前にも増して激変して

いる中、小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築

するため、顧客ニーズや自らの「強み」を活かした事業計画に基づく経営を推進するこ

とがますます重要になっている。  

地域内のみならず域外、海外に向けて情報発信（ブランディング）を実施していくた

めに、小規模事業者のビジネスモデルの再構築を提案し、実現させる役割が求められて

いる。今後は、事業計画を作成することが目的でなく、実施することが目的ということ

を再認識してもうらため、小規模事業者のビジネスプランを充実させ、実現可能性の高

い事業計画策定を支援する。 

 

（事業内容）  

（１）既存事業者向け支援（１）既存事業者向け支援（１）既存事業者向け支援（１）既存事業者向け支援の実施の実施の実施の実施    

①事業の周知（ＰＲ）①事業の周知（ＰＲ）①事業の周知（ＰＲ）①事業の周知（ＰＲ）の実施の実施の実施の実施（新規）（新規）（新規）（新規）        

  現在、実施している経営計画策定セミナーや企業人材育成セミナー、さらにＩＴ人材

育成セミナーなど、小規模事業者の経営発展や人材育成に役立つ様々なセミナー開催の

後に、セミナーの内容を実践したい事業所に対し計画経営の必要性を周知し、事業計画

策定に繋げる。また、「１．地域の経済動向調査に関すること」で実施した情報提供や、

「２．経営状況の分析に関すること」における経営状況の分析を実施した事業者に対し、

事業計画策定支援の個別案内を実施する。  

  また、当所のホームページに事業計画策定支援事業の特別ページを作成し、事業の見

える化を図る。 

  

②事業計画策定セミナーの実施（継続）②事業計画策定セミナーの実施（継続）②事業計画策定セミナーの実施（継続）②事業計画策定セミナーの実施（継続）    

  実施する事業計画策定セミナーでは、経営分析を実施した小規模事業者から誘導し事

業計画策定の必要性を学んでいただくともに、経営指導員の巡回指導で精度の高い事業

計画策定に繋げる。  

  前回の計画では経営指導員の巡回や窓口、会報等による集客に偏っていたため、今回

の計画における事業計画策定セミナーの参加については、２．経営状況の分析に関する

項目で計画した（１）経営指導員による経営分析の支援先に参加を呼びかけ、事業計画

策定支援先の掘り起しを行う。  

  

③事業計画策定支援の実施（継続）③事業計画策定支援の実施（継続）③事業計画策定支援の実施（継続）③事業計画策定支援の実施（継続）    

事業計画については、商品開発・販売計画、事業承継計画など、事業者のニーズに合

わせたものを策定支援する。 

前回の計画では、事業承継計画の支援が記載されていなかったため、今回の計画で新

たに追加して実施する。 

    

ア：商品開発・販売計画ア：商品開発・販売計画ア：商品開発・販売計画ア：商品開発・販売計画        

商品計画・販売計画は地域外に対して自社の強みを活かした商品づくりを行い宮崎ブ

ランドとして発信していくための計画であり、事業計画策定～商品開発～販売計画の各
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段階においてノウハウを提供する。  

    

イ：事業計画イ：事業計画イ：事業計画イ：事業計画        

  小規模事業者の単年度計画、中長期計画など、事業計画の策定支援を実施する。「４．

事業計画策定後の実施支援」で計画の進捗管理が実施できるよう、また、策定されたビ

ジネスプランはフォローアップの中で更に具現化できるよう実施する。  

    

④事業承継計画策定支援の実施（新規）④事業承継計画策定支援の実施（新規）④事業承継計画策定支援の実施（新規）④事業承継計画策定支援の実施（新規）    

当市においては、多くの小規模事業者の高齢化が進み、廃業に追い込まれている事業

者が増加傾向にあり、事業承継という大きな経営支援課題に直面している。  

このような中で、事業承継の問題に直面している事業者に対し、事業承継計画の策定

を支援する。 

事業承継支援では、事業承継アンケートからピックアップを行い、ピックアップされ

た小規模事業者に対して「5 年から 10 年先を見据えた経営を考えませんか？」というア

プローチ方法で支援する事業所の選定を行い、宮崎県事業引継ぎ支援センターや宮崎県

事業承継専門相談員と連携を図りながら事業継続計画づくりの支援を行う。 

また、相当数の廃業者も予想されることから、廃業に関する事業計画（廃業計画）に

ついても策定支援を実施し、計画的に資産の売却、事業の一部譲渡、手続き等を行うこ

とで、廃業におけるソフトランディングに向けた支援も実施する。 

  

（２）創業者向け支援（２）創業者向け支援（２）創業者向け支援（２）創業者向け支援の実施の実施の実施の実施（継続）（継続）（継続）（継続）    

①①①①創業スクールの開催（継続）創業スクールの開催（継続）創業スクールの開催（継続）創業スクールの開催（継続）    

  特定創業支援事業の認定を受けている宮崎市や関係機関と連携し、創業セミナーを実

施する。スクールでは、創業者がしっかりとした経営感覚を持つことが重要であること

から、創業を考えているけど、必要な手続きや計画の作成方法が分からない方が多いた

め、地域に根ざした創業をするために基礎知識をすべて網羅するとともに、経営に関す

る知識ノウハウ、アイデア発想術、経営戦略構築や資金繰りなど、基礎から学べる内容

とする。また、日本政策金融公庫や宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎県信用保証協会の協

力をいただき融資に関する情報提供や創業計画の発表会に審査員として参加していただ

き事業資金の調達支援も実施する。 

 改善点としては、過去の参加者の傾向として、殆どの受講者が宮崎市内で開業を計画

しているケースが多いため、創業スクール実施後において参加者同士がネットワークを

構築できるようグループワークやディスカッションができるカリキュラムにする。 

    

②②②②事業の周知（ＰＲ）事業の周知（ＰＲ）事業の周知（ＰＲ）事業の周知（ＰＲ）の実施の実施の実施の実施（新規）（新規）（新規）（新規）        

  創業希望者がいつでも相談に乗れるよう、「創業相談窓口」の更なる強化を図る。相談

者へは、創業計画の策定支援もしくは創業スクールを案内する。  

  創業スクールの周知（ＰＲ）方法として、当所ホームページや会報誌の他、特定創業

支援事業の認定を受けている宮崎市の市報での参加呼びかけや地元新聞紙への掲載、創

業スクールを開催する際に、連携している日本政策金融公庫、宮崎銀行、宮崎太陽銀行

などの金融機関や宮崎県信用保証協会などの関係機関に広報を依頼し創業予定者に呼び



２０ 

 

かける。  

近年、当市では県外からのＵＩＪターンなど移住促進に力を入れているため、宮崎市

や宮崎県との連携により、宮崎市内在住者のみならず県外移住者もターゲットに広く参

加を呼びかける。また、民間の組織で創業者やベンチャー企業育成に力を入れているＭ

ＵＫＡＳＡ―ＨＵＢ（ムカサハブ）とも連携し創業者育成と輩出に力を入れて行く。 

 

③創業計画策定支援③創業計画策定支援③創業計画策定支援③創業計画策定支援の実施（継続）の実施（継続）の実施（継続）の実施（継続）    

創業計画策定支援は、創業後において持続的な経営の確率をあげることを目的とする。

創業時のビジネスプランの構築支援だけでなく、売上や利益を獲得できる仕組み（マー

ケティング計画）の構築を重点的に支援する。 

前回の計画では、創業後における持続的な経営確率の向上支援が不足していたため、 

次回の計画では、創業者のビジネスプラン作りにより細かい支援を行うことで、短期間

でできる目標を多く設定させ、実施させることで創業後の計画の実現可能性を高めるこ

ととする。  

 

（目標） 

  計画期間（各年度）で、経営状況の分析件数目標に掲げた事業所のうち 2 分の 1 に相

当する事業所の事業計画策定支援を目標とする。 

 事業計画策定支援件数は、商品開発・販売計画などの各種計画を合計した件数を目標

とする。 

（１）既存事業者向け支援の目標（１）既存事業者向け支援の目標（１）既存事業者向け支援の目標（１）既存事業者向け支援の目標    

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 

セミナーの開催 

回 数 3 3 3 3 3 3 

参加者数 35 50 60 70 80 90 

事業計画策定支援者数 45 80 100 120 140 160 

事業承継計画策定支援者数 2 10 14 18 22 26 

    

    創業セミナーは 10日間コースを 1 回とカウントする。 

 創業計画策定支援件数は、創業セミナー参加者や相談対応からの算出数である。 

（２）創業者向け支援の目（２）創業者向け支援の目（２）創業者向け支援の目（２）創業者向け支援の目標標標標 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

創業セミナーの

開催 
回 数 1 1 1 1 1 1 

参加者数 46 48 50 54 58 60 

創業計画策定支援者数 69 70 72 74 76 78 
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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】４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

 第 1 期における取り組みでは事業計画策定支援を行った小規模事業者に対して個別相

談会の開催や経営指導員による巡回指導及び関係支援機、金融機関及び各分野の専門家

と連携しながら事業計画の遂行状況確認のためのフォローアップ不足や創業10年以内の

小規模事業者を対象に自社が作成した事業計画を外部の有識者に評価・審査する「ビジ

ネスプランコンテスト」を開催したが、「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり商

業・サービス革新補助金」、あるいは日本政策金融公庫や県融資制度の活用など、事業者

からの支援要請に基づく受身的な対応や相談のみの対応など、小規模事業者の計画の実

現性や事業継続性の高い事業計画づくりに向けた進捗上の確認不足によるフォローアッ

プ支援が不足していた。現計画においては、経営指導員の果たすべき役割を再認識させ

フォローアップ体制の強化を行いながら、本年度末までに目標である支援先企業の付加

価値の向上と売上 10％達成状況の確認行い、次回の計画に繋げていきたい。 

 

＜＜＜＜今回の申請における取り組みの方向性＞今回の申請における取り組みの方向性＞今回の申請における取り組みの方向性＞今回の申請における取り組みの方向性＞    

次回の計画においては、第 1 期計画のように支援要請による受身的な計画策定に留ま

るケースや、相談のあった場合にのみに対応するケースなど、進捗状況の確認やフォロ

ーアップが不十分であったため、目標、指導内容、頻度などの実施支援体制の明確化に

よる定期的なフォローアップや、新たに生じた経営課題や経営環境の変化に対して、対

応策のアドバイスや事業計画の修正提案を実施する。  

実施体制については、経営指導員が小規模事業者の事業計画における経営課題を把握、

理解し、目的達成のために事業計画を策定した事業者に対しては、四半期に 1 回の巡回

指導によるフォローアップや支援状況を経営指導員が情報共有するなど多面的な支援を

実施する。その際には、国・県等の支援施策の情報提供や日本政策金融公庫等の融資制

度等の活用促進、推薦による資金支援のほか、必要に応じて中小企業診断士等の専門家

や地域金融機関などとも連携して継続した支援を実施する。 

    

（事業内容）（事業内容）（事業内容）（事業内容）    

（１（１（１（１）経営指導員による巡回指導によるフォローアップの実施（継続））経営指導員による巡回指導によるフォローアップの実施（継続））経営指導員による巡回指導によるフォローアップの実施（継続））経営指導員による巡回指導によるフォローアップの実施（継続）    

前回の計画では、経営指導員の受身的な計画策定や相談のあった場合のみに対応する

ケースがあったため、今回の計画においては、フォローアップのために、四半期に１回

の巡回指導を徹底し、売上はじめ事業計画の進捗状況等の確認を行うとともに、適宜、

各分野の専門家と連携し必要な指導及び助言を行う。 

 

（２（２（２（２）組織的なフォローアップの実施（新規））組織的なフォローアップの実施（新規））組織的なフォローアップの実施（新規））組織的なフォローアップの実施（新規）    

 第１期で蓄積してきた経営指導員の支援事例やスキルやマッチング支援事例を活か

し、組織的にフォローアップできるよう多面的な支援体制を構築する。 

 

（３（３（３（３）経営課題解決のための提案（新規））経営課題解決のための提案（新規））経営課題解決のための提案（新規））経営課題解決のための提案（新規）    

①経営指導員による経営課題解決の提案①経営指導員による経営課題解決の提案①経営指導員による経営課題解決の提案①経営指導員による経営課題解決の提案    

顕在化した経営課題に対しては、原則として経営指導員が具体的な課題解決策をアド
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バイスする。課題解決にあたっては、「３. 事業計画策定支援に関すること」に記載して

いる事業計画策定を提案し、課題が解決されるまで伴走型で支援を実施する。  

また、専門的な知識が必要となる課題に対しては、中小企業診断士やミラサポ、宮崎

県よろず支援拠点による専門家派遣を活用し、分析や課題解決のための提案等を行う。 

その際、経営指導員はこれらの専門家に帯同し、ノウハウの習得を図るとともに、相

談後のフォローアップを行う。  

  

②専門相談事業②専門相談事業②専門相談事業②専門相談事業        

  専門相談事業は、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、税

理士、日本政策金融公庫等などの各種専門家による相談事業である。課題解決にあたっ

ては、外部からの客観的、専門的な視点も重要であるため、事業者が持つ専門性の高い

経営課題に対しては、専門相談を活用し対応を行う。 

その際、経営指導員はこれらの専門家に帯同し、ノウハウの習得を図るとともに、相

談後のフォローアップを行う。  

 

（４）事（４）事（４）事（４）事業承継計画策定支援の実施（新規）業承継計画策定支援の実施（新規）業承継計画策定支援の実施（新規）業承継計画策定支援の実施（新規）    

事業承継計画の実施段階では、後継者のマッチング、事業売却先の探索などが必要と

なる。そこで、経営指導員が宮崎県事業引継ぎ支援センターや宮崎県事業承継専門相談

員と連携し、Ｍ＆Ａ（第三者承継）、従業員承継、親族内承継支援で後継者マッチングを

実施する。マッチングを実施するにあたっては進捗状況の確認などフォローアップを年 4

回実施する。 

 

（５）創業者向けフォローアップ支援の実施（継続）（５）創業者向けフォローアップ支援の実施（継続）（５）創業者向けフォローアップ支援の実施（継続）（５）創業者向けフォローアップ支援の実施（継続）    

創業者は、知識や経営ノウハウに乏しい場合が多く、事業計画策定後も適宜ヒアリン

グにより創業者個々の課題を明確化し継続的な支援を行うなどフォローアップをしてい

く必要がある。前回の計画におけるフォローアップでは行動計画が実行されているかの

確認がメインであったが、次回の計画では、年に 4 回以上、事業者の計画の進捗状況の

確認とともに次の実施計画準備のための支援を行う。 

事業者の行動計画の実施が難しい場合や高度な課題については、各専門家と連携して

支援を実施する。 

 

（６（６（６（６）各支援機関・民間系・）各支援機関・民間系・）各支援機関・民間系・）各支援機関・民間系・行政との連携支援の実施（新規行政との連携支援の実施（新規行政との連携支援の実施（新規行政との連携支援の実施（新規））））    

日本政策金融公庫や地元金融機関、神奈川県よろず支援拠点、民間のＭＵＫＡＳＡ－

ＨＵＢ、宮崎市等と連携を図り、経営指導員が中心となって事業計画の実施に必要な資

金の調達や事業計画の実施及び見直し等に対し専門家の派遣を行うなど、小規模事業者

に合わせたフォローアップを継続的に行い、事業計画策定で終わることなく、事業計画

策定後の実施支援において小規模事業者の事業の発展に繋がるより効果的な支援を実施

する。 

 

（目標） 

 事業計画を策定した事業者に対して年に 4 回のフォローアップを目標とする。 
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（１）既存事業者向け支援の目標（１）既存事業者向け支援の目標（１）既存事業者向け支援の目標（１）既存事業者向け支援の目標    

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定支援者数 45 80 100 120 140 160 

フォローアップ（回数） 
※事業計画策定支援件数×4 回 

90 320 400 480 560 640 

事業承継計画策定支援者数 2 10 14 18 22 26 

フォローアップ（回数） 
※事業承継計画策定支援件数×4 回 

－ 40 56 72 88 104 

    

（２）創業者向け支援の目標（２）創業者向け支援の目標（２）創業者向け支援の目標（２）創業者向け支援の目標 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

創業計画策定支援者数 69 70 72 74 76 78 

フォローアップ（回数） 

※創業計画策定件数×4 回 
172 280 288 296 304 312 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③５．需要動向調査に関すること【指針③５．需要動向調査に関すること【指針③５．需要動向調査に関すること【指針③】】】】    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

 第１期における取り組みでは、小規模事業者の持続的発展に向け、巡回指導や事業

計画策定支援及び事業計画策定後の実施支援からピックアップされた小規模事業者の商

品やサービスの販路拡大のための需要動向調査として、消費者お買い物調査の実施や関

係機関から発表される業種別経済動向調査情報、専門家が保有している情報、また宮崎

商工会議所が導入している商圏分析システム「ＭＤＳ」の活用や第１回の計画において

お買い物アンケートを実施したが、小規模事業者の新たな販路開拓に役立つ調査として

充分であるとはいえなかった。 また、実際の支援先ピックアップ事業所数が目標に達す

ることができなかった上に、事業者の出展商品の需要動向調査不足など販路開拓に寄与

できる内容ではなかったために十分な成果を上げることができなった。 

 

＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞    

需要動向調査は、小規模事業者の業界での立ち位置を把握し、事業計画を策定し、持

続的に発展・成長していくためには非常に重要なものである。 

しかしながら、小規模事業者においては地域経済環境が目まぐるしく変化する中にな

って、独自に需要動向調査を行うには限界があり、調査費用の問題や調査方法、分析方

法がわからないなどの理由により実施できている事業者は非常に少ないのが現状であ

る。  

当市のみならず全国的にも小規模事業者を取り巻く経済環境は激変しているが、当市

においては、宮崎の豊富で付加価値の高い「宮崎牛」や「カツオ」などの農畜水産物や

宮崎の郷土料理の「冷汁」や「ささみの燻製」などの宮崎の地域ブランドを使った加工

品を活かした商品開発や技術支援を行うことによって事業者にとってビジネスチャンス

となるものも多いため、事業者がこれらのビジネスチャンスを認識できるよう需要動向
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調査を実施することは必要である。 

今回の需要動向調査では、小売業（製造小売業含む）や飲食・サービス業者（個社）

の商品・サービスを域外へ販路を広げるために既存商品・サービスの需要動向調査や新

商品・新サービスお試し会、バイヤーによるアドバイス支援実施し、買い手のニーズ等

を把握するとともに、支援先事業者に対して宮崎の地域ブランドのマーケットインの重

要性を認識してもらうことで、新たな需要の開拓に寄与する支援に結び付けて行く。 

宮崎牛宮崎牛宮崎牛宮崎牛 カツオカツオカツオカツオ 冷汁冷汁冷汁冷汁 ささみの燻製ささみの燻製ささみの燻製ささみの燻製
 

 

（事業内容） 

（１）個社に対する需要動向調査支援の実施（１）個社に対する需要動向調査支援の実施（１）個社に対する需要動向調査支援の実施（１）個社に対する需要動向調査支援の実施    （新規）（新規）（新規）（新規）    

 当市においては、宮崎の豊富で付加価値の高い「宮崎牛」や「カツオ」などの農畜水

産物や宮崎の郷土料理の「冷汁」や「ささみの燻製」などの宮崎の地域ブランドを使っ

た加工品を活かした商品開発や商品販売を行うなど、宮崎らしいフードビジネスの確立

に向けた取り組みがなされているが、一部の小規模事業者においては、すでにこのよう

な強みを活かせているが、大多数の小規模事業者は、ビジネスチャンスを活かしきれず

販売力に弱みが見られる。 

原因については、消費者のニーズに合致しているのか、また、事業者が販売する商品

内容、提供するサービスの質や価格等が顧客の期待に応えているのかの検証が不十分で

あることが考えられる。 

本計画では、付加価値の高い農畜水産物や加工品を活かした商品の開発や販売を行う

小売業（製造小売業含む）や飲食・サービス事業者を対象に、ビジネスチャンスの可能

性とマーケットインの重要性が認識できるよう需要動向調査を実施する。 

 

①既存商品・サービスの需要動向調査実施支援①既存商品・サービスの需要動向調査実施支援①既存商品・サービスの需要動向調査実施支援①既存商品・サービスの需要動向調査実施支援    

ア 調査対象：事業計画策定支援や新たな需要の開拓を目指す小売業（製造小売業含

む）・飲食サービス業を支援対象とする。  

イ 調査目的：既存商品・サービスの現状と課題や市場動向を把握することで、商品・

サービス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

策定と新たな需要の開拓に役立てる。 

ウ 調査方法：支援先事業所の顧客名簿を活用し①アンケートを送付する方法、②店

舗にアンケートを設置する方法、③中心市街地で行われる街市の来場

者に対してヒアリング調査する方法、④関連する展示会等の来場者に

対してヒアリング調査する方法をとる。調査票については、経営指導
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員、専門家の協議により作成する。調査項目は以下の通り 

Ⅰ 購入（来店）の理由について 

Ⅱ 競合商品・サービスとの商品・サービス力の比較について 

Ⅲ 商品・サービスの新規性、性能について 

Ⅳ 季節ごとの購入頻度の変化について 

※Ⅰ～Ⅳは国、県、市、民間調査機関の各種統計調査等も活用した調

査を実施する。  

エ 支援方法：経営指導員が、小規模事業者に調査票を配布・回収・分析を行い、調

査結果については支援先事業所にフィードバックする。  

オ 活用方法：事業計画書策定する際に支援先事業所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・新サービスの試食会・お試し会の実施支援②新商品・新サービスの試食会・お試し会の実施支援②新商品・新サービスの試食会・お試し会の実施支援②新商品・新サービスの試食会・お試し会の実施支援    

  ア 調査対象：事業計画書策定や商談会出展に向け新たな需要の開拓を目指す小売業

（製造小売業を含む）・飲食サービス業を支援対象とする。 

  イ 調査目的：小売業（製造小売業を含む）や飲食・サービス業者が新商品・新サー

ビス（メニュー）の提供など実施する際に、顧客ニーズに合うかどう

かを事前にお試し会でテストすることによって、提供する商品やサー

ビスの改善、商談会出展などに向けた準備並びに顧客のニーズの把握

を行う。    

ウ 調査方法：事業計画書策定を実施する小売業（製造小売業を含む）や飲食・サー

ビス業者について、「試食会」や「お試し会」を経営指導員や特定の消

費者に対して実施する。調査項目は以下の通り 

Ⅰ 味について 

Ⅱ 分量について 

Ⅲ デザインについて 

Ⅳ 価格設定について 

Ⅴ 提供方法について 

Ⅵ 店舗の雰囲気について 

※Ⅰ～Ⅴのアンケート調査は専門家からアドバイスをいただきながら 

実施する。  

  エ 支援方法：経営指導員と専門家が連携して、試食会・お試し会の取り組みを支援、

アンケート調査の作成行い、調査結果を支援先事業所にフィードバッ

クする。  

  オ 活用方法：試食会・お試し会のアンケート調査の結果を支援先事業所へフィード

バックし、新商品、新サービスのブラッシュアップを図りながら、商

談会出展支援に繋げ、経営の持続的発展が図られる事業計画策定と新

たな需要の開拓に役立てる。  

 

③バイヤーによるアドバイス支援の実施③バイヤーによるアドバイス支援の実施③バイヤーによるアドバイス支援の実施③バイヤーによるアドバイス支援の実施    

ア 調査対象：事業計画書策定や商談会出展に向け新たな需要の開拓を目指す小売業



２６ 

 

（製造小売業を含む）・飲食サービス業を支援対象とする。  

イ 調査目的：事業者が提供したい商品・サービスの顧客ニーズや市場動向について、

大手百貨店やスーパーのバイヤーを招聘して、支援する事業者の店舗

にて直接アドバイスを受けることで、事業者の現状と課題を把握する

とともに、取扱商品等の需要動向について評価してもらうことを目的

に実施する。  

ウ 調査方法：バイヤーから「味」「分量」「デザイン」「価格設定」「提供方法」「店    

舗の雰囲気」「売り場スペース」「認知度」「取引先との交渉」等の評価

項目を設定し、支援先事業所に対する消費者の要望や販売促進策に資

する調査を行う。  

エ 支援方法：バイヤーは、小売店舗の運営面について総合的に支援できる方で、顧

客ニーズや業界動向の情報提供。個店が提供する商品の販売価格の設

定、メーカーとの仕入れや価格交渉等、様々な経営課題に対する支援

を行う。 

オ 活用方法：バイヤーのアンケートによる評価やアドバイスの結果を受け、その情

報を事業計画策定と新たな需要の開拓に役立てる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

【個社に対する需要動向調査】 

（既存商品・サービスの市場動向

調査実施支援者数） 
19 120 130 140 150 160 

1 支援事業者の標本(品目)数 － 3 3 3 3 3 
【個社に対する需要動向調査】 

（新商品・新サービスの試食会・

お試し会の実施支援事業者数） 

－ 4 6 8 10 12 

1 支援事業者の標本(品目)数 － 3 3 3 3 3 
【個社に対する需要動向調査】 

(バイヤーによるアドバイス支援

事業者数) 
－ 16 22 28 34 40 

1 支援事業者の標本(品目)数 － 5 5 5 5 5 

 

 

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】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】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】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】    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

第１期の取り組みと成果については、中小・小規模事業者の販路拡大を支援するため、

宮崎の伝統行行事である宮崎神宮大祭時に、「宮崎の食」を中心にした物産展、また、宮

崎県商工会議所連合会が主催する「うまいものアピール商談会」、宮崎商工会議所青年部

が開催する「みやざき産業祭」への参加支援を行ってきた。具体的には、事業計画に基

づく販路開拓支援を行うともに、ビジネスプランコンテストでの商品・サービスのブラ

ッシュアップによる販路開拓支援、「みやざきスタートアップセンター」によるベンチャ

ー企業等への販路開拓支援や商談会参加支援に力点を置き、商談成約において目標数値
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を上回り、一定の成果を上げることができたが、小規模事業者においては、販路開拓を

行う際に「顧客へのアプローチ方法」、「ターゲット市場の選定」、「商品・サービスのＰ

Ｒ」に多くの課題が見受けられ、商談が成立した事業所、成立しなかった事業所の差が

見受けられた。 

    

＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞    

小規模事業者が持続的な経営を行い発展していくためには、地域の需要・販路開拓が

最大の課題である。実際には、小規模事業者の多くは需要・販路開拓のために、何をど

うすればよいのかがわからないのが実情である。  

当所では、今まで商談会や産業祭の参加支援やザ・ビジネスモールを活用した販路開

拓支援、さらにビジネスプランコンテストを実施することで地域外への販路拡大支援を

実施してきた。前回の計画で、関係機関である株式会社日本政策金融公庫はじめとした

地域の金融機関、さらに民間で組織される宮崎スタートアップバレーと連携した県内外

の各種商談会や展示会へ参加支援や県内外の商工会議所等関係機関から商談会、展示会

等の情報の収集・提供を行ってきたが、情報提供のみで終わっていたため、次回の計画

では、これら上記機関以外からも情報の収集と提供を強化していく。 

また、小規模事業者においては販路開拓を行う際に「顧客へのアプローチ方法」、「タ

ーゲット市場の選定」、「商品・サービスのＰＲ」「バイヤーへのアプローチ方法」に課題

があるために、プレセミナーを実施するとともに、商談会前に商品トレンド情報やバイ

ヤーの情報を提供する。商談会参加後に出展者アンケートや聞き取りによる売上高効果

などを具体的に検証し、新たな需要開拓に関するＰＤＣＡサイクルを回しながら本事業

を実施し、マッチング成果の向上を図る。 

 

（事業内容） 

（１）商談会プレセミナーの実施（継続）（１）商談会プレセミナーの実施（継続）（１）商談会プレセミナーの実施（継続）（１）商談会プレセミナーの実施（継続）    

小規模事業者においては販路開拓を行う際に「顧客へのアプローチ方法」、「ターゲッ

ト市場の選定」、「商品・サービスのＰＲ」「バイヤーとの商談方法」に多くの課題が見受

けられるため、前回の計画では商談会プレセミナーを実施したものの、商談が成立した

事業所、成立しなった事業所の差が見受けられた。次回の計画では、商談会プレセミ―

の内容を精査し開催するとともに、プレセミナー開催後は、実際の商談会に向けて経営

指導員による顧客へのアプローチや商品・サービスのＰＲについて個別フォローを行う

ことで、マッチングの向上を図る。 

 

（２）商談会・展示会開催情報の提供（２）商談会・展示会開催情報の提供（２）商談会・展示会開催情報の提供（２）商談会・展示会開催情報の提供の実施の実施の実施の実施（継続）（継続）（継続）（継続）    

株式会社日本政策金融公庫宮崎支店、地域の金融機関、関係支援機関や他の商工会議

所から、地域で開催されている商談会や展示会情報を入手し、販路開拓先を探している

事業者の情報提供を行う。 

前回の計画では、情報提供のみで終わっていたため、次回の計画では上記機関以外の

機関からの商談会、展示会等の情報収集と提供を行うとともに、過去に商談会・展示会

に参加した事業所に対しても新たな商談会や展示会情報を提供する。 

実際に参加する事業者には、事前に品揃え、展示方法、バイヤーに関する情報提供を
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行い、出展後にはフォローアップとしてアンケート調査を実施し、販路開拓や新規顧客

の増加に繋がったか調査・検証を行い、課題があれば次の商談会・展示会に向けて経営

指導員がフォローアップを行うことでマッチング成果の向上を図る。    

 

（３）商談支援サイト「ザ・ビジネスモール」（３）商談支援サイト「ザ・ビジネスモール」（３）商談支援サイト「ザ・ビジネスモール」（３）商談支援サイト「ザ・ビジネスモール」・「・「・「・「プレスリリースゲートウエイプレスリリースゲートウエイプレスリリースゲートウエイプレスリリースゲートウエイ」」」」等の活等の活等の活等の活

用による販路開拓支援用による販路開拓支援用による販路開拓支援用による販路開拓支援の実施の実施の実施の実施（継続）（継続）（継続）（継続）    

小規模事業者に対して販路拡大を支援するために、全国の商工会議所・商工会が共同

で運営する国内最大級の商談支援サイトである「ザ・ビジネスモール」や新聞社、放送

局、雑誌社などのマスコミと県内９商工会議所の会員企業とをマッチングするサービス

として立ち上げた「プレスリリースゲートウエイ」、さらに地元の宮崎日日新聞社の厳選

お取り寄せ、贈答サイトの「宮日４７クラブ」を活用し、小規模事業者のキラリと光る

商品・サービスの情報発信による販路開拓を支援しマッチング成果の向上を図る。 

前回の計画では、商談支援サイトを積極的にＰＲしたものの、当サイトへのＩＴ操作

による情報登録が必要であるため、ＩＴが苦手な小規模事業者に対して登録や検索操作

についてきめ細かな説明と支援を行いマッチング成果の向上を図る。    

 

（４）宮崎神宮大祭時における物産展の開（４）宮崎神宮大祭時における物産展の開（４）宮崎神宮大祭時における物産展の開（４）宮崎神宮大祭時における物産展の開催と出展支援催と出展支援催と出展支援催と出展支援の実施（継続）の実施（継続）の実施（継続）の実施（継続）    

毎年、秋に宮崎市中心市街地で開催する宮崎神宮大祭（神武さま広場）で、宮崎商工

会議所の食料品・卸小売業部会の事業ＰＲを目的とした物産イベントを開催しているが、

このイベントには毎回、地域外から多くの来場者でにぎわっており、出展者にとっては

自社商品を売り込むために又とないチャンスとなっているため、このイベントに参加を

促しマッチング成果の向上を図る。 

実際に参加する事業者には、（１）商談会プレセミナーで来場者への「アプローチ方法」

「商品のＰＲ方法」について学んでいただく。また出展前に品揃えや展示方法について

アドアイスを行い、実施後については、来場者の反応や商品の販売状況について聞き取

り調査を実施し、課題の抽出と対策についてアドバイスを行うことで、今後の小規模事

業者の販売開拓に繋げて行く。 

前回の計画では、本支援は地域経済の活性化に資する取組（地域活性化事業）に掲げ

ていただが、次回の計画では、本事業の計画とする。 

 

（５）みやざき産業祭への出展支援（５）みやざき産業祭への出展支援（５）みやざき産業祭への出展支援（５）みやざき産業祭への出展支援の実施（継続）の実施（継続）の実施（継続）の実施（継続）    

宮崎商工会議所青年部が地域の中小・小規模事業者の企業ＰＲと産業振興を目的に実

施する「みやざき産業祭」に、宮崎商工会議所も連携を図りながら参加を促す。この産

業祭も毎回、地域外から 25,000 人以上の来場があり、出展者にとって自社商品を売り込

むたのビジネスチャンスとなっているため、このイベントに参加を促しマッチング成果

の向上を図る。 

実際に参加する事業者には、（１）商談会プレセミナーで来場者への「アプローチ方法」

「商品のＰＲ方法」について学んでいただく。また出展前に品揃えや展示方法について

アドアイスを行い、実施後については、来場者の反応や商品の販売状況について聞き取

り調査を実施し、課題の抽出と対策についてアドバイスを行うことで、今後の小規模事

業者の販売開拓に繋げて行く。 
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前回の計画では、本支援は地域経済の活性化に資する取組（地域活性化事業）に掲げ

ていただが、次回の計画では、本事業の計画とする。 

 

（６）宮崎うまいものアピール商談会参加支援（６）宮崎うまいものアピール商談会参加支援（６）宮崎うまいものアピール商談会参加支援（６）宮崎うまいものアピール商談会参加支援の実施の実施の実施の実施（継続）（継続）（継続）（継続）    

宮崎県商工会議所連合会では、毎回異なる大都市圏のホテル・レストラン・居酒屋チ

ェーン等の外食産業の仕入れ担当者（バイヤー）を宮崎に招き、「うまいものアピール商

談会」を開催しており、小規模事業者が地域外へ自社商品を売り込む絶好の機会となっ

ている。しかしながら課題として、目の肥えたバイヤーが多くマッチング率１０％とな

っている。次回の計画では、本計画の（１）商談会プレセミナーでバイヤーへの「アプ

ローチ方法」「商品のＰＲ方法」について学んでいただく。また出展前に品揃えや展示方

法、バイヤーの情報提供を行う。 

さらに実施後については、バイヤーの反応や成約状況について聞き取り調査を実施し、

課題の抽出と対策についてアドバイスを行うことで、今後の小規模事業者の販売開拓に

繋げて行く。 

次回の計画においては、目の肥えたバイヤーのニーズにしっかり応えて行けるよう商

談スキルを身につけさせ、商談会の本番に向けて経営指導員がフォローアップを行いマ

ッチング成果の向上を図る。 

 

（７）個別ミニ商談会への出展支援（７）個別ミニ商談会への出展支援（７）個別ミニ商談会への出展支援（７）個別ミニ商談会への出展支援の実施の実施の実施の実施（（（（新規新規新規新規））））    

小規模事業者の商品やサービスの販路拡大、地域外での販路拡大を目指し、県外から

専門家（バイヤー）を招聘し、個別ミニ商談会を実施する。 

この商談会は小規模事業者の自慢の商品を個別に売り込む形式の商談スタイルで実施

しているが、バイヤーから商品の見せ方やデザイン、アピールポイントについてアドバ

イスいただき大変参考になったとの意見が多かったため今回の計画においても引き続き

実施するが、本来の目的はいかに取引（商談）を成立させるかであるため、商談会プレ

セミナーへの誘導、商談会の本番に向けて経営指導員がフォローアップを行いマッチン

グ成果の向上を図る。 

 

（８（８（８（８）ＩＴの活用支援）ＩＴの活用支援）ＩＴの活用支援）ＩＴの活用支援の実施（新規の実施（新規の実施（新規の実施（新規））））    

人、物、金など経営資源が限られる小規模事業者にとって、業務の効率化や販路開拓

等、事業の様々な場面において、ＩＴの活用を図ることは極めて有効である。  

現在、宮崎県商工会議所連合会が主体となって、ＩＴを活用した売れるネットショッ

プセミナーなど販路開拓支援セミナーを開催しているが、ホームページやＳＮＳ（フェ

イスブック）ページを作成して、自社のＰＲや集客に繋げようとする事業者が増加傾向

にある。しかし、事業者によってはデジタルデバイド（情報格差）により目的を達成す

るまでには至っていない事業者も多く見受けられる。 

国においては、ＩＴによる中小・小規模事業者の生産性向上に力を入れて行く動きも

あるため、次回の計画では、ＩＴ活用セミナーなどを開催し、小規模事業者のＩＴ活用

に役立つ情報や知識を提供する。また、経営指導員が中心となり、セミナー受講者や日々

の相談、巡回訪問時にホームページの利用状況や受注状況などを調査、確認し、事業者

の販売計画との整合性の分析を通じてＩＴ活用を支援する。問題解決が困難な場合やよ
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り高度な課題等に対しては、必要に応じてＩＴに精通した専門家を派遣し、課題解決に

努める。 

 

（（（（９９９９）ビジネス交流会）ビジネス交流会）ビジネス交流会）ビジネス交流会の実施の実施の実施の実施（新規）（新規）（新規）（新規）    

宮崎商工会議所ビジネス交流会を新たに年 1 回開催する。内容としては自社ＰＲから

名刺交換まで、双方向での人的交流と情報交換を図るのが目的である。参加企業に対し

ては、事前に経営指導員が自社のプレゼン等についてアドバイスを行い、より自社の「強

み」や「売り」をアピールできるよう工夫しマッチングの機会を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

商談会プレセミナ

ー 

回 数 2 5 5 6 6 7 

参加者数 10 100 108 116 124 132 
「ザ・ビジネスモ

ール」・「プレスリ

リースゲートウエ

イ」 

出店者数 

（累計） 
65 80 100 120 140 160 

商談成約数 － 60 70 80 90 100 

宮崎神宮大祭物産

展 

出店者数 22 22 22 22 22 22 
売上高 

（万円） 
－ 200 210 220 230 240 

みやざき産業祭 
出店者数 58 60 62 64 66 68 

商談成約数 － 40 41 42 43 44 

宮崎うまいものア

ピール商談会 

出店者数 4 6 10 14 18 22 

商談成約数 2 5 8 12 16 20 

個別ミニ商談会 
出店者数 10 12 14 16 18 20 

商談成約数 4 10 12 14 16 18 

ＩＴ活用セミナー 

開催回数 2 2 2 3 3 3 

参加者数 15 20 25 30 35 40 

商談成約数 － 12 14 16 18 22 

ビジネス交流会 

開催回数 － 1 1 1 1 1 
参加者数 － 30 35 40 45 50 

商談成約数  15 20 25 30 35 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

第１期の取組と成果については、平成 25 年 3 月に策定された「宮崎市中心市街地まち

づくり推進プラン」に位置づけられた各種事業を宮崎市や宮崎市中心市街地の商店街や

若手経営者で組織されるＤｏまんなかモール委員会のメンバーと連携を図りながら、地

域経済活性化のための商店街イベントや街市を開催したことで、中心市街地への集客に

大きな役割を果たした。また当商工会議所の議員や部会と連携した宮崎神宮大祭物産展
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を開催したことで参加企業の販売促進につなげることができた。さらに、企業同士の交

流を目的に宮崎商工会議所青年部と連携によりみやざき産業祭を開催し、毎回、25,000

人を超える来場者があり、経済波及効果に大いに貢献することができた。 

 

＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞＜今回の申請における取り組みの方向性＞    

 本県においては平成 28 年 4 月に東九州自動車道「宮崎～北九州」間が開通したことに

より、宮崎空港や宮崎港など交通アクセスが向上しており、観光客の増加や企業誘致の

促進による雇用創出などに大きな期待が寄せられている。 

 平成29年から宮崎市においては次期中心市街地活性化まちづくり推進プランの策定や

次年度から 5 年計画で商業・サービス業の活性化策を盛り込む第三次宮崎市商業振興計

画を策定している。 

また現在、宮崎市では 2024 年度までに宮崎市中心市街地にクリエイティブ産業等をは

じめとした 3 千人の雇用創出を目的に“マチナカ３０００”プロジェクト（※）を積極

的に推進している。 

宮崎商工会議所においては、これらの計画は、地域内の小規模事業者が活力を取り戻

す絶好の好機として捉え、宮崎市はじめ、地元商店街、民間事業者と「まちづくり連絡

調整委員会（仮称）」を設置し、地場産業の振興に資する事業の検討並びに宮崎市中心市

街地の活性化に寄与する事業を検討して行くこととする。まちづくり調整連絡会（仮称）

を進めて行くにあたっては、関係者それぞれが共通の認識を持ちながら、同じベクトル

（目標）に向かって地域経済の活性化のための事業を検討して行く。連絡調整会議は年 2

回開催する。 

 

（※）【”マチナカ３０００”とは】 

・まちなかにクリエイティブ産業等（ＩＣＴ関連産業等）をはじめとした 3,000 人の雇

用を創出に重点的に取り組み、その経済活動により地域経済の活性化を目指す取組み。 

･戦略として４つのテーマ「I．企業誘致・創業支援」「II．人材育成・女性就労推進」「III．

オフィス環境･基盤整備」「IV まちづくりとの連携」を掲げ、それぞれのテーマの下に、

民間の投資意欲を喚起するような行政事業・施策を実施し、まちなかに雇用創出の成

功モデルの早期実現を目指す。 

・ロードマップとしては、2024 年度までに 3,000 人の雇用増加を目指すため、それぞれ

のステップの段階に応じた行政事業･施策を集中的に実施していく。 

・なお、「創業支援」の目標値 1,000 人（10 年間）は、みやざき創業サポート室の事業を

はじめとして、地域金融機関や商工団体等の取組みを含めて、市全体における目標で

ある。 

 

（事業内容） 

（１）中心市街地賑わい創出事業の実施（継続）（１）中心市街地賑わい創出事業の実施（継続）（１）中心市街地賑わい創出事業の実施（継続）（１）中心市街地賑わい創出事業の実施（継続）    

宮崎市、中心市街地の 6 つの商店街で構成される「街市実行委員会（事務局：宮崎商

工会議所）」で毎月一回第 4 土曜日に開催する「街市」や年 2 回開催される「大街市」を

開催し、県内で生産される地場産品のＰＲや販売の場を提供する。 

また、宮崎市中心市街地の若手経営者で組織されるＤｏまんなかモール委員会と連携
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し 30 分無料駐車券事業に対する支援や各種イベントの支援を行い、引き続き、中心市街

地の賑わいの創出を図る。 

 

（２）（２）（２）（２）宮崎市宮崎市宮崎市宮崎市マチナカ３０００プロジェクトの推進支援マチナカ３０００プロジェクトの推進支援マチナカ３０００プロジェクトの推進支援マチナカ３０００プロジェクトの推進支援の実施（新規）の実施（新規）の実施（新規）の実施（新規）    

宮崎市のマチナカ３０００プロジェクトの一事業である“みやざき創業サポート事業

を宮崎市から受託し、多様な事業所の集中する宮崎市中心市街地の高千穂通りに、創業

を支援するインキュベーションルーム「みやざき創業サポート室」を設置し、創業希望

者等に事務所として無償で提供するとともに、創業に関する専門的な知識を持ったイン

キュベーションマネージャー等による総合的な支援を実施し、街中での創業と雇用の創

出を目指す取り組みを行っている。 

当所においては、2024 年度までに 3,000 人の雇用増加を目指す宮崎市の取り組みに対

して、みやざき創業サポート事業を実施し地域経済の活性化に取り組んで行く。 

 

（３）（３）（３）（３）地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化イベントの実施（継続）イベントの実施（継続）イベントの実施（継続）イベントの実施（継続）    

 宮崎市では毎年、2 月にはプロ野球球団やサッカーＪリーグチームのキャンプ、夏には

花火大会、秋には宮崎の神話と歴史のイベントが実施され、期間中市内外から大勢の観

光客が訪れている。 

このように毎年、大きなイベントが開催されているが、宮崎商工会議所が実施主体と

なり、8 月に夏の風物詩「みやざき納涼花火大会」、10 月には神話を観光素材とし、官民

一体となった観光振興として「宮崎神宮大祭」に取り組んでおり、市民をはじめ近隣市

町や観光客の来訪者にも大いに好評を博している。このようなイベントは、地域を変え

るパワーがあり、まちおこしの契機になる要素もあるため、これからも多くの市民、観

光客や買物客などが訪れるよう、行政や関係団体と連携を強化して、商業のみならず街

全体の賑わいづくりと地域活性化に寄与することを目的に事業を実施して行く。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取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組組組    

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること１．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．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．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    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

第１期における取組と成果については、南九州税理士会宮崎支部との勉強会を開催す

ることができなかったが、県内中小企業相談所長会議や日本政策金融公庫や地元金融機

関との情報交換会は、予定通りに実施した。他の支援機関の支援の実態や実際のノウハ

ウは、当所の経営指導員職員内部研修会で、今後の経営指導員の小規模事業者支援のあ

り方について事例として発表されるなど、一定の成果があったものと思われる。 

 

＜今回の申請における＜今回の申請における＜今回の申請における＜今回の申請における取組の方向性＞取組の方向性＞取組の方向性＞取組の方向性＞    

地域内の小規模事業者支援を行うにあたって、今以上に支援機関と有機的な連携によ

る高度経営支援が求められているため、他の支援機関と連携を深めより質の高い支援を

行っていく必要がある。 

宮崎商工会議所では、引き続き、宮崎県内 9 商工会議所と連携し、それぞれの地域が
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抱える課題を解決することを目的に、年 3 回、宮崎県内商工会議所中小企業相談所長会

議を開催し、宮崎県内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、地域における需要の掘り起こしや販路拡大策、効果的な経営支援方法に

ついて情報交換を行う。 

また税理士会、社会保険労務士会、よろず支援拠点、日本政策金融公庫、地元の主要

な支援機関や金融機関と定期的に意見交換、連絡会議を開催することで情報交換や緊密

な連携支援体制の強化を行い、支援ノウハウの向上に努めることとする。 

    

（１）県内商工会議所中小企業相談所長会議の開催（継続）（１）県内商工会議所中小企業相談所長会議の開催（継続）（１）県内商工会議所中小企業相談所長会議の開催（継続）（１）県内商工会議所中小企業相談所長会議の開催（継続）    

年 3 回開催する宮崎県内 9 商工会議所中小企業相談所長会議において、県内各商工会

議所が実施しているや事業や経営支援状況、小規模事業者の景気動向、地域における需

要の掘り起こしや販路拡大、効果的な経営支援方法について情報交換を行い、支援ノウ

ハウを習得して行く。 

 

（２）株式会社日本政策金融公庫国民生活事業との勉強会（継続）（２）株式会社日本政策金融公庫国民生活事業との勉強会（継続）（２）株式会社日本政策金融公庫国民生活事業との勉強会（継続）（２）株式会社日本政策金融公庫国民生活事業との勉強会（継続）    

日本政策金融公庫と年１回、情報交換会を開催する。内容は、小規模事業者が活用す

るマル経制度融資や経営発達支援融資制度、その他融資制度の効果的な活用方法や融資

事例などについて情報交換を行い、支援ノウハウを習得する。 

 

（３）南九州税理士会宮崎支部との勉強会の開催（継続）（３）南九州税理士会宮崎支部との勉強会の開催（継続）（３）南九州税理士会宮崎支部との勉強会の開催（継続）（３）南九州税理士会宮崎支部との勉強会の開催（継続）    

毎年 1 回、両組織の連携強化を図ることを目的に税理士と情報交換会を計画していた

が実施に至らなかった。税理士とは税務相談に関して連携して支援する必要があるため、

次回の計画では年 1 回情報交換会を開催する。内容は、小規模事業者の会計処理や青色

申告制度、節税対策や消費税に関する申告について勉強会を実施し、支援ノウハウを習

得していくこととする。 

 

（４）地元金融機関との情報交換会の開催（継続）（４）地元金融機関との情報交換会の開催（継続）（４）地元金融機関との情報交換会の開催（継続）（４）地元金融機関との情報交換会の開催（継続）    

宮崎銀行や宮崎太陽銀行は事業者の事業引継ぎ支援（Ｍ＆Ａ）、創業支援に非常に積極

的に取り組んでいるため、小規模事業者の融資相談、事業引継ぎに関する情報交換会を

両行と年 1 回開催する。内容は、業種の経済動向や事業承継の実態、補助金の活用状況

について情報交換を行い、支援ノウハウを習得して行くこととする。 

 

（５）宮崎県よろず支援拠点との勉強会の開催（新規）（５）宮崎県よろず支援拠点との勉強会の開催（新規）（５）宮崎県よろず支援拠点との勉強会の開催（新規）（５）宮崎県よろず支援拠点との勉強会の開催（新規）    

    よろず支援拠点は、国が全国に設置する経営相談所で、中小企業・小規模事業者の売

上拡大、経営改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応している。そこで、宮崎

県よろず支援拠点と年 1 回、小規模事業者支援（相談内容や今後の連携支援）に関する

情報交換を開催する。内容は、双方に訪れる相談者の悩みや経営課題や解決策について

情報共有を図り、双方の強みを活かしながらいかに効果的な連携支援ができるかを検討

し、支援ノウハウを習得して行くこととする。    
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること２．経営指導員等の資質向上等に関すること２．経営指導員等の資質向上等に関すること２．経営指導員等の資質向上等に関すること    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

第１期における取り組みとしては国の研修会や商工会議所経営指導員研修会、職員内

部研修会など研修体制の充実・強化を図ることが中心であり、日々の相談業務で習得し

た情報や支援ノウハウの共有や組織全体のスキルの向上を図ることができなかったた

め、次回の計画においては、第 1 期の反省を踏まえ、今の職員が人事異動等でいなくな

っても組織の財産として支援ノウハウやスキルをデータ化し共有を図って行く。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞＜今回の申請における取組の方向性＞＜今回の申請における取組の方向性＞＜今回の申請における取組の方向性＞    

次回の計画では、経営指導員の情報共有を行い、資質の向上を図るとともに、研修会

や職員内部研修の結果を経営指導員のみならず一般職員にもフィードバックし組織全体

のスキルとして蓄積を行う。 

具体的には、研修会の報告や支援事例のデータを共有サーバーに格納し、職員なら誰

でもアクセスし閲覧できるようにし、個人のスキルではなく、今の職員が人事異動等で

いなくなっても組織の財産として支援ノウハウやスキルになるようデータ化に取り組ん

で行く。 

    

（１）国や関係機関が実施する研修会への参加（継続）（１）国や関係機関が実施する研修会への参加（継続）（１）国や関係機関が実施する研修会への参加（継続）（１）国や関係機関が実施する研修会への参加（継続）    

日本商工会議所が主催する研修への参加に加え、中小企業庁が主催する小規模事業者

支援研修や中小企業大学校の主催する課題別研修会（財務分析、商業診断）に経営指導

員が年 1 回以上参加することで、小規模事業者の事業計画策定支援スキル（能力）の向

上を図る。次回の計画の改善点として、習得したスキルについては、個人のスキルでは

なく、今の職員が人事異動等でいなくなっても組織の財産として支援ノウハウやスキル

になるようデータ化して行く。 

 

（２）商工会議所経営指導員研修会の開催（継続）（２）商工会議所経営指導員研修会の開催（継続）（２）商工会議所経営指導員研修会の開催（継続）（２）商工会議所経営指導員研修会の開催（継続）    

（一社）宮崎県商工会議所連合会の事業である県内商工会議所の経営指導員研修会を当

所が実施主体となって開催する。    

研修会は、経営指導の経験年数に応じ、毎年 1 回、義務研修として、初級（販路開拓

等）、中級（事業再生等）、上級（事業承継等）など課題ごとに開催しているが、経営支

援の内容は時代によって変化していくため、各コースの研修内容を都度検討し、経営指

導員の支援スキル（能力）の向上を図ることとする。次回の計画の改善点として、習得

したスキルについては、個人のスキルではなく、今の職員が人事異動等でいなくなって

も組織の財産として支援ノウハウやスキルになるようデータ化して行く。 

 

（３）経営指導員内部研修会の（３）経営指導員内部研修会の（３）経営指導員内部研修会の（３）経営指導員内部研修会の開催（継続）開催（継続）開催（継続）開催（継続）    

宮崎商工会議所では、毎月１回第 4 水曜日に、経営指導員職員内部研修を開催してお

り、次回の計画においても、この研修会を実施することで、支援スキル（能力）の向上

を図ることとする。次回の計画の改善点として、習得したスキルについては、個人のス

キルではなく、今の職員が人事異動等でいなくなっても組織の財産として支援ノウハウ

やスキルになるようデータ化して行く。 
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（４）ＩＴスキル向上研修会への参加（新規）（４）ＩＴスキル向上研修会への参加（新規）（４）ＩＴスキル向上研修会への参加（新規）（４）ＩＴスキル向上研修会への参加（新規）    

 今後、国においては中小・小規模事業者の生産性向上のためにＩＴを活用した支援施

策に取り組んでくが、経営指導員によってはデジタルデバイド（情報格差）により、情

報技術 (IT) を使いこなせる者と使いこなせない者の間に格差が生じている現実がある。

特に情報技術を使いこなせない経営指導員は、今後の小規模事業者への支援に支障が出

てくる恐れがあるため、ＩＴ研修会へ参加させ支援スキル（能力）の向上を図る。 

次回の計画の改善点として、習得したスキルについては、個人のスキルではなく、今

の職員が人事異動等でいなくなっても組織の財産として支援ノウハウやスキルになるよ

うデータ化して行く。 

 

（５）ＯＪＴや専門家による若手経営指導員の（５）ＯＪＴや専門家による若手経営指導員の（５）ＯＪＴや専門家による若手経営指導員の（５）ＯＪＴや専門家による若手経営指導員の育成（継続）育成（継続）育成（継続）育成（継続）    

若手経営指導員については１年未満の経営指導員であったが、今後は５年未満の経営

指導員を若手と位置づけ育成にあたる。具体的には、係長以上のベテラン経営指導員に

よるＯＪＴや専門家との帯同により小規模事業者に対する指導スキル、助言スキルを学

ばせることで、支援スキル（能力）の向上を図ることとする。 

次回の計画の改善点として、習得したスキルについては、個人のスキルではなく、今

の職員が人事異動等でいなくなっても組織の財産として支援ノウハウやスキルになるよ

うデータ化して行く。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをす３．事業の評価及び見直しをす３．事業の評価及び見直しをす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るための仕組みに関することるための仕組みに関することるための仕組みに関すること    

＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞＜第１期における取組と成果＞    

 第１期の取り組みについては、学識経験者や士業の専門家など 4 名が委員として就任、

事業検証委員会で事業の評価及び見直しするための仕組みについて意見をいただき、出

された意見をもとに次年度の計画見直しを行ってきた。委員から出された意見として、

目標に対する未達について厳しい意見があった。次回の計画では目標未達がないよう所

内によるＰＤＣＡサイクルを徹底し目標達成に取り組んで行きたい。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞＜今回の申請における取組の方向性＞＜今回の申請における取組の方向性＞＜今回の申請における取組の方向性＞    

今回の取り組みについては、相談所部課長会議の場で、毎月１回、事業の実施状況に

ついて検討する場を設け、事業実施上の課題と改善策を協議する。また、毎年度、本計

画の記載の事業の実施状況及び成果について、事業検証委員会を開催し、以下の方法に

より評価・検証を行う。 

 

①ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで、事業の評価・検証を行う。 

・Ｐ（計画）：経営発達支援計画（目標）を設定する。 

・Ｄ（実行）：経営発達支援計画に基づき事業を実施する。 

・Ｃ（検証）：経営発達支援計画が計画に沿っているかどうかを検証する。 

・Ａ（改善）：経営発達支援計画を検証してく中で、計画（目標）が実行されていない部

分を調べて改善をする。 
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②税理士・社会保険労務士・中小企業診断士などの外部の有識者により、事業の実施状

況、成果の評価・検証（Ｃ）を行い、改善（Ａ）・見直し案の提示を行う。 

③正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を宮崎商工会議所のホームページ 

（http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyazaki/）で計画期間中公表する。 

 

（ＰＤＣＡサイクル） 

 

Ｐｌａｎ

（計画）
Ｄｏ

（実行）

Ａｃｔｉｏｎ

（改善）

Ｃｈｅｃｋ

（検証）

毎年度
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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１日現在） 

（１） 組織体制 

①宮崎商工会議所の組織 

〇会員数 3,857 事業所 

〇役員議員数 

【内訳】会頭（1 名）、副会頭（3 名）、専務理事（1 名）、常任顧問（1 名）、常議員

（30 名）、監事（3 名）、議員（61 名） 

合計 100 名 

 〇職員数 

【内訳】一般職員数（15 名）、専門経営指導員（3 名）、経営指導員（10 名）、 

経営情報支援員（4 名）、出向（2 名）合計 34 名 

 〇組織図（下記のとおり） 
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②経営発達支援計画実施組織体制 

〇宮崎商工会議所中小企業相談所（専門経営指導員・経営指導員等 17 名、出向者 2 名 

合計 19 名）が経営発達支援計画事業を実施する。 

・中小企業相談所所長  1 名（経営発達支援計画事業統括者） 

・経営指導部      7 名（金融支援、記帳・税務支援、経営分析、事業計画作成、

専門家派遣、地域振興等） 

・広域振興部      5 名（中心市街地活性化事業・創業・賑わい創出事業・通行

量調査等、地域振興等） 

・専門経営指導センター 6 名（創業、第二創業、新事業展開、事業再生、事業承継、

経営分析、事業計画作成、専門家派遣、景況調査、各

種調査、研修会セミナー、販路開拓支援、経営指導員

資質向上等） 

 

（２）連絡先 

〇担当部署 宮崎商工会議所 中小企業相談所 

経営指導部・広域振興部・専門経営指導センター 

〇所 在 地 〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階 

〇電話番号 0985(22)2161  

〇FAX 番号 0985(24)2000 

〇ホームページ http://www.miyazaki-cci.or.jp/miyazaki/ 

 〇メ ー ル mcci@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） 

 30 年度 

(４月以降) 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

必要な資金の額 91,640 82,401 80,501 81,001 81,501 

 

小規模事業費（指導事

業費） 

・研修事業費 

・地域活性化事業費 

・地域振興強化事業費 

・景況調査事業費 

・通行量等調査事業費 

・企業振興委員事業費 

・中心市街地賑わい創

出事業費 

・新事業展開応援塾事

業費 

・消費税転嫁対策窓口

相談等事業費 

・中心市街地活性化協

議会事業費 

・宮崎県事業引継ぎ支

援センター事業 

・事業引継ぎ支援ネッ

トワーク構築事業費 

・潜在的創業者掘り起

し支援事業費 

・みやざき特産品販路

開拓支援事業費 

・みやざき創業サポー

ト事業費 

・伴走型小規模事業者

支援推進事業 

・ 

 

 

 

 

 

1,139 

3,600 

300 

151 

1,500 

350 

4,000 

 

3,100 

 

2,500 

 

800 

 

40,000 

 

10,000 

 

1,200 

 

1,000 

 

17,000 

 

5,000 

 

 

 

 

 

1,200 

3,600 

300 

151 

1,500 

350 

4,000 

 

3,100 

 

2,500 

 

1,000 

 

40,000 

 

0 

 

1,200 

 

1,000 

 

17,000 

 

5,500 

 

 

 

1,300 

3,600 

300 

151 

1,500 

350 

4,000 

 

3,100 

 

0 

 

1,000 

 

40,000 

 

0 

 

1,200 

 

1,000 

 

17,000 

 

6,000 

 

 

 

1,300 

3,600 

300 

151 

1,500 

350 

4,000 

 

3,100 

 

0 

 

1,000 

 

40,000 

 

0 

 

1,200 

 

1,000 

 

17,000 

 

6,500 

 

 

 

1,300 

3,600 

300 

151 

1,500 

350 

4,000 

 

3,100 

 

0 

 

1,000 

 

40,000 

 

0 

 

1,200 

 

1,000 

 

17,000 

 

7,000 

 

（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 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、日本商工会議所委託事業から資金調達を図 

ることとする。 

（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 

連携①：地域の経済動向調査における連携 

連携②：経営分析における連携 

連携③：事業計画策定支援における連携 

連携④：事業計画策定後の実施支援における連携 

連携⑤：需要動向調査における連携 

連携⑥：新たな需要の開拓に寄与する事業における連携 

上記以外に、必要に応じて連携し、伴走型支援を実施して行くこととする。 

連携者及びその役割 

《連携者名称・代表者役職氏名・所在地・連絡先（電話）》 

【関係支援機関系】 

○宮崎県産業振興機構 理事長 緒方 哲 

宮崎市佐土原町東上那珂 16500 番地 2（宮崎テクノリサーチパーク内）0985-74-3850  

○宮崎県よろず支援拠点 コーディネーター 長友 太 

宮崎市佐土原町東上那珂 16500 番地 2（宮崎県工業技術センター2 階）0985-74-0786 

 

【金融機関系】 

○宮崎県信用保証協会 会長 茂 雄二 宮崎市宮田町 2-23 0985-24-8251  

○㈱日本政策金融公庫宮崎支店 支店長兼国民生活事業統括 松井 斎  

  宮崎市橘通東 3-6-30 0985-23-3274 

○㈱宮崎銀行 代表取締役頭取 平野 亘也 宮崎市橘通東 4-3-5 0985-27-3131 

○㈱宮崎太陽銀行 代表取締役頭取 林田 洋二 宮崎市広島 2-1-31 0985-60-6122 

○宮銀ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役 原田 正純 

宮崎市橘通東 4-3-5  0985-20-0822 

○㈱宮崎太陽キャピタル 代表取締役 上野 哲弘 

宮崎市広島 2-1-31（宮崎太陽銀行内）0985-60-6395 

 

【各分野の専門家】 

○宮崎県商工会議所連合会、ＳＰＮスペシャリストネットワークに登録されている専門家（名簿）

は以下の通りである。（合計 14 名） 
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【民間系】 

○ＭＵＫＡＳＡ－ＨＵＢ（ムカサハブ） 代表 村岡 浩司 

宮崎市高岡町小山田字麓 973-2 0985-83-0306 

 

【商工会議所系機関】 

○宮崎県商工会議所連合会 会頭 米良 充典 

宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階  0985-22-2161 

○宮崎県再生支援協議会 統括責任者 市園 邦彦 

  宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階  0985-22-4708 

○宮崎県経営改善支援センター 統括責任者 市園 邦彦 

  宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階  0985-33-9115 

○宮崎県事業引継ぎ支援センター 専門相談員 岡村 巖 

                専門相談員 阿南 友也 

  宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階  0985-72-5151 

 

【関係団体】 

○宮崎市商店街振興組合連合会 理事長 吉田 孝平 

  宮崎市橘通東 3-1-11  0985-23-4756 

○宮崎県電機商業組合宮崎支部 支部長 松口 良市 

  宮崎市天満 2-6-4   0985-89-6031 

 

《連携事業と役割及び効果》 

連携①：地域の経済動向調査における連携 

 （役割） 

  地域経済動向調査を行う中で、意見交換による情報収集先として連携 

 （役割） 

  地域内における経済動向調査を行う中で、より精度の高い分析が可能となる。 

連携②：経営分析における連携 

（役割） 

財務分析や経営分析する中で、高度な経営課題が出てきた際の支援における連携 

 （効果） 

小規模事業者に対する経営課題解決に向け、スピーディーかつ丁寧な支援が可能となる。 

 

連携③：事業計画策定支援における連携 

 （役割） 

経営課題解決セミナーや創業スクールへの講師派遣、金融相談、経営改善計画、事業承継計画

書作成の伴走型支援における連携 

（効果） 

 事業計画作成支援を行う中で、より専門性の高い支援を実施することができる。 

 

連携④：事業計画策定後の実施支援における連携 

 （役割） 

  事業計画策定後の専門家派遣や伴走型によるフォローアップ支援を行う上での連携 

 （効果） 
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  事業計画策定後の実施支援を行う中で、より専門性の高い支援を実施することができる。 

 

連携⑤：需要動向調査における連携 

 （役割） 

  新商品・新サービスの試食会などの需要動向調査を効率よく行うための連携 

 （効果） 

  需要動向調査を行う中で、より精度の高い調査が可能となる。 

 

連携⑥：新たな需要の開拓に寄与する事業における連携 

 （役割） 

  商談会プレセミナーや商談会・展示会の開催情報の提供、実際の商談会の開催における連携 

 （効果） 

  上記について連携することで、より実効性の高い支援を行うことができる。 
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連携体制図等 

【連携体制イメージ】 

宮
崎
商
工
会
議
所

（中
小
企
業
相
談
所
）

民間系

商工会議所系機関

関係支援機関系

各分野の専門家

金融機関系 小

規

模

事

業

者

連携②③④⑤⑥

連携①②③④⑤⑥

連携③④⑤⑥

連携④⑤⑥

連携②③④⑤⑥

情報提供・

アドバイス

宮崎大学産学・地域連携センター

宮崎公立大学

宮崎国際大学

宮崎学園短期大学

学術機関系

ＪＡ宮崎中央

ミラサポ

中小企業基盤整備機構九州支部

宮崎県

宮崎市

みやＰＥＣ推進機構

行政系

農畜産系

情報収集

伴走型支援伴走型支援伴走型支援伴走型支援

【経営改善支援】

・記帳指導

・税務申告指導

・資金調達支援

・経営改善計画作成支援

・事業再生支援

・事業承継・廃業支援

【経営発達支援】

・地域経済動向

・経営分析

・事業計画策定支援

・事業計画策定後の支援

・創業支援

・需要動向調査

・販路開拓支援

・商談会の開催

経営の持続的発展

経営のレベルアップ

関係団体 連携①
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【経営発達支援計画の目標達成のためのイメージ】 

0

（連携支援）（連携支援）（連携支援）（連携支援）

地域経済の活性化

小 規 模 事 業 者

宮崎商工会議所（中小企業相談所）

伴走支援伴走支援伴走支援伴走支援

【経営改善支援】

・記帳指導

・税務申告指導

・資金調達支援

・経営改善計画作成支援

・事業再生支援

・事業承継・廃業支援

【経営発達支援】

・経済動向、経営分析

・事業計画策定支援

・事業計画策定後の支援

・創業支援

・需要動向調査

・販路開拓支援

・商談会の開催

支援相談 支援相談

経営のレベルアップ 経営の持続的発展

日本政策

金融公庫

地元金融機関

（認定支援機関）

ベンチャー

キャピタル

宮崎県信用

保証協会

金融機関系

ＳＰＮスペシャリスト

ネットワーク

専門家（県連登録）

各分野の専門家

宮崎県再生

支援協議会

宮崎県経営改善

支援センター

宮崎県事業引継ぎ

支援センター

宮崎県商工

会議所連合会

商工会議所

系機関

宮崎県よろず

支援拠点

宮崎県産業

振興機構

関係支援機関系

宮崎大学産学・地域連携センター

宮崎公立大学

宮崎国際大学

宮崎学園短期大学

学術機関系

ＪＡ宮崎中央

小規模事業者の持続的発展

ＭＵＫＡＳＡーＨＵＢ

百貨店・スーパーバイヤー

民間系

（（（（１）事業者の販路開拓支援（継続）１）事業者の販路開拓支援（継続）１）事業者の販路開拓支援（継続）１）事業者の販路開拓支援（継続）

宮崎の豊富で付加価値の高い農畜水産物や加工品を活用した商品開発や技術支援、ブランディング支援、魅力ある店舗（個店）づくり支援を行い、小規模事

業者が持つ「強み」を増強させる。そのために商品の需要動向調査を実施し、販路拡大のための事業計画策定づくりから商談会におけるマッチングまで一貫し

た支援を実施する。

（２）宮崎ブランドの情報発信（新規）（２）宮崎ブランドの情報発信（新規）（２）宮崎ブランドの情報発信（新規）（２）宮崎ブランドの情報発信（新規）

行政やＪＡなどの関係団体と連携し、地域外に対して、宮崎ブランドを発信し、域外からの移住や観光客の増加を図る。これにより小規模事業者が保有する

「強み」を活かす事業基盤づくりを行い、持続的な経営発展を支援する。また、地域内の事業者に対しては、市の事業や当所が実施する経営発達支援計画を

「見える化」するための情報発信を実施する。

（３）創業の促進（継続）（３）創業の促進（継続）（３）創業の促進（継続）（３）創業の促進（継続）

事業所数の減少対策のために、創業、起業を目指す方、開業して間もない方を対象に相談機能を充実させるとともに、創業スクールを実施することで、ビジネ

スプラン(事業計画書)の作成、マーケティング手法や資金調達ノウハウなどについて専門家と連携し支援を行う。創業後もビジネスモデルを確実に実行できる

よう、創業者に寄り添った伴走型支援を実施する。

（４）事業承継及び廃業支援（４）事業承継及び廃業支援（４）事業承継及び廃業支援（４）事業承継及び廃業支援 （新規）（新規）（新規）（新規）

事業継続のために宮崎県事業引継ぎ支援センター等との連携により創業人材バンクを活用しながら創業者とのマッチングや、事業承継支援、第二創業支援

の強化を図る。一方、団塊の世代の経営者が70歳を迎える中、高齢化により廃業を余儀なくされる事業者の増加が予想されるため、廃業の支援も当所の重要

な支援のひとつと位置づけ、廃業者がソフトランディングできるよう支援する。

（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（継続）（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（継続）（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（継続）（５）宮崎市中心市街地活性化計画に対する支援（継続）
平成30年3月に宮崎市が策定する「次期宮崎市中心市街地活性化基本計画」に位置づけられる中心市街地活性化のための諸事業を当所の議員企業や関

係団体と連携・実施することで地域経済の活性化を図る。

（６）経営発達支援計画の目標及び達成を実現するための体制づくりの強化（継続）（６）経営発達支援計画の目標及び達成を実現するための体制づくりの強化（継続）（６）経営発達支援計画の目標及び達成を実現するための体制づくりの強化（継続）（６）経営発達支援計画の目標及び達成を実現するための体制づくりの強化（継続）

経営発達支援計画の目標及び達成を実現するために、国、宮崎県、宮崎市、宮崎県産業振興機構（よろず支援拠点）、学術機関、宮崎県事業引継ぎ支援セ

ンター、中小企業診断士をはじめとした専門家など連携し、宮崎市における中核的支援機関としての機能を強化する。また本経営発達支援計画を達成するた

めに組織内の経営指導員同士の連携の強化や経営指導員、経営・情報支援員、一般職員に対して各種研修会や関係機関との情報交換会を開催することに

より、小規模事業者に対する支援の現状（成果、課題・問題点）や支援のノウハウの情報共有や支援スキル及び資質の向上を図るとともに、今の職員が人事

異動等でいなくなっても組織の財産として支援ノウハウやスキルになるようデータ化して行く。

経営発達支援計画の目標

連携支援と伴走型支援連携支援と伴走型支援連携支援と伴走型支援連携支援と伴走型支援

ミラサポ

中小企業基盤整備機構九州支部

宮崎県

宮崎市
みやＰＥＣ推進機構

行政系

農畜産系

情報収集情報収集情報収集情報収集
情報提供情報提供情報提供情報提供

アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス

宮崎市商店街振興組合連合会

宮崎県電機商業組合宮崎支部

関係団体
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