
 
経営発達支援計画の概要 

実施者名 日向商工会議所 （法人番号４３５０００５００２４４９） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

地域の強み、課題を踏まえ、宮崎県、日向市、日本政策金融公庫、地域金融機関その他支援機関
と連携し、小規模事業者持続可能な経営を目指し、小規模企業の経営力向上、経営情報の発信、
販売促進等を継続して支援するとともに、創業支援協定を結んでいる日向市及び日本政策金融公
庫延岡支店を中心に地域支援機関と連携した起業支援を行うプロジェクトを構築し、多角的な創
業支援を行い、「創業による地域経済の持続的な発展」を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向に関すること【指針③】 
地区内の経済動向を調査・分析する事により地域における需要状況を把握し、小規模事業者の

経営活動に対する支援を行う。 
２.経営分析・需要動向調査【指針①、③】 
（１）小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催を
通じて、ＳＷＯＴ分析を基本に経営分析を行う。経営分析項目としては下記項目を、業種別に勘
案し、実施する。【指針①】 
３．事業計画の策定・実施支援【指針②】 
事業者が経営課題を解決するため、上記１．の経営分析、上記Ⅱ.の市場調査等の結果を踏まえ、

事業計画策定支援を行う。各認定支援機関等（税理士・中小企業診断士）とも連携し、伴走型の
指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。技術的分野や販路開拓、店舗診断などの
各テーマについては県連専門家、ミラサポ専門家派遣事業の活用も勘案し小規模事業者のレベル
アップを進め、ＰＤＣＡサイクルの浸透を図る。 
創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

地域における産業の発展と雇用の拡充を目指して、既に創業・第二創業に対する三者協定を結ん
でいる日向市、日本政策金融公庫と管内各金融機関等と連携し創業・第二創業塾を開催する。創
業後も個別指により、伴走型の支援を実施する。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
巡回訪問により事業計画の進捗状況を確認し、達成度により、必要な支援を実施する。専門家

の活用をおこない、伴走的な支援を行う。認定後は資金繰り等については「小規模事業者経営発
達支援融資制度」の活用により、経営の持続化と付加価値の創出を行う。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
地域のブランド化につながる商品を取り扱う事業者をピックアップし、マーケットインの考え

方にもとづく『売れる商品』づくりのために、専門家の活用及びアンケートの取得を行い、小規
模事業者の目利き力を高めていく。 
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】 
地域における小規模事業者の販路開拓を支援するため、展示会・商談会の情報を提示し販路開

拓の支援を行い、商品力、販売力の向上を進めると伴に小規模事業者の認知度の向上を図る。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み  

平成２６年度事業「地域内資金循環等新事業開発検討事業」にて、漁協、行政、生産者、関係
者等と販路拡大について協議を重ねており、具体的な取り組みを行う。 

 

連携内容 

日向市 ①日向市特別融資による金融支援 ②空き店舗対策補助事業による中心市街地活性化等。 
日本政策金融公庫 延岡支店①「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用②金融機関としての側面か 

らのアドバイス他。 

日向市金融団①民間金融機関としてのアドバイス他。 

認定支援機関 中村 眞 税理士事務所（事業承継、Ｍ＆Ａ等） 
認定支援機関 山元経営診断事務所 中小企業診断士 山元 理（経営革新 第二創業 事業計画） 

宮崎県よろず支援拠点 専門家派遣他 

日向市産業支援センター ひむか-Ｂｉｚ （創業支援、販路開拓） 

公益法人 宮崎県産業振興機構 専門家派遣 商品開発 販路開拓等 

ジェトロ宮崎 海外展開等 

宮崎事業承継センター M&A 事業承継等 

ハローワーク日向 雇用状況 助成金活用等 

連絡先 

８８３－００４４ 宮崎県日向市上町３番１５号 
日向商工会議所 
中小企業相談所  
電話０９８２－５２－５１３１ ＦＡＸ０９８２－５２－５１３１ 
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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 

【日向市の現状と課題】 

日向市は宮崎県の北東部に位置し日向灘に面し、細島港という天然の良港に恵まれ、

市の東側にある海岸線は日豊海岸国定公園に指定されている。平成１８年に隣接する東

郷町と合併し、人口は平成２８年４月現在６２，７１５人である。 

平成２７年５月に公表された日本創生会議の推計では、２５年後の平成５２年には

日向市の人口は５万人を切り、若年女性人口が４３％減少すると予測されている。 

 

（１）日向市の経済環境 

日向商工会議所が中心となって協議を進めてきた日向圏域の顔である日向市駅を核

とした中心市街地の整備が長年の懸案であったが、平成１４年９月に都市整備と併せ

た商業集積事業が高度化事業を活用して、商業の中心部である上町地区が完了した。  

現在、隣接する第二工区の街区ごとのコンセプトの基に商業集積と併せた都市整備が

進められている。平成１８年１２月に完成した鉄道高架や都市整備により交通・交流

の利便性が高くなり、中心市街地としての商業活動や交流事業イベントが急増してい

る。また、街中居住として高層マンションやアパート等の建設が進行している。しか

しながら、消費者の街中回遊については、車社会を反映してか思ったほどの増加がな

く、中心市街地への消費者誘導が大きな課題である。 

 

平成２８年４月２４日に東九州自動車道が全線開通したことにより、福岡、大分方

面からの流入人口の増加がみられる。反面、特に一昨年４月に開業した大分駅アミュ

プラザ（総合複合ショッピングセンター）等によりストロー現象としての影響が懸念

される。今後は地域としての総合的な集客力の強化が喫緊の課題である。 

 

また、宮崎県の森林面積は５８８千 haで県土の７６％が森林で占められている。平

成３年より杉の素材生産量は２４年間連続全国一位を誇っており、その３割が日向耳

川流域を中心とする宮崎県北地域である。昨今、国内最大手製材メーカーの進出をは

じめバイオマス発電所の建設等により、急激な需要の高まりをみせている。一方、業

界としては林業従事者の確保が課題である。併せて小規模製材事業者への経営支援を

行っているが更なる支援が重要である。 

 

これまで日向商工会議所では、港湾と高速道路の物流インフラの強化、官民一体と

なった企業誘致に努め、円高是正が相まって、大手製材メーカーの進出、電池関連産

業の事業拡大など、地方が活性化したインフラストック効果の好事例として評価を受

け、日向市細島港は、２０１５年、公益社団法人 日本港湾協会より「ポート・オブ・

ザ・イヤー2015」を受賞することができた。 

 

日向市細島港は、昭和２６年には重要港湾の指定を受け、国内の貿易を始め、各国

の外航商船が入港するなど宮崎内唯一の中核港として重要な役割を果たしてきた。 
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その後、昭和３９年に日向・延岡地区は新産業都市の指定を受け、多くの高度な技

術力をもった企業の立地が進み、地域産業を支える港湾工業都市として発展してきた。 

平成２２年８月には、「新規の直轄港湾整備事業の着手対象とする港湾（重点港湾）」

に選定され、平成２３年度から国と連携して、バルク貨物(※)とコンテナ貨物の分離

化を図るため、大型岸壁の新規整備に着手してきた。 

平成２７年６月より多目的国際ターミナルとして供用を開始し、今後、東九州自動

車道全線開通や九州中央自動車道の整備進捗により東九州の物流拠点としてのさらな

る貨物取扱量の増加や、国内外からの大型観光クルーズ船の受け入れ等、九州の扇の

要としての物流・観光港として さらなる発展が期待される。 

このような港湾におけるハード・ソフト面での整備による地域経済の動き（強み）

をどのようにして小規模事業者の発展に直接結び付ける事ができるかが課題である。 
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＜日向市 細島港コンテナ取扱数＞ 

 
 

・・・・宮崎県ポートセールス協議会ホームページより・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

（２）日向市の事業所 

日向市の事業者数・従業員数においては、昭和５３年から平成２４年にかけて、上

昇トレンドを辿っている。上昇傾向の経済環境となった理由としては、日向市が細島

港(※)を核とした産業集積や東郷町の合併等を推進した結果が挙げられる。特に細島

港の港湾開発が近年著しく、今後も細島港をウリとした企業誘致及び、進出企業から

の地場企業への経済波及が期待されている。 

 
 ただし、グラフから見て取れる通り、近年の事業者数・従業者数の減少に関しては、当所としても注視する必要

があると考えている。 
 

 

 日向市の全体としての事業所数は上昇傾向にあるものの、事業所を規模別に見ると

増加傾向の事業所と減少傾向の事業所に分かれる。 

  

①事業所数割合の変化 

 下記グラフは、日向市の事業所数割合を規模別に集計したものである。このグラフ

から読み取れるように、１～４名の規模の事業者数の減少（－７．５％）が著しい。

時系列でみてみると、昭和５３年が７０．３％であったのに対し、平成２４年には７

割を割り込み、６２．８％と減少している。 

また、５～９人規模の事業者数に関しては、増加している。変化要因は様々考えら

れるが、市内の事業所が 1 人親方のような事業所から、より組織的な事業所形態へと

変化してきたことが見て取れる。 
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②規模別従業者数の変化 

  次に規模別従業者数の変化に着目してみる。 

 
 規模別の従業者数は５～９名規模等では上昇傾向にあるのに対し、１～４人規模の

事業者数は減少傾向にある。特に平成２４年に至っては、５～９人規模及び１００～

２９９人規模の従業者数が１～４人規模の従業者数を上回り逆転している。 
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 （３）日向市経済の課題 

 上記のように、規模別の事業所・従業者数においては、上昇トレンドに沿った規模

もみられるものの、それに反して減少している規模もみられる。当所の経営発達計画

においては、大きく二つの課題に対し取り組む計画とする。（ここでは、１～４名規模

の事業者を小企業と定義する。） 

 

①小企業の減少 

小企業の減少は人口減少及び少子高齢化等の影響が大きい。例えば、後継者不足、

事業主の高齢化等による廃業に加え、開業する人材の不足が挙げられる。小企業は将

来的に成長し、規模の拡大が期待される企業も多く含まれる、ビジネスの「源泉」で

ある。こういった理由からも減少傾向に歯止めをかけることが喫緊の課題である。 

 

②それ以外の企業の一層の増加 

 小企業以外の小規模・中小・中堅企業においては、現在のところ増加傾向にある。

しかしながら、近年の事業所数・従業者数の減少に注視すると一層の活性化を図る必

要があり、支援していかねばならない。また、近年の細島港の開発等によって、進出

してきている誘致企業の恩恵をより一層に享受するためにも、小企業以外の事業所の

一層の増加が課題である。 

 

【小規模事業者に対する取り組みの現状と課題】 

日向商工会議所管内の商工業者数 2,986 小規模事業者数は 2631(平成 29 年 3 月 31

日現在) 

  

前期

（H28/3/31） 

当期

（H29/3/31） 前期比（四半期） 

商工業者数 2986 2986 

 会員数 1502 1512 4 

小規模事業者数 2412 2631 219 

小規模会員数 1194 1199 5 

組織率 50.30% 50.63% 
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当地区においても他地域と同様、事業承継者なしの廃業や死亡による廃業など小規

模事業所数の減少が著しい。 

当所は、これまで業種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利

益の向上をはかるとともに、地域経済社会の振興・発展や、社会福祉の増進に資する

ことを目的として各種事業を実施してきた。その中で重点事業として位置付けされて

いるのが、経営支援と地域振興である。 

 

経営支援においては、長年にわたり巡回、窓口において、経営一般、経営革新、金

融、税務、経理、販路開拓の支援を中心に行い、また、全国展開事業、地域内資金循

環等新事業開発検討事業等による小規模事業者の商品開発、販路開拓、観光資源開発

等を実施してきた。 

 

専門家派遣制度等の活用もしていたが、個別相談に対してはその時の解決のみを優

先し、その後の支援がおろそかになる面もあった。事業計画策定への支援とフォロー

アップの指導強化という課題が発生していた。 

 

一方、地域振興では、小規模事業者に直接かかわる事業としてプレミアム付商品券

発行を実施（総額４億３千万円）している。本事業については新規顧客の獲得や客単

価の向上に効果をみている。さらに、地域及び広域物産展や「ぷらっとひゅうが駅市」

（毎月第三日曜日開催）など定期的に計画し、交流人口促進として地域に根差した事

業の展開をしてきた。しかしながら、これまでの事業活動で一過性の効果はあったが、

持続的に産業振興の発展に対する仕組みづくりや実現性を高める創意工夫が不足して

いたことが否めないところである。 

 

これらの課題に対して、商工業者とりわけ小規模事業者の持続可能な経営について

商工会議所として指導力の向上、事業者の目線にたった伴走型の指導が重要でありか

つ急務である。 
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【日向地域の小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方】 

平成２６年に日向市が策定した「日向市中小企業振興計画」には、基本理念として

『創造・挑戦するまち日向～地域力を結集し、人財と企業力を磨き上げる～』と掲げ、

３つの重点方針①中小企業を支える人財の育成支援②地産地消・地産外商・地産地創

への支援③お互いの強みを活かす連携推進の支援と明記されている。日向市との連携

をさらに強め小規模事業者の経営発展に努める。 

 

（１）地域産業の１０年後の姿 

①重点港湾細島港と東九州自動車道、九州中央道による物流環境の促進により、内陸

型の企業誘致等がいっそう促進され、誘致企業と小規模事業者との連携による経営発

達の充実。 

②事業承継や創業により小規模事業者数が維持。 

③商店街について後継者等に対する経営支援、空き店舗対策により魅力ある商店、行

きたくなる商店街となり商店街への回遊性、集客性がたかまり、明るく活気のある商

店街の創出。 

④海の幸、山の幸、観光資源の活用による地域総合力向上により、市外からの集客が

向上し宿泊業、飲食業等、関連する小規模事業者の安定経営につながっている。 

 

（２）小規模事業者の１０年後の姿 

①小規模事業者と商工会議所のお互いの顔がわかるつながりの構築ができている。 

②世の中の需要の変化が激しい中、小規模事業者に常に変化の動向を伝え、小規模事

業者が変化を乗り越えられる支援策として蓄積したノウハウをもとに有効策を提案で

きている。 

③小規模事業者の多くが自ら経営分析、事業計画などＰＤＣＡサイクルを活用し、次

の経営展開ができるようになっている。（後述するイノベーションタイフーンの発生） 

④地域資源の活用による関連事業所の売上向上。 

 ［森林資源］ 

 上記、日向市の経済環境でも述べているが、日向入郷、耳川流域は宮崎県の北部に

位置し、日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村の 1 市２町２村から構成されてい

る。地形は急峻で、椎葉村の山岳地帯に源を発する耳川は、当流域中央を東西に横断

する形で、日向灘に注いでいる。 

  流域面積 162,928ha の 90％は森林で、その 9 割を民有林が占めており、宮崎県内

で最も民有林の割合が高く、地域経済に占める林業･木材産業の割合が高い地域となっ

ている。（宮崎県の杉素材(丸太)の生産量が 25年連続日本一） 

林業への小規模事業者（建設業・運輸業等）参入による事業多角化。 

 

［観光資源］ 

日本の渚百選のお倉ヶ浜、日本の海水浴場百選の伊勢ヶ浜など市内に四カ所の海水

浴場がある。日豊海岸国定公園を代表する海岸線の馬ヶ背や、願いが叶うクルスの海、

伝統的建造物群保存地区の美々津など、自然と歴史に恵まれる。又、お倉ヶ浜はサー

フィンのメッカとして第 46 回全日本サーフィン選手権大会など各団体の全国大会が
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開催されている。昨年、２０２０年東京オリンピックのサーフィン競技決定を受けて

競技会場の招致運動を日向市、当所、地元サーフィン団体により展開した。東九州自

動車道の開通、招致活動により、これまで以上に中国、四国、九州各県から多くのサ

ーファーが訪れている。今後のサーファーの入込は継続的なものと期待できる。サー

フィンの資源化に関してこれまで行政、競技者団体や一部の関連事業者のみでの対応

であり、地元への経済効果は限定的であった。今後は、観光産業のメインと位置付け、

行政、関連団体との連携により関連事業所への経済波及について本事業での各種調査

結果も活用し個社支援として的確な指導、支援を行う。又、サーファーの中には、日

向市に定着し事業を始めた者も多いくＩターン推進による地方活性化につなげる。 

１０年後は、サーフィン産業として、関連事業の連携により各小規模事業者の経営基

盤が確立されている。 

 

（３）日向商工会議所の１０年後の姿 

①小規模事業者に対する伴走型指導体制が確立され、各支援事業が各業種、業態の隅々

まで浸透し、売上アップをはじめ様々な成果がでている。 

②商工会議所が小規模事業者の交流の場、学ぶ場として広く認知され活用されている。 

③①、②の状況の中、日向地区での創業者や既存事業者自らが商工会議所事業に賛同

し入会者が増え、加入率８０％超となっている。 

※平成２９年３月３１日現在会員加入率 50.63% 

 

日向商工会議所は日向地域の１０年後を想定した小規模事業者の振興を図るため、

下記の４項目による経営発達支援事業を通じ、小規模事業者の持続的発展を図ると同

時に地域資源を活かした売上向上のための取組みを進める。 

 

【経営発達支援事業の目標と方針】 

当所は小規模事業者の経営力の向上(人財育成)により持続可能な経営の実現を図

り、併せて創業、第二創業、事業承継を通じ、小規模事業者数の維持拡大に取り組む。 

個社に対する経営発達支援（成長）は経営指導員の総合力により実施、地域資源や

特性を活用しながら、事業支援を展開、目標を達成するため５ヶ年の経営発達支援事

業計画を策定して、地域の総合経済団体として地域経済と雇用の維持・発展に努め、

管内小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

小規模事業者の経営基盤強化及び持続的経営支援を実施するために経済動向調査か

ら小規模事業者の経営状況分析、事業計画策定支援、計画実施支援につなげ、需要動

向調査から販路開拓等の販売促進につなげていく。同時に、地域経済発展のために中

長期的な視野に立って小規模事業者を支援していく。 

 

具体的な個社支援としては、事業者の「あるべき姿」と現状とのギャップ(問題点の

整理)、課題抽出、課題分析、解決策について各種調査による経営環境を考慮し、経営

指導員が方向性を示しながら伴走型の支援を行う。 
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（１）定期的な巡回指導の徹底による小規模事業者との伴走型支援実施体制の確立 

これまでも巡回指導により、経営改善普及事業に基づく経営指導を実施しているが

一過性の指導に留まっているのが現状である。そのことを踏まえ、発達支援事業を進

める根幹を現場主義の「巡回」と位置付け、本事業による経営情報資源を武器に、こ

れまでの金融、経営（決算・申告含む）中心の指導体制から持続可能な経営資質を持

った事業所に発展（経営発達）させ、導くことを目指した、伴走型支援の体制を確立

し実施する。 

 

①SWOT分析を基本にした現状分析の徹底 

②①に経済動向、需要動向調査を加えた事業計画策定支援 

③事業計画に基づく PDCAの結果に対する助言、フォローアップ 

④専門家派遣事業との連携による個別診断 

これらの項目の連動と繰り返しにより小規模事業者（会員・非会員問わず）の経営

力アップと売上向上をしっかり行うことが「発達」としての重要ポイントとして取

り組む。 

（２）事業承継への取り組み 

①後継者のいる事業承継については、後継者が若い時への経営権の移譲が功を奏して

いる事例が多く、円滑な事業承継について支援を実施する。 

②高齢化、後継者不在などにより売り上げはあるものの廃業を余儀なくされる事業者

が増加傾向にある。小規模事業者の M＆Aを実施し、地域事業者の存続を図る。 

以上の支援については、宮崎事業承継ぎ支援センターとの連携を基本に、専門家派遣

事業の活用により円滑な事業承継を進める。 

 

（３）創業・第二創業（経営革新）支援策の確立 

日向市は産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を平成２７年５月

に受け、認定に先立つ平成２６年１１月５日（水）に日向市及び商工会議所並びに日

本政策金融公庫延岡支店との創業支援に関する連携協定調印式を行い、現在、三者に

て創業塾等を連携し実施している。 

創業者や創業間もない事業所に、経営計画から計画実行になるよう PDCA により伴走

的な支援を行う。又、女性の創業者の掘り起こしも進め、「女性のための創業塾」を開

催し、これらを継続的に実施することにより、創業支援事業の周知が徹底強化され、

地域内における創業に対する意識の醸成を図ることができる。当地域の産業構造の中

での創業者増が見込まれることから、地域産業にあった「創業塾」を開催し、開業ま

で繋げ、伴走的なフォローアップを行う事により創業後の経営安定を図る。 

 

（４）ものづくり産業の育成と支援体制 

重点港湾に指定されている細島港の周辺には大手企業が集積していることもあり、

地元企業への業務（機械設備・建物のメンテナンス）が発注されている。そして、そ

の受注業者の技術が評価され、県内外を問わず取引をしている企業もある。今後は、

これまで以上に地元企業が、最優先に選定されるために工業技術の高度化と技術伝承

が大きな課題である。また、小規模事業者の工業技術紹介などは公益財団法人 宮崎県

産業振興機構等との連携により行い、小規模事業者の課題の集約、解決への対応など
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の支援体制をつくり高度化につなげる。 

（５）地域資源を活用した小規模事業者支援 

＜林業資源を活用した支援＞ 

２０１４年、日向市に大手製材会社の中国木材㈱（敷地面積 ：297,000m2 (約 9 万

坪)最終雇用予定人数３００人）が進出、又、木質バイオマス発電所のあいつぐ建設に

より、県北森林資源の活用が活性化している。今後長期にわたって伐採がおこなわれ

るが、伐採、育苗、植林、植林後の下刈、除伐、間伐など森林資源の継続的な供給環

境維持のために、各工程に対する業務の円滑化が要求される。そこに新事業としての

小規模事業者の参入機会（特に建設業関係）が発生する。 

（ア）伐採・・・搬出道路工事（建設業等の参入） 伐採搬出業者（現在不足・建設

業等の参入） 

（イ）育苗・・・大手業者や森林組合等との連携による対応（事業としての参入） 

 人材確保として女性の短時間就労ローテーション（人材派遣事業等） 

（ウ）植林、下刈り、除伐、間伐・・・現在就労者が高齢となっており、人手不足で

ある。今後の需要増加による新たな事業化が期待できる。 

以上を踏まえ、１０年後の姿として、森林資源の需要と供給の中で、小規模事業者の

役割が大きなウエイトを占めると思われ、上記サイクルが確立、維持されることによ

り従事する小規模事業者の堅実な売上の確保ができている。 

 

国は国産材使用について今後の森林保全の観点から積極的使用を提唱している。又、

新たな木材「クロス・ラミネイティド・ティンバー（CLT）」（CLTとは「ひき板（のこ

ぎりで切り出した板）」を繊維の方向が直角に交わるように積み重ねて接着した厚いパ

ネルのことで、欧米を中心に中・大規模のマンションや商業施設、公共施設等での使

用が増加している。）の普及についても「日本 CLT協会」にて進められおり今後の木材

需要について大きな期待がもてる。 

 

当所としては、林業関連事業に対する需要動向を調査し、建設業界、運輸業界との

連携を密接にし、事業化への取り組みを支援する。 

 

 ＜観光資源としてのサーフィンによる小規模事業者支援＞ 

サーファーは、現在年間１９万人が当地に訪れている。最近はオリンピック会場招

致運動の効果か、例年になく関東、関西、中国、四国から訪問者が増えており、中で

も家族づれの方も多くみられる。（下記利用客表の市内各サーフスポット利用客の内、

お倉ヶ浜はほぼ９５％がサーファーである。） 

経済効果の一番は宿泊施設である。ビジネスホテル、サーフィン会場の周辺になる民

宿、特に民宿では、海の幸をふんだんに使った海鮮料理が魅力であり、売上の伸びが

見られている。 

平均２～３泊しており、その経済効果は大きい。 

今後は更に、サーフィンのメッカとしての確立に向けた官民一体の取組みを進めなが

ら、関連する小規模事業者（下記）の売上向上のための経営発達支援を行う。 

同時に、他機関と連携しながら、地域のイベントを行い、観光入込客数や宿泊客数を

増加させ、日向という地域のブランド化に取り組む。 
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・関係事業所 

飲食業 

宿泊業 

 サーフィンショップ 

 運輸業 （タクシー等） 

 小売業 

当所としては、主にサーファーの動向に関する需要動向を調査し、滞在期間中の消費

動向を調査し、現状を把握する事により消費拡大への誘導、受け皿としての地元小規

模企業者の販売促進を促し、売上向上につなげる。 

 

 

市内各サーフスポットの利用客数   

    
単位：人 

  お倉ヶ浜 金ヶ浜 伊勢ケ浜 計 

H２３ 151,300 26,100 8,350 185,750 

H２４ 158,600 27,800 14,850 201,250 

H２５ 166,840 29,240 13,850 209,930 

H２６ 168,810 30,270 14,120 213,200 

H２７ 180,225 31,450 15,220 226,895 

  ※１ 宮崎県観光動向調査による（暦年での集計） 

  ※２ 夏休み期間中の海水浴利用者も含む     
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

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） 

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】（会員・非会員対象） 

小規模事業者にとっては日常の経営業務が中心となり、外部環境や商品サービスの

客観的な需要予測等について調査する時間を確保することが難しい。一方、当所でも、

小規模事業者に対して必要な全ての情報を手軽に提供できる仕組みを持っていなかっ

たため、小規模事業者に対して、需要動向や地域動向についてのデータを提供できて

いなかった。 

【現状】 

（１）日向商工会議所会員 30社の協力による四半期ごとの景況調査 

（２）日向市商店街通行量調査 7ヶ所 

（３）日本商工会議所 LOBO調査（当所協力事業者８事業所） 

（４）日向商工会議所 決算確定申告指導後における売上動向、粗利益調査（１５０

事業所） 

 

【課題】 

（１）上記調査と経営指導員による巡回・窓口相談で小規模事業者の相談業務に沿っ

た情報収集は行っているが、狭い範囲での動向に限られる。 

 

（２）宮崎県や日向市の位置する県北地区などの広域的な経済動向の情報や業種を取

り巻く業界の動向、消費者目線での客観的な情報につては県や地元金融機関等

の景況調査等が発刊されているが、当所による詳細な分析を行っていない。 

 

（３）国、日商、自治体、日銀、政策公庫、金融機関の公的シンクタンクが提供する

景況動向を注視し、地域景況と全国的な動向、さらには世界的な動向も併せて

日頃から提供できる事が大きな課題である。 

 

（４）より広域的な視点や業界動向を加味した視点、消費する側の視点の情報が不足

している。 

 

（５）小規模事業者、創業予定者の持続発展的な支援のため（１）～（４）の詳細な

分析を行い、創業予定者、小規模事業者へより早く解かりやすく情報提供する

仕組みがなかった。 

 

（６）これらの情報を、当所のホームページにて情報提供していなかった。 

 

【改善策】 

当所が、商品やサービス、および地域の経済動向についての情報を収集するととも

に、小規模事業者が自ら調べられるよう、効率的な情報収集方法を伝えることで、事
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業者自身の情報収集力を強化する。 

地域の経済動向については、販路開拓先候補の絞り込みや新規出店計画の参考など

小規模事業者の持続化に寄与するような情報提供を意識する。 

 この調査は、日向地区小規模事業者の事業計画策定支援の基礎資料として提供、活

用すると同時に、経営指導員等が個社に対しての経営分析や需要動向調査と合わせて

地域の状況を把握し的確な指導を行うため実施する。 

 

（１）統計資料等から把握する経済動向 

①産業別事業者数・就業者数・年間販売額等商業に関する統計（総務省統計局： 

経済センサス活動調査：５年毎） 

※経済センサス活動調査については、データ内容が膨大になることから支援内 

容にあわせて担当経営指導員が精製したデータの見出しをわかりやすくし、提

供・活用する。 

②日向地区内の経済動向に関する情報収集ついては、宮崎県延岡総務事務所総務商工

センターによる四半期に１回発行している「県北経済の動向」を活用する。 

③上記調査の各調査項目について、地域内の小規模事業者に必要である項目を解かり

やすく整理する。具体的には、住宅着工戸数や有効求人倍率、電力消費、景気動向指

数など地域の全般的な経済動向や消費者の求める商品やサービス、業種・業態の必要

とする商品やサービスの動向、一次産業、特に木材の市況（大手木材加工企業進出の

反映状況）やホテル、旅館宿泊数の推移（東九州自動車道開通による影響について）、

企業倒産（倒産理由）、金融情勢（設備・運転の推移）雇用情勢（有効求人倍率）等の

外部環境を事業者相談時に提供していく。 

 

（２）経済動向については、四半期に一度実施している宮崎県景気動向調査による各

種項目など業種別の経営課題をまとめて抽出し経済動向を把握する。その結果

を小規模事業者（創業者・第二創業者含む）へ提供し、事業計画策定及び経営

方針へ活用する。 

＜調査項目＞ 

① 売上・採算 

② 資金繰り 

③ 仕入れ価格 

④ 雇用状況 

⑤ 設備投資状況 

⑥ 経営上の問題点 

⑦ 今後の対応策 

⑧ 要望等 

 

（３）国や県、市の統計データによる地区別商圏分析や・活用業界団体がＷｅｂサイ

ト上で公表する市場データを収集・分析して、管内市場規模予測や販売実績推

移等の定量データを作成し、小規模事業者の市場予測や販路開拓に活用する。

また、日本政策金融公庫総合研究所の発刊する「調査月報」は具体的事例等が

掲載されており巡回・窓口にて活用する。 
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（４）日向市商店街通行量調査について、それぞれ商店街毎の通行量（平日・日曜日

に方向別、男女別、１時間毎）を調査分析（人の流れ、過去５年間の推移を表、

グラフ化）する事により創業予定者や小規模事業者の商店街出店者に対して、

特に、業種、業態により立地条件、取扱商品等への判断に対しての活用は大き

い。 

 

（５）以上の各データについては、当所、ホームぺージにより情報の提供を行い、小

規模事業者との接点とする。 

 

【情報収集のための具体的な取組】 

 関係機関との連携を通じた支援ノウハウを共有する会議、通行量調査などにより地

域の地域経済動向を的確に把握し、経営分析や需要動向調査と合わせて的確な指導を

行う。又、経営指導員による地域経済動向セミナーを実施し情報の提供と同時に経営

指導員の資質向上につなげる。これらの情報について巡回・窓口指導等にて活用する

事により地域経済動向を踏まえた小規模事業者への経営面や金融面等のフォローアッ

プを含めた支援が可能となる。  

                          

【目標】 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】（会員・非会員対象） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの 

開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

まずは、小規模事業者のリソース（経営資源）や持続的発達を支える強みを巡回等 

で調べ、具体的に SWOT 分析 などにより定性的な分析を行う。さらに財務分析により

定量的な分析を加え、事業者にフィードバックを行い分析に裏付けされた経営を行う

視点を養う。 

専門的な課題等については、宮崎県商工会議所連合会の専門家派遣事業を始めとし

て、（公財）宮崎県産業振興機構の活用や、中小企業庁委託事業のミラサポ専門家派遣

制度、地域金融機関などと連携し、小規模事業者の持つ強みをより発揮できる経営状

況分析を行う事により現状を反映した事業計画の策定が可能となる。 

【現状】 

金融相談、持続化補助金、ものづくり補助金、経営革新申請等における経営分析や

確定申告時の売上動向、粗利益動向調査をおこなってきた。 

 

 

 

地域経済動向 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

（１）県北経済動向活用

動向提供時期 
未実施 四半期１回 四半期１回 四半期１回 四半期１回 四半期１回 

（２）景況調査 
四半期１

回 
四半期１回 四半期１回 四半期１回 四半期１回 四半期１回 

（２）－１ 対象事業所 ２０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 
（３）商店街通行量調査 ７ヶ所 ７ヶ所 ７ヶ所 ７ヶ所 ７ヶ所 ７ヶ所 
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【課題】 

（１）これまでは各種申請、金融相談時の資金繰り時に主に分析を行ってきたが、今

後は、巡回・窓口相談時に経営分析について提案を行い、現状がどういった状

況かをまず知ってもらい、そのためにも日頃からの信頼関係づくりが重要であ

る。 

 

（２）経営分析を行った場合、その時点での状況説明と、改善点の対応であり、将来

に向けた活用について全般的に弱かった。 

 

【改善策】 

（１）小規模事業者（会員・非会員問わず）との接点である巡回時や窓口相談時に経

営分析の重要性を知らせるチラシ（簡易分析ができるフォーム付き）を配布し、

分析の必要性を促す。分析に興味を持ってもらい、詳細分析から事業計画まで

の段階的な個社支援に結び付ける。 

 

（２）経営革新、販路開拓、財務改善等の経営発達を望む積極的な小規模事業者に対

して経営分析セミナーを開催し、経営分析手法を指導。経営分析セミナーの具

体的な項目としてはＳＷＯＴ分析により（内部環境：強み（Strength）・弱み

(Weakness) 外部環境：機会(Opportunity)・脅威(Threat)）顧客、競合、自社

の項目により経営環境をつかむ。ＡＢＣ分析｛重点分析｝により取扱商品を始

め重要度の分析整理を行う。自社分析の基本として総合指標、資本回転率、売

上高利益率、生産性分析項目、安全性分析項目、債務償還能力項目、成長性分

析項目、損益分岐点分析項目、キャッシュフロー分析等を行う。 

・・・ＳＷＯＴ分析・・・ 
＜機会や脅威となる外部環境＞ 

ア 自然環境・・・暖冬、冷夏、環境規制、世論 など 

イ 法律・政治環境・・・規制緩和、法律施行 など 

ウ 市場環境・・・市場規模、成長性、消費者動向、海外市場の動向、顧客ニーズ、

市場シェアなど 

エ 経済環境・・・景気変動など 

オ 社会環境・・・人口、地域性、年齢構成、少子高齢化 ミクロ環境 など 

カ 文化・技術環境・・・価値観、社会規範、ライフスタイル、技術動向、技術革新、

情報技術（インターネット） など 

 

＜強みや弱みとなる内部環境＞ 

ア 経営者の資質・・・リーダーシップ力、バランス感覚（営業重視、管理重視、技

術力重視等）など 

イ 経営体質・・・組織構造、目標管理制度、チームワーク、人材育成・教育人事考

課システムの有無 など 

ウ 営業力・・・顧客別売上高・売上総利益の推移、営業組織、販売政策、販売チャ

ネル など 

エ 技術・生産力・・・研究開発力、人件費、付加価値、労働装備率 など 
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オ 販売力・・・店舗網、販売店 など 

カ 商品力・・・品質・デザイン、ブランド、売上高・売上総利益の推移、製品特性、

競合優位性 など 

キ 情報力・・・販売情報収集・分析力、発信力、情報システムの整備状況、情報の

活用状況 など 

ク 財務体質・・・資金力、信用力、利益計画立案 など 

 

経営分析の活用については、分析結果を結果表に明記し、その活用として経営指導 

により結果表を提示し、事業者に解かりやすく説明。マイナス要因の把握、それに対

しての対応、プラス項目については、その要因について現状認識をしっかりしていた

だき、マイナス部分についてはその改善策をしっかり経営指導員が指導する。特に売

上、利益、キャシュフローについては根本部分であるので伴走的に支援する。 

関係する借入償還等の基本的な部分は経営指導員として丁寧に指導し、特に困難な課 

題については、専門家派遣制度等により専門家と供に解決を目指す。フォローアップ 

として継続指導を行う。 

 

【目標】 

（）は参加者数 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】（会員・非会員対象） 

【現状】 

当所ではこれまで、金融償還計画や開業計画の支援、窓口・巡回指導、創業支援を

通じて事業計画策定支援を行ってきた。昨今は、ものづくり補助金申請や持続化補助

金にかかる事業計画策定支援を行ってきた。これらは現在、当所の中心的な事業であ

り、多くの小規模事業者の経営安定に寄与している。しかしながら、経営環境の急激

な変化に小規模事業者の対応が厳しい状況になっている。マイナンバーの施行や消費

税引き上げなどによる経営環境が変化する中で、事業計画の策定をしていない事業者

も多いのが現状である。 

 

【課題】 

（１）事業計画策定支援がものづくり補助金申請や持続化補助金申請等の事業の中で

実施する事が多かった。 

（２）事業計画セミナーを開催するが、受講生はその必要性は理解するが、実際に事

業所での事業計画が作られているか、フォローアップがなされてなかった。 

（３）（２）のための巡回指導がなされてなかった。 

（４）経営や事業計画、金融、創業などのセミナーについては受講者が少なく、掘り

支援内容 現状 30 年度 31年度 32 年度 33年度 34 年度 
巡回分析回数 30 90 105 120 150 150 
窓口分析回数 30 90 105 120 150 150 
経営分析セミナー

等の開催回数 
4回 4回（150） 5回（160） 5回（160） 5回（160） ５回（160） 

経営分析件数 10件 30件 35件 40件 50件 50件 
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起こしの工夫が足りなかった。 

（５）金融相談時に償還計画等に偏り、事業計画としての指導が不足していた。 

 

【改善策】 

事業者が経営課題を解決するため、上記２．の経営分析、５.の需要動向調査の結果

を踏まえ、事業計画策定支援を行う。各認定支援機関等（税理士・中小企業診断士） 

とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。技術 

的分野や販路開拓、店舗診断などの各テーマについては県連専門家、ミラサポ専門 

家派遣事業の活用も勘案し、小規模事業者のレベルアップを進め、ＰＤＣＡサイク 

ルの浸透を図る。 

 

（対象者：小規模事業者・創業者・第二創業者） 

 

（１）上記２経営分析の結果を踏まえて、セミナーの実施により、３年から５年の事

業計画策定支援を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

経営分析チラシ 

チラシからセミナーへ誘導 

 

簡易分析   

 

経営分析セミナー  

 

事業計画セミナー 

 

事業計画策定支援 
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※PDCA による徹底した計画遂行を伴走的に支援し、売上高、利益確保につとめる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）既存事業である経営革新講座の充実を図り、事業計画策定に関するセミナー、

個別相談会を開催し、やる気のある経営者の掘り起こしと経営力強化に向けた

指導を計画的に行う。 

 

（３）創業支援事業としては、日向市、日本政策金融公庫延岡支店との協定に基づき

創業塾を開催し、事業計画策定を支援する。業種、業態により資金調達、新商

品開発、補助金活用、商圏分析、立地条件分析など、それぞれのニーズにあっ

た支援を日本政策公庫延岡支店、市内金融機関、各専門家と連携して行う。開

業後における中長期の視点における売上数値等を具体的に積算し、事業計画策

定を支援する。 

 

（４）事業承継の問題については、いち早く情報を収集し、経営者と経営指導員がし

っかり話し合い、宮崎県事業承継センター担当者も交え、経営が継続するため

の事業承継計画を作成支援する。これにより、事業の存続、雇用の維持等、長

年蓄積された経営が守られる。事業承継はデリケートな問題であるため、日頃

の経営指導員の情報収集力、関係機関との連携が重要であり、個別指導での対

応により行なう。 

 

（５）上記①から⑤の取り組みについて、事業計画策定を経営指導員が伴走的に支援

する。ほか、専門的な高度な課題については専門家派遣制度等により、問題解決を図

Plan Action 

Do Check 

経営指導員毎・アドバイ

ザー毎、事業所を選択 

支援先の囲い込み 

対象事業所の選択 

巡回指導による面談・課題抽出 

 

定期的に実訪問・面談。 

経営者・役員・配偶者等ヒアリング 

経営分析やＳＷＯＴ分析を併用 

効果的・効率的な支援 

カルテによる報告 

上司によるアドバイス 

支援効果のチェック 

エキスパートバンク、ミラサポ

の専門家派遣等活用による支

援。事業計画策定の働きかけ 
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る。このことにより経営の安定化と雇用の維持・拡大を図る。 

 

【目標】                         （）は参加者数 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】（会員・非会員対象） 
小規模事業者は日常業務に追われていることが多いため、策定支援した事業計画が

計画で止まっているケースが散見される。一方、当所においては、経営革新でいえば

計画承認後のフォローアップ支援（実施支援）が十分に出来ていなかった。これは、

承認支援、承認件数だけに目が行きがちとなり、実施支援に関しては、目標設定や明

確な役割分担がなされていなかったことが一因である。 
加えて、小規模事業者は、自力でＰＤＣＡサイクルを回していくことが困難なこと

が多い。こうした課題を解決するため、計画実行状況に重点を置いた下記の事業を実

施する。これらの事業を実施することにより、小規模事業者の売上向上につなげる。 
【現状】 

（１）持続化補助金などやマル経資金貸付後の事業計画進捗状況についてのフォロー

は行ってきた。 

（２）新規開業者については、商工会議所会報にて紹介し、周知を図った。 

（３）新規創業者についてのフォローアップの期間が短い感があった。 

 

【課題】 

（１）事業計画に対する進捗度を見極めること。 

（２）目標売上に達してない場合の原因の究明が脆弱であった。 

（３）定期的な巡回による状況把握がなされてなかった。 

（４）国・県等からの支援策について活用できる事業所へ詳細な説明ができていなか

った。 

（５）創業者、第二創業者、経営革新申請者等の事業計画作成者の交流の場、情報交

換の場をもつことができてなかった。 

 

 

【改善策】事業計画を策定した全ての事業者対象 

事業計画の実行性と結果について、計画進捗状況を確認、フォローすることにより、 

計画の実現、自社の経営についての振り返り、新事業展開への可能性、資金繰りなど 

について伴走的に早期の対応をおこない、事業継続と経営発達を進める。 

支援内容 現状 30年度 31 年度 32 年度 33年度 34年度 
事業策定セミナー等の

開催回数 1回 2回（40） 2回（40） 2回（40） 2回（40） 2回（40） 
事業計画策定事業者数 15社 20社 30社 30社 35社 35社 
創業（第二創業）経営

革新支援者数 10社 15社 15社 20社 20社 20社 

創業塾開催 １回（30） １回（40） ２回（50） ２回（50） ２回（50） ２回（50） 

創業計画策定事業者数 15社 20社 25社 25社 25社 25社 
事業承継計画策定事業

者数 ３社 4社 5社 5社 5社 5社 

専門家派遣数 20社 25社 30社 35社 35社 35社 
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（１）フォローアップについては、事業計画策定後に四半期に１回訪問し、進捗状況

と必要な助言を行い、特に、売上についての分析を行い次につなげる。計画達

成が困難な場合は計画の見直しについて協議し、必要であれば専門家派遣によ

り問題の解決を図る。 

 

（２）創業計画策定事業者に対するフォローアップ支援については四半期に一回訪問

し、進捗状況を把握する。産業競争力強化法施行に伴い、日向市、日本政策金

融公庫延岡支店、税理士、金融機関と連携し、伴走型の支援を行う 

 

（３）事業承継計画策定事業者に対するフォーローアップ支援については四半期に一

回訪問し、進捗状況を把握し、必要な支援を行い円滑な承継に繋げる。 

 

（４）認定後における小規模事業者に対しての資金繰りについては「小規模事業者経

営発達支援融資制度」やマル経資金、日本政策金融公庫（国民生活事業）の活

用に当たっての支援を積極的に行うことで計画の実現を支援する。また、融資

実行後、各経営指導員による四半期毎の巡回指導を通じて、フォローアップを

行うとともに、具体的で専門的な課題が生じた場合は、中小企業診断士等の各

種専門家や宮崎県よろず支援拠点と連携し、適宜アドバイスを行うことで、計

画の実現性を高める。 

 

（５）経営革新講座の開講 

   事業計画後問題解決や計画の新たな取組み等のために開催し、経営のバージョ

ンアップを図る。専門家による個別指導を実施し、伴走的な指導を行う。 

【目標】 
支援内容 現状 平成 30年度 平成 31年度 平攻 32年度 平攻 33年度 平成 34年度 

事業計画策定事

業者フォローア

ップ指導回数 
40回 80回 120回 120回 140回 140回 

創業計画策定

事業者フォロ

ーアップ指導

回数 

40回 80回 100回 100回 100回 100回 

事業承継計画

策定事業者フ

ォローアップ

指導回数 

12回 16回 20回 20回 20回 20回 

経営革新講座 
1回 

（３０名） 
2回（60名） 2回（60名） 2回（60名） 2回（60名） 2回（60名 

創業個別相談会 
1回 

（５名） 
2回（20名） 2回（25名） 2回（25名） 2回（25名） 2回（25名） 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

【目的】 

需要動向調査は、小規模事業者が自身のおかれた状況を把握し、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である。新しい販路の開拓や新商品の開発に活か 

せるような消費者ニーズ、市場動向を把握・提供し、事業計画の策定や新たな需要の開拓に 

活かせる事業とする。 

 

（１）現状と課題 

 

【現状と課題】 

    市内の小規模事業者が需要動向調査を実施するスキルが乏しい 

→消費者の需要動向を十分に把握していない。 

① 商工会議所から個々の小規模事業者への需要動向に関する情報提供や的確な支援がで

きていない。 

② 商圏や売れ筋動向を把握できるツールを十分に活用できていない。 

 

【改善点】 

① 小規模事業者が生産・販売戦略を立案する上で、マーケットイン志向の重要性を

認識させること。 

② 顧客ニーズに対応するために定期的な情報提供、新商品開発や販路開拓を視野に

入れた事業計画策定とその実行支援を行う。 

 

（２）本計画において取り組む内容 

①対象事業者等（商品・サービス）のピックアップ 

地域の小規模事業者の中から需要動向調査を行う商品やサービスの選定を行う。特に

地域のブランド化につながる商品や地域特産品を活用している商品を優先することと

する。具体的には、下記の 4つに分類する。 

 

 

 

 

 

 

また、選定社数については、平成 30年度に 4社選定する。その後、支援事業者の継続・

見直しを行い、平成 32年度以降は 8社～10社選定する。 

【数値目標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査企業数 0 4社 4社 8社 8社 10社 

 

 

 

 

 

(a)日向市特産の柑橘類「へべす」を活用・加工した商品 

(b)はまぐり・岩ガキを活用した商品・サービス  

(c)林業資源を活用した商品・サービス  

(d)その他地域のブランド化につながる商品・サービス 
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②調査の方法・内容 

(a)既存商品・サービスについての市場動向調査 

既存商品・サービスの需要動向や新たな販路開拓のために、商品・サービスのブ

ラッシュアップなどを専門家からの意見を取り入れながら支援する。特に、マー

ケットインの考え方にもとづく『売れる商品・サービス』づくりのために、アイ

デアの創出、商品・サービスの改良・開発のための需要動向、市場の商品等に対

する評価を重点的に専門家から取り入れていきたい。 

また、宮崎県に設置されている「オールみやざき営業課」のコーディネーター（流

通業バイヤーとパイプを持つ人材）などを活用し、ニーズ調査や情報収集をおこ

ない、支援者にフィードバックしていく。 

 

【数値目標】 ※上記(２)①においてピックアップした対象事業においての調査とする。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

既存商品・サービス動向調査 0 4社 4社 8社 8社 10社 

 

(b)新商品・新サービスについての市場調査 

新たな地域特産品等を活用した商品・サービスについては、当市及び近隣に設 

置している「道の駅」等に出品・販売をおこなう支援対象者（平成 30年度は 2 

社、以降は年間 2社～5社選定）の商品を購入する顧客に対して購入時アンケー 

トを実施し、リアルな消費者の声を調査し、支援者にフィードバックしていく。 

なお、１商品あたり３０サンプルのアンケート取得を目標にする。（１事業所で１ 

商品の選定とする。） 

 

（調査項目） 

 

 

 

 

【数値目標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地元物産館でのアンケート

企業数（サンプル数） 
0 

2社 

（60） 

2社 

（60） 

4社 

（120） 

4社 

（120） 

5社 

（150） 

 

(c)バイヤーによるアドバイス支援 

さらに、上記②(a)(b)においてピックアップした商品・サービスについて、流通

企業バイヤー等を招聘し（商談会への出展も含む）、現状を把握するためアドバイ

ス等を受け、取扱商品等の需要動向とその評価を仰ぎ、支援者にフィードバック

していく。 

 

③調査結果の活用 

調査により得られた内容を整理して事業計画に織り込み、その計画の伴走型の実行支

援を通じて売れる商品・サービスに育てていく。また、その過程でマーケットインの

考え方を事業者に繰り返し教え込むことで、小規模事業者の商品・サービスに関する

目利き力を高めていく。 

顧客層（年齢、性別、居住地、ライフスタイルなど）、品質、

価格、味、容量、大きさ、パッケージなど 
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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】（会員・非会員対象） 

小規模事業者の商品開発・サービスの認知度・知名度を上げ、商品の付加価値を高

める。また、売上向上に資することを目的にイベント出展・物産展・県主催のアンテ

ナショップ・商業施設店舗での、販売促進計画立案を支援する。又、販路開拓を効率

的かつ実績が伴うよう、各関係機関と連携して情報提供や参加等の支援を行う。 
 

【現状】 

（１）全国展開事業による商品開発事業の実施。（シイラの生ハム）（東京ビッグサイ

トでの日商主催展示会） 

（２）農商工連携セミナー開催（Ｈ２４年度） 

（３）地域内資金循環等新事業開発検討事業による養殖岩ガキの販路開拓、地域内の

需要調査、（平成２６年度） 

（４）全国展開事業調査事業 地元杉を使った、組み立て式の仮設住宅の調査検討 

（５）宮崎県中小企業事業化支援補助金の活用により展示会出展支援３事業所（東京） 

（６）日向市産業商業祭への出展による自社商品のＰＲ事業支援 
 

【課題】 

（１）これまでは補助事業を中心とした支援を行ってきたが一過性に終わった事例が

多かった感がある。 

（２）事業の持続的な発展を推進するためには、新たな市場の開拓により、売上増進・

規模拡大を図っていくことが不可欠である。しかしながら、多くの小規模事業

者は、独自での市場開拓力・ＰＲ力に乏しく、優れた商品やサービスを開発し

ても、それがすぐに新たな顧客の開拓に繋がらず苦慮しているのが現状である。 
 

（３）専門家（バイヤー・アドバイザー）の指導・助言や商品に対する評価の機会が

なかった。 

（４）こうした現状を踏まえ、当所においては、インターネットの活用や、低予算で

行える自社ＰＲの開拓をはじめ、その事業者に適した内容の商談会や交流会の

開催など、様々な手法による販路開拓の機会を増やし、小規模事業者の販売力

強化を全面的にサポートしていかなければならない。 
 

【改善策】 

新たな市場の開拓による経営力強化を図りたい小規模事業者に対して商談会、展示

会、即売会等の情報提供、出展支援を行い商品の付加価値向上による売上向上、粗利

確保につなげる。 

小規模事業者の出展までのプロセスについて綿密な取組みを行う。 

商品開発から出展及びフォローアップ 

 

               経営資源・既存商品 方向性 開発商品、サービ

スの内容 

 

               需要調査 

 

ヒアリング 

マーケティング 
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               ストーリー性 

               粗利 製作工程等 

               小規模事業者持続化補助金等活用 

                

パッケージデザイン 

               商品撮影 

 

 

               メディア戦略 

               ホームページ 

 

 

               出展先確定  小規模事業者持続化補助金等活用 

 

 

 

 

 

※出展後、出展状況分析 販路分析、バイヤー意見等について検証し、商品並びに販

路のブラッシュアップを行う。 

商談会、展示会、即売会等の日程、場所、内容等情報収集において、宮崎商工会議

所との連携をさらに深め、情報収集にあたる。 

首都圏等商工会議所とも連携して商談会等の情報を活かし、商品開発、販路拡大に

反映する。 

各経営指導員がホームページ等を活用して情報収集を行い、展示会等の用法を共有

する。 

経営指導員ミーティングにおいては、月次単位で情報交換を行い、相談対応時にも

れなく周知できる体制を整える。 

 

新たな需要への取り組みは、バイヤーや消費者にどのように知って頂き、商品価値

を解かって頂くか、また、お客様のニーズがどこにあるのかを知る事が重要である。 

事業計画を策定した小規模事業者を対象に新商品・サービス等についての市場調査

を目的として下記の出展を活用する。 

一般来場者 バイヤーに商品評価（味・パッケージデザイン・価格・改良点・市場

性など）をいただき商品の見極めを行うと共に、ブラッシュアップを進め、さらなる

付加価値の向上を行う。 

 

【具体的な特産品・物産出展】 

・日本商工会議所主催・後援の展示会 

・日向市産業商業祭 バイヤー招聘による商品評価 

 ・宮崎県楠並木通り物産展 

商品企画・開発 

商品イメージ 

 周知 
        

出展・商談 

効果検証 出展・商談による販路開拓の測定 

出展・商談による

成果が得られな

かった先の再チ

ャレンジ 
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 ・宮崎うまいものアピール商談会（都市圏の百貨店・スーパー、レストラン・ホテ

ル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、県内

企業の皆様との商談会を行う。） 

 

【取組み】 

 

（１）小規模事業者に対しての販路開拓セミナー及び個別相談会を開催し、自社商品

に対する評価及び販路開拓について具体的に研修を行う。 

個別相談では、経営分析、事業計画に基づき、需要動向に対して、自社の取組が

適切であるか専門家を交え精査する。 

 

（２）日向市特産の「へべす」及び養殖岩ガキを活用した商品開発への支援 

農商工連携によってつくられた商品に対しての評価調査を宮崎県楠並木通り物

産展、宮崎うまいものアピール商談会にて実施し、商品改善、販路開拓に繋げる。 

 

（３）農商工連携、事業計画作成支援として日向特産品の「へべす」の加工商品事業

者や養殖岩ガキ養殖卸業者の販路開拓を支援する。 

 

 

※へべす（日向市特産）・・・・夏の酢みかん。「すだち」より玉が大きく、「かぼす」

より香りが優しく、「ゆずより皮が薄くたっぷり果汁がとれると好評です。 

平兵衛酢（へべす）の特徴は、非常にビタミンＣが豊富なことです。ビタミンＣは直

接細胞内の酸化還元現象を活性化し同時に細胞内の呼吸作用の調整も 行います。さら

に、タンパク質を合成する必須アミノ酸 9 種類のうち 8 種類が含まれており、健康づ

くり体力づくりには欠かせない一品です。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（まるごと宮崎ＨＰより）  岩がき 



27 

 

（４）小規模事業者持続化補助金、事業化補助金等を活用した販路開拓支援 

集客につながる具体的な取り組みに対して補助金を活用した販路開拓支援を小

規模事業者と一体となり実施する。小規模事業者の身の丈には大変マッチした補

助金であり、経営計画を立てるきっかけとしても特に有効な制度であることから

積極的な活用を勧める。 

 

（５）海外展開セミナーの開催 

台湾、シンガポールなどアジア諸国へ現在輸出実績のある小規模事業者１３社を

中心として、更に輸出事業者が拡大できるよう支援する。ジェトロ等からの情報

収集、連携による支援を行う。 

ジェトロは、2015年 10月 28日、宮崎県に「ジェトロ宮崎貿易情報センター（ジ

ェトロ宮崎）」を開設、今後はジェトロ宮崎との連携により当地区の小規模事業

者の海外展開を積極的に支援する。 

現在、当市では、シンガポールに県内、県外の商材を集め輸出している小規模事

業者があり、開始して４年目、年々取扱量が多くなっている。また、３年目だが

椎茸専門に台湾へ卸している小規模事業者も取扱量が多くなっている。 

 

（６）小規模事業者の情報発信力は非常に脆弱である。 

ＩＴによる情報発信について専門家を活用し、ＨＰの作成や、ＳＮＳ、フェイス

ブック等の利用を支援する。情報発信力の向上を行う。 

（７）商談会出店支援 

「宮崎うまいものアピール商談会」への出店参加を促進する。商談会参加案内は、

所報やＷＥＢサイト、メールマガジンにより情報提供するほか、巡回・窓口相談

時に事前調整型の商談会であることを説明し、小規模事業者へエントリーを提案

する。参加希望の小規模事業者には、効果的な商談に向けて、商談会での 

予約数を向上させるため、企業概要のエントリーシートを魅力的に作成する支援

のほか、効果的な商談会を行うために、自社の強みに基づく商談ＰＲ資料の有無

を確認し、必要に応じて企業ＰＲ資料等の作成支援に取り組む。 

 

【目標】 

 

項目 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

販路開拓セ

ミナー 
0 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

販路開拓個

別セミナー 
0 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

農商工連携

による商品

開発支援 
0 5社 ７社 ７社 ９社 １０社 

農商工連携

事業者支企

業数 
0 5社 ７社 ７社 ９社 １０社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み                                     

「ひゅうが地区経済連携の会」を中心とし、経済圏としての隣町都農町も含め地域活

性化の検討をする。 

東九州自動道全面開通に伴い、各地域の「もの（特産品・生鮮食料品）」をこれまで

以上にブラッシュアップし、各団体が連携し、「豊作祭」（仮称）を開催することによ

り日向市を中心とした地域の活性化を図る 

（１）日向圏域経済連携の会と都農町で構成する「日向圏域活性化会議」を計４回行

い、会議において農商工連携及び高速道路を活用した経済対策について協議す

る。特に、現在日向市細島にて実施している「養殖岩ガキ」が漁協、地域住民

により昨年から試験販売を行っている。当所では平成２６年度事業「地域内資

金循環等新事業開発検討事業」にて、漁協、行政、生産者、関係者等と「養殖

岩ガキ」の販路拡大について協議を重ねている。 

（２） 「養殖岩ガキ」については、地元消費はもちろん、観光客の誘致にも大きなイ

ンパクトになると思われる。 

（３） 農商工連携の消費拡大については日向市駅前西口広場にて実施。又、「岩ガキ消

費拡大については細島港にて実施する。又、本年実施したプレミアム商品券の

購買調査の結果について業種、購入品の状況を分析し、特に商業・サービス業

への情報提供を行う。 

 

（農商工連携）                    ぷらっとひゅうが駅市 

 

 

（岩ガキ） 

※生産量について平成２７年度１０トン、平成２８年からは５０トンの予定である。 

※カキ小屋整備、市内料理飲食店での導入、商品開発等の支援が必要であり、市外か

らの観光客誘致等との連携により消費拡大を目指す。 

 

販路開拓補

助金申請指

導企業数 
12社  15社 20社 20社 25社 25社 

海外展開セ

ミナー 
0 1回 2回 2回 2回 2回 

情報発信個

別指導企業

数 
0 15社 20社 20社 25社 25社 

商談会出展

企業数 
0 15社 20社 20社 25社 25社 

商談成立企

業数 
0 5社 7社 7社 10社 10社 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 12回 16回 16回 16回 16回 16回 

来場者数 30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）「日向市小規模事業者支援連絡会議」（仮称）の開催 

先に述べているが、小規模事業者の発展につなげるべく、当所が中心的役割を 

果たすべく「日向市小規模事業者支援連絡会議」（仮称）において、行政、日本

政策金融公庫、地元金融機関、税理士、中小企業診断士等との連携により、管内

新規創業者の掘り起し、小規模事業者の経営安定に向けた支援を行い、活力ある

地域経済を推し進める。 

（２）経営分析に関する税理士、中小企業診断士との連携 

管内税理士、及び中小企業診断士との連携により小規模事業者の経営分析を行

い、具体的な改善方策を検証する。 

（３）金融支援事例研究 

支援の事例やノウハウについて研修する。特に日向市（日向市特別融資）、日本

政策金融公庫延岡支店、管内金融機関と密に連携し、地域の小規模事業者の金融

ニーズの掘り起しを行う。そのための連絡会議を３ヶ月に１回開催する。必要に

応じ、オブザーバーとして県（金融支援室）の参加もお願いする。会議では、小

規模事業者に対する本事業の推進状況の報告を行い、小規模事業者が抱える問題

点を協議し、課題の整理を行い、今後の対応を金融面から具体的に検討しその結

果を経営指導員による指導に反映する。 

 

（４）委託団体との連携 

日向市青色申告会、宮崎県北法人会日向支部との連携を図り、（事務局が会議所

職員担当）各種事業に参画し、小規模事事業者との接点を増やし、施策説明、活

用周知をおこなう。 

目標 

 

項目 平成２9年度 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 

日向市小規

模事業者支

援連絡会議 
0 3回 3回 3回 3回 3回 

経営分析に

関する税理

士、中小企

業診断士と

の連携会議 

0 2回 2回 2回 2回 2回 

金融支援事

例研究会議 
0 2回 2 回 2 回 2 回 2 回 

委託団体と

の連携会議 
0 1回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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２．経営指導員等（全職員）の資質向上に関すること 

（１）研修等実施 

①宮崎県商工会議所連合会が主催する研修会に年 2 回 15 時間（一般コース・特別

コース）に参加し商工労働行政の一般的情報を研修し、中小企業を取り巻く経営

環境、支援の取り組み等、経営指導員等の資質向上を図る。 

②日本商工会議所や経済産業局が開催する説明会・研修会へ参加することにより情

報収集に心掛け小規模事業者の利益確保に繋がる支援ができるよう支援レベルの

向上を図る。 

③平成 26 年度より全国で展開されている中小機構が主催する「経営指導員向け小 

規模事業者支援研修」に毎年名参加させ支援能力の向上を図る。 

④ＯＪＴ（実践指導経営）として専門家に同行し、支援ノウハウを習得する。具体

的には、専門家が有する業種別の基本知識や分析方法、分析結果を踏まえた提案

内容を導き出す方法など、支援ノウハウについて習得する。そして、将来的には、

蓄積したノウハウを活用して小規模事業者の支援が実施できるよう内製化を目指

す。 

⑤当所では、若手指導員１名（中小企業診断士）、情報支援員１名（指導員資格保持

者）２名の若手がおり、今後の日向市の小規模事業者及び商工業者の経営支援の

柱となるようにベテラン指導員とチームにて支援する事を通じて指導力、助言内

容、情報収集力を学ぶなど、伴走型の支援能力の向上を図る。又、職員２名は行

政書士の資格を有し、今後、さらに法務的側面からの小規模事業者の支援ができ

るように、実務法務研修を受講し、小規模事業者への法務面でのさらなる支援能

力の専門化、指導力の向上を目指す。 

 

（２）組織内での支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等の共有 

所内業務においては、機密性の高い経営情報が多く、指導ノウハウはそれぞれの

指導員に蓄積される傾向にある。この経営指導員に蓄積している経験値を共有化、

表面化することにより、指導ノウハウとして組織の財産となるような取り組みを行

う。詳細は以下の通り。 

 

① 経営指導業務の共同化              

職人等は親方から弟子へ技術の伝達を行う際、ともに作業を行うこと(共同化)に

よって、ノウハウを蓄積させる。我々、経営指導員においても、先輩指導員と後

輩指導員で業務の共同化を図ることで、指導体験を共有。先輩指導員のノウハウ

を後輩指導員の経験として定着させる必要がある。具体的には、巡回指導の帯同

訪問や窓口相談の際にペアで対応すること等である。 

  

② データベース化とコンセプト策定  

これまで、日々の指導カルテの作成を行ってきた。しかしながら、そこに蓄積さ

れたデータを抽出し、情報として表出化する必要性を感じている。具体的には、

指導カルテのデータベース化を図れるようなソフトの導入を行い、抽出されたデ

ータを基に日向商工会議所の指導コンセプトを定める。 
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③事業ごとに蓄積された情報の連結化       

今回計画を立てた経営発達計画においては、これまで当所が取り組んでこなかっ

た新事業の展開が図られる。そして、新しい事業の円滑な推進はこれまで蓄積さ

れてきた過去事業の成功事例の連結化によって実現すると考える。具体的には、

これまで実績を残してきた事業を振り返る業務会議を開催し、表出化した指導コ

ンセプトを組み合わせる議論を深める。 

  

④現場主義による実践と改善       

蓄積された指導ノウハウを実践し、新たな経験として各個人への浸透を図る。具

体的には(１)～(３)の取り組みによって、出来上がった方法論を巡回指導等の場

において積極的に活用する。いち早く行えるよう組織が取り組む業務の改善を行

い、現場主義の徹底を行う必要がある。 

 

⑤連絡会議と情報蓄積 

毎月 2 回開催する日向商工会議所 4 名の経営指導員による連絡会議にて小規模事

業者への支援について情報を共有する。また、各自参加したセミナーや研修会で

得たノウハウを共有する。全職員に情報共有が必要だと思われる資料を各自が判

断し「情報共有フォルダ」に集め、情報を共有する。「情報共有フォルダ」につい

ては、通常の経営支援項目（経営革新・経営一般・情報化・金融・税務・労働・

取引・環境対策・創業）から整理するが、情報が集積する事により再分類化し、

抽出しやするなど工夫する。職員の退職、配置換えなどのよる業務引継と対応に

ロスがないよう、だれがみても解るように整理蓄積する。 

 

⑥新規採用職員や部署移動による職員に対する対応 

小規模事業者支援情報について「情報共有フォルダ」の活用の仕方の研修を行う。

何がどこにありどのように活用するか、活用事例を上司が示し、業務が円滑に進む

よう指導する。同時に情報蓄積の意義と重要性を理解させ、本人による問題点の解

決案件等の整理保存についても指導する。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること。 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価 

検証を行う。 

（１）前述の「日向市小規模事業者支援連絡会議」を四半期一回開催し、席上で、事

業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

（２）「日向市小規模事業者支援連絡会議」において、評価・見直しの方針を決定する。 

（３）経営発達支援事業の成果・評価・見直しの結果については、経済産業大臣へ報

告し、承認を受ける。 

（４）経営発達支援事業の成果・評価・見直しや、今後の事業計画を当所のホームペ

ージで計画期間中に公表する。 

 

 



32 

中小企業相談所 

（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 

（経営発達支援事業従事者） 

   中小企業相談所 相談所長                      １名 

           経営指導課 経営指導員               ２名 

経営情報支援員             １名 

           地域振興課 経営指導員               １名 

                 経営情報支援員             ２名 

                           

※経営指導員４名 それぞれ各指針主担当及び副担当として相互に補完し、経営情報支

援員と伴に本事業を推進する。 

   （総務課） 

           課長        １名 

           一般職員      ３名 

＜組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 頭 

議員総会 議 員（９９名） 

 

副会頭 

（３名） 

（部会） 

建設部会 

木材部会 

サービス部会 

金融保険部会 

交通運輸部会 

公衆衛生部会 

工業部会 

商業第一部会 

商業第二部会 

不動産部会 

医療福祉部会 

監事〈3 名〉 

特
定
商
工
業
者 

（委員会） 
・総務委員会 
・会頭選任詮衡委員会 
・ひゅうが朝市実行委員会 
・日向市中心市街地空き店舗

対策事業委員会 
・小規模事業者経営改善資金

審査会 
 
 

 

 

 

 

 

青
年
部
・
女
性
会 

会 
 
 

員
（
一
五
一
二
名
） 

総 

務 

課 

経
営
指
導
課 

地
域
振
興
課 

専務理事

（事務局

長兼務） 
常議員会 常議員 

（２５名） 
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（２）連絡先 

日向商工会議所 中小企業相談所  

電話 ０９８２－５２－５１３１ 

ＦＡＸ０９８２－５２－１１３３ 

ＨＰアドレス http://www.miyazaki-cci.or.jp/hyuga/wp/ 
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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） 

 29年度 

（予算） 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 47,253 52,700 53,000 53,200 53,300 53,400 

 

中小企業相談所 

特別会計 

（1）経営支援事業

費 

46,643 49,500 49,800 50,000 50,100 50,200 

 
(2)事業計画の策

定・実施支援 450 450 450 450 450 450 

 
一般会計 

(1)景況動向調査 0 200 200 200 200 200 

 (2)通行量調査 160 250 250 250 250 250 

 
(3)経営分析・需要

動向調査 0 600 600 600 600 600 

 
(4)地域特産品開

発事業 0 600 600 600 600 600 

 
(5)販路開拓セミ

ナー開催 0 800 800 800 800 800 

 
(6)海外展開セミ

ナー開催 0 300 300 300 300 300 

（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 ３分の２ 

市補助金 ３分の１ 

収益事業繰入 

状況に応じて県補助金等及び助成金等の活用。 

 

（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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発達計画における事業の連動性 
１．小規模事業者の経営状況の分析を行い、事業者の経営力について把握する。何が強みで、何が弱みか

を明確にする事により、弱い部分についての改善、強い部分をさらに伸ばす。 

 

 

２．経営分析にて判明した事業者の経営資源を基本に、課題解決に向けてまず、３年間での事業計画を策

定する。計画策定には地域経済動向や消費者動向などを加味し伴走的に計画策定を行う。又、計画実施に

はＰＤＣＡにより、実行度合について検証する。計画と実績についてかい離があれば、見直し等も含め対

応し、状況に応じて専門家等の派遣、金融支援等を行う。 

 

 

３．地域の経済動向を把握し、小規模事業者の事業計画策定時に活用する。小規模事業者が自ら、これら

の情報を活用できるように、当所ＨＰにより調査情報を掲載する。 

 

 

４．小規模事業者の販路開拓について、展示会の情報取集、商品開発についての支援を行い、小規模事業

者持続化補助金等の活用による展示会出展、商品開発の支援を行う。販路開拓、商品開発を進めるにあた

っては、地域経済動向や、新たな需要調査を踏まえ、経営資産の活用に基づき事業計画に反映し、時系列

に目標を立て、達成度により、さらなる改革、改善支援を行う。 

 

 

５．以上の事業を有機的に連動させ、小規模事業者の経営発達を円滑に行い、まずは売り上げの向上、粗

利（付加価値）の向上、資金繰りの安定をはかる。創業、第二創業者に対しては、出発点が重要であり、

本事業により、実効性のある開業計画書作成を行う。 

事業計画については上記各事業によりＰＤＣＡに基づき、常に、振り返り、反省、改善、行動のサイク

ルの中で事業発達支援を継続して行う事により、小規模事業者自らが主体的に事業計画を策定し、PDCAサ

イクルによる経営発達（持続的発達）する手法を確立する。 
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経営指導 

経営指導（風）を送り込

むことで、小規模事業者

の PDCA サイクル（風

車）の速度を飛躍的に向

上させる。 

第１フェーズ 

第２フェーズ

 

 

 

PDCA サイクルを確立した小規

模事業者が成功体験事例となり、

他の事業者へイノベーションの風

を送り込む。事業者 A～D はさら

にイノベーションを起こし、地域

内の事業者が連鎖的なイノベーシ

ョンに至る。 

重点的個社支援による地域内の成功事例の創出と連鎖的反応による 

イノベーションタイフーン 
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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 経営分析に関する事 

② 需要動向に関する事 

③ 事業計画書作成に関する事 

④ 経営環境に関する事 

⑤ 地域経済振興に関する事 

⑥ 経営革新、創業、第二創業に関する事 

⑦ 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事業 

特に日本政策金融公庫との連携は小規模事業者の生命線である、資金計画の上で大変重要

であり、公庫のこれまでの経営情報、経営分析情報は小規模事業者の経営計画作成の上で

も大変貴重なデータであり、大いに活用したい。 

 

連携者及びその役割 

日向市 日向市長 十屋幸平   商工港湾課 商工係 清水 雄二 

宮崎県日向市本町 10番 5号 

TEL:0982-52-2111（代表）   

日向市特別融資による金融支援 

   空き店舗対策補助事業による中心市街地活性化 

    農商工連携における産業育成についての意見交換 

    内陸型誘致企業等推進及び連携 

ひむかＢizセンター センター長 長友 慎治 

      （日向市商工港湾課内） 

      ・創業  

     ・売上アップ 販売戦略 

 

日本政策金融公庫 延岡支店 支店長 奥園 賢史 

延岡市瀬ノ口町１丁目３番１０号 

TEL：0982-33-6311 

    「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用 

    金融機関としての側面からのアドバイス 

    事業計画についてのアドバイス 

    金融及び事業計画セミナー講師としての参画 

 

ハローワーク日向  所長 中城 栄彦 

宮崎県日向市北町２丁目１１ 

TEL:0982-52-4131 

    雇用状況に関する事    各種助成金について 

tel:0982-52-4131
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日向市金融団 代表 宮崎銀行 日向支店 吉田 秀朗 

日向市本町１３−９ 

TEL：0982-52-2121 

    金融機関としての側面からのアドバイス 

    事業計画についてのアドバイス 

 

認定支援機関 中村 眞 税理士事務所 

日向市原町３丁目 10番 1号 

TEL：0982-53-8080 

    事業承継、Ｍ＆Ａ 事業再生 

 

認定支援機関 山元経営診断事務所 中小企業診断士 山元 理 

宮崎市清武町加納乙 263-3 

TEL： 0985-64-9505 
    経営革新 創業 第二創業 事業計画 

 

公益財団法人 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 

TEL：0985-74-3850 

販路開拓 ブランド化 

 

宮崎県よろず支援拠点 

理事長 緒方 哲 

宮崎市佐土原町東上那珂 16500 番地 2 

TEL：0985-74-3850 

創業塾の共同開催、専門家による事業計画、販売促進等講義 

 

宮崎事業承継ぎ支援センター 

専門相談員 阿南友也 

宮崎市錦町１番１０号 

TEL：0985-22-2161 

事業引継 M＆A 

 

ジェトロ宮崎 

所長 宮内 安成 

〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町 1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館（KITEN）3階 

TEL：0985-61-4260 

海外事業展開 輸出 輸入 
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＜日向圏域経済連携の会＞ 

日向商工会議所   

門川町商工会 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末 9246-2  TEL：0982-63-1514 

会長 安田 厚生 

広域連携 

 

東郷町商工会 日向市東郷町山陰丙 1602-2  TEL0982-69-2075 
会長 那須 茂樹 

 広域連携 

 

日向農業協同組合 日向市鶴町 1丁目 3番 12号 TEL：0982-55-2500 

代表理事組合長  福良 公一 

 農商工連携 

 

日向市漁業協同組合 日向市大字細島８５２−３ TEL:0982-52-4088 

代表 是澤 喜幸 

 岩ガキ振興 農商工連携 

 

耳川広域森林組合 日向市東郷町山陰辛 280番地 1 TEL: 0982-68-3515 
組合長 甲斐若佐 

 林業振興 製材業 建設業 木工業等々との連携 

 

日向地区建設業協会 日向市 中町１ TEL:0982-52-4138 

会長 甲斐 英伸 

 小規模建設業者支援について連携 

 

日向市商店会連合会 日向市上町３蕃１５号 TEL:0982-52-5131 

会長 則貞 通純 

 中心市街地及び周辺商店会との連携 にぎわい創出 

 

日向市観光協会  日向市上町１−１９ 日向市駅 TEL : 0982-55-0235 

会長 松葉 藤吉 

 観光振興及び中心市街地活性化 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0982-52-4088
tel:0982-52-4138
tel:0982-52-5131
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連携体制図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

相
談 

支
援 

日向市小規模事業者 

支援連絡会議 

＜総合相談窓口＞ 
日向商工会議所 

・経営分析に関する事 
・需要動向に関する事 
・事業計画書作成に関する事 
・経営環境に関する事 
・地域経済振興に関する事 

＜行政＞ 
日向市 

・日向市特別融資による

金融支援 
・空き店舗対策補助事業

による中心市街地活性化 
・農商工連携における産

業育成についての意見交

換 
・内陸型誘致企業等推進

及び連携 
 

＜認定支援機関＞ 
中村眞税理士事務所 
山元経営診断事務所 
・専門家派遣相談の実施 
・経営分析の支援 
・セミナー講師 

 

＜金融機関＞ 
日本政策金融公庫 
日向市金融団 

・小規模事業者経営発

達融資制度の活用 
・金融機関としての側

面からのアドバイス 
・事業計画についての

アドバイス 
金融及び事業計画セミ

ナー講師としての参画 
 

＜連携機関＞ 
宮崎県 

宮崎県よろず支援拠点 
公益法人宮崎県産業振興機構 

ジェトロ宮崎 
宮崎事業承継センター 

ハローワーク日向 
ひむかＢiz センター 

小規模事業者 
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