
経営発達支援計画の概要 

実施者名 高鍋商工会議所（法人番号 7350005001836） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

小規模事業者の売上・利益の増加を図り、長期的には新たなビジネスモデルの

構築支援などを実施。このことにより古くは高鍋藩の城下町として栄えた宮崎県

央の商業の町高鍋町の再興を図ることを目的とする。 

人口減少が避けられない状況の中で中長期的な定量目標として、経営指導員が

積極的に管轄内の小規模事業者を支援し、小規模事業者の実質的な減少を抑える。

2015 年と 2020 年の人口予測値を比較した場合、4.2％の減少であるが、県央の商

業都市の高鍋町として、小規模事業者は、1.0％の減少にとどめることを目指し、

高鍋町が定めている中心商店街に関しては、新規出店の為の方策を講じ現状維持

を目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

国、宮崎県、高鍋町が公表するデータの調査及び当会が独自に地域経済に関す

る動向を調査、分析、提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

巡回等により小規模事業者の経営支援ニーズを収集し、経営状況を分析、提供

する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者をヒアリングし、事業計画、創業・第二創業計画、経営計画策定

支援を行う。なお、セミナー等通じて、事業計画の重要性の理解を促進し、伴走

型で策定支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定実行した事業計画をＰＤＣＡにより管理し、進捗状況の確認、フォローア

ップ、フィードバック、計画の見直し及び修正まで一貫して支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

独自調査及び関係機関との情報交換を通じて、需要開拓を図るための必要な情

報を調査、分析、提供する。 

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】 

関係機関が開催する物産展等の情報提供周知のほか、高鍋商工会議所が事務局

として物産展を開催する。 

＊会員非会員を問わず小規模事業者を伴走型で支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

高鍋町の経済活性化を図るため関係機関と連携し、高鍋町内の各種団体と連携

し取組内容を協議実行する。 

また、地域経済活性化のための各種調査、分析も実施する。 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

連絡先 

 高鍋商工会議所 中小企業相談所 

  〒８８４－０００２ 

  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３８ 

  ＴＥＬ ０９８３－２２－１３３３ 

  ＦＡＸ ０９８３－２３－３１５９ 

  E-mail tcci@miyazaki-cci.or.jp 

  ＵＲＬ http://www.miyazaki-cci.or.jp/takanabe 
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高鍋町 

高鍋城跡、現在は石垣と城堀を残している 

（別表１） 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

Ⅰ. 高 鍋
たかなべ

町の商工業を取り巻く現状 

 

１．高鍋町の現状 

宮崎県児湯郡高鍋町は、宮崎県中央部海岸沿いに位置。宮

崎平野の北部にあたり、町内全域が沖積平野および洪積台地

である。中央部を一級河川小丸川と宮田川が流れ、周囲三方

を大地に囲まれている。町域は東西１０km、南北６km で宮

崎県内の自治体としては最も狭い行政区である。人口は平成

２９年６月現在で２０,６８８人世帯数は８,６８３世帯。 

隣接の行政区は西都市・新富町・木城町・川南町である。 

古くは高鍋藩の城下町として栄え現在も町内ところどこ

ろにその面影を偲ばせる。一般町民も学ぶことが出来た藩校

明倫堂からは、明治期には多くの偉人を輩出し、町としては

古くから「歴史と文教の町」をテーマに掲げている。 

町内には二つの小学校と中学校、県立高校２校と県立農業

大学校を有し、 

小学生 １,１３０人 

中学生   ５３５人 

高校生 １,２１１人 

農大生   １１５人  

合計２,９９１名が高鍋町内で学んでいる。 

高鍋町内には国・県の出先機関が多く、国＝５０人 県＝２４６人 教育機関＝２７１人が町内勤

務をしている。 

さらに国道・県道が放射状につながり交通の要所でもあることから、商業の一大集積地となってい

る。 

 

 
 

 

２．高鍋の大きなイベント 

（１）日本一のきゃべつ畑のひまわり祭り 

高鍋町は九州有数のキャベツの一大生産地である。キャベツ畑は夏場緑肥として１,１００万本の
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ヒマワリが咲き誇っている。元々地元農家の方々を中心に行ってきたが、高鍋町としても町の大きな

イベントとして位置づけ、例年８月第２土曜日と日曜日に「日本一のきゃべつ畑のひまわり祭り」と

銘うち盛大にイベントを行っている。イベント日の２日間では１万人以上の方々がひまわりの見学に

訪れる。イベント開始当初は農家さんを中心に行っていたが、現在は高鍋商工会議所としても物産出

店関係等を担当し、管内小規模事業者の出店のお手伝いを行っている。 

 
高鍋商工会議所のキャラクターたか鍋大使くん 

 

（２）高鍋城灯籠まつり 

高鍋商工会議所青年部が中心となり、

平成１３年に第１回が開催。以後毎年１

０月上旬に高鍋城址周辺にて開催。 

 高鍋城灯籠まつりは、高鍋の誇りであ

る名君「秋月種茂公」が設立した、藩校

「明倫堂」の教えである「人の道」を育

む心「精神文化」に明かりを灯し、受け

継ぎ伝えていくためのまつりである。 

２万基前後の灯籠を並べ幻想的な雰

囲気を演出している。開催日の二日間で

は約４万人の来場者がある。 

高鍋商工会議所としては、いくつかの

部門の運営の運営を執り行っており、特

に物産出店関係等を担当し、管内小規模

事業者の出店のお手伝いを行い販路開拓につなげている。 

 

（３）西都児湯鍋合戦 

２００８年に高鍋商工会議所が発起人となり周辺市町村に呼びかけ例年１１月中旬開催。 

 地域の名を冠し、地元の食材・人材・物語

等様々な地域資源を活かした創作鍋料理対

決。昼のみのイベントであるが、２万人前後

の来場者があり現在では宮崎を代表する食

のイベントといえる。 

第１回より第８回まで高鍋商工会議所が

事務局として実施。現在は運営全般のサポー

トと物産出店関係等を担当し、管内小規模事

業者の出店のお手伝いを行い販路開拓につ

なげている。 
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３．高鍋の地場産品が購入できる施設 

（１）高鍋温泉 めいりんの湯 

 平成１３年にオープン。高鍋商工会議所も出資しており第三セクターで運営している。 

 温泉と併設して、レストランと地場産品の販売スペースも有する施設。平成２８年度の温泉来場者

数は１６８,３６８人。物産販売額は６,４６０万円。 

 運営に関しては当所職員も携わっており、特に平成２６年度中は閉店していたレストランである

が、当所も関係機関と協力し業者を探し募集選考し開店に導いている。 

 

 
 

（２）ママンマルシェＴＡＫＡＮＡＢＥ 

  高鍋町の誘致企業で平成２９年１２月高鍋町持田の国道１０号線沿いに道の駅的店舗をオープン

した。地元の野菜を原料とした菓子の製造工場の他、レストラン・売店の営業も行う。 

  用地取得・テナント業者・納めの業者の紹介など、出店のためのサポートを行っている。 

  国道１０号線の直近の国土交通省の調査によると、平日１日あたりの交通量は２６,３８３台。朝

８時から夜８時までの１２時間では１９,８４６台である。 
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４.高鍋町の産業の現状 

（１）高鍋町の産業構造（事業所数・従業員数・売上金額） 

 

 
 

高鍋町の産業構造は、「I 卸売業，小売業」が売上金額、従業者数ともに最も多くなっている。続

いて従業員数では「M宿泊業，飲食サービス業」「Ｐ医療，福祉」。売上金額については、「I卸売業，

小売業」に次いで「N生活関連サービス業，娯楽業」「E製造業」の順で多くなっている。 

高鍋町は、児湯郡や西都市を商圏とする小売店や飲食店が集中しており、第 2次産業第 3次産業の

比率が高くなっている。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

農業林業 漁業
鉱業採石業

砂利採取業
建設業 製造業

電気ガス熱

供給水道業
情報通信業

運輸業

郵便業

卸売業

小売業

金融業

保険業

H21 32 2 1 98 43 3 7 22 354 20
H26 19 1 0 79 36 3 2 19 330 17
増減 -40.6% -50.0% -100.0% -19.4% -16.3% 0.0% -71.4% -13.6% -6.8% -15.0%

Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ
不動産業

物品賃貸業

学術研究専門

技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業飲食

サービス業

生活関連

サービス業娯楽賞

教育学習

支援業
医療福祉

複合ｻｰﾋﾞｽ事

業
サービス業 公務

H21 54 50 243 129 46 85 9 86 14 1,298
H26 55 43 216 123 55 106 9 89 11 1,213
増減 1.9% -14.0% -11.1% -4.7% 19.6% 24.7% 0.0% 3.5% -21.4% -6.5%

合計

 
事業所数の推移では、平成２１年と平成２６年を比較した際全体的で６.５％の減少、増加してい

る業種は医療福祉の２４.７％・教育学習施設の１９.６％。それ以外はほぼ全て減少している。高鍋

町の経済の割合として高い小売業及び飲食業も事業所数が減少の結果となっており、消費行動の変化

に起因しているものと考えている。 
 

（２）高鍋町の小規模事業所数の推移 

宮崎県全体の小規模事業者の減少率は、５.５％程度。高鍋町の小規模事業者の減少率は２.３％減

少でとどまっている。 

2012 年経済センサス 活動調査 
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建設業 製造業 卸・小売業 飲食・宿泊
その他
サービス

その他
の業種

事業所数 1,298
小規模事業者 1,064
事業所数 1,213
小規模事業者 1,040
事業所数 -6.5%
小規模事業者 -2.3%

4% -32%

H21

H26

増減

合計

-19% -16% -7% -11%

243 479 81

55497216

98 43 354

3303679

 
 宮崎県の事業所数 

 平成２１年度 57,811  →  平成 26年度 54,577 

 

（３）管内小規模事業者の所得状況 
当会議所の決算指導先の所得によると、平成２３年と平成２９年を比較すると、控除前の所得金額

が１００万円を下回る事業所が最も増加している。今後も売り上げや利益の減少が予測され厳しい経

営状況が続く小規模事業者が出てくるものと推察される。 
 

控除前所得金額 
平成２３年 平成２９年 

増減 
事業者数 割合 事業者数 割合 

100万未満 19 23.2% 32 33.0% 9.8% 

100万～199 万 24 29.3% 28 28.9% -0.4% 

200万～299 万 21 25.6% 20 20.6% -9.3% 

300万～399 万 8 9.8% 11 11.3% 1.5% 

400万以上 10 12.2% 6 6.2% -6.0% 

当所決算指導対象者名簿より 

 

（４）高鍋町の特筆すべきデータ 

① 宮崎県内の市町村別販売額 

高鍋町の商業の人口一人当たりの販売額は約 160万円県内で４番目と比較的高い数値である。（高

鍋町以外の太字は隣接の行政区） 

  
人口 

2017/6 

商業年間 

販売額 

（百万円）2011 年 

人口 

一人当たりの 

販売額 

順位 

宮崎市 399,260 1,162,541 2,911,739 1 

都城市 163,129 351,306 2,153,547 2 

小林市 45,268 76,011 1,679,133 3 

高鍋町 20,688 33,013 1,595,756 4 

日向市 61,139 96,969 1,586,042 5 

延岡市 122,647 171,612 1,399,235 6 

高千穂町 12,418 15,086 1,214,849 7 

川南町 15,680 18,441 1,176,084 8 

日南市 52,719 57,322 1,087,312 9 

えびの市 19,035 19,209 1,009,141 10 

綾町 7,160 6,567 917,179 11 

都農町 10,291 9,395 912,934 12 

三股町 25,357 23,101 911,030 13 
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個人経営者数と男女比 

門川町 17,878 15,945 891,878 14 

国富町 19,200 16,849 877,552 15 

西都市 29,975 24,562 819,416 16 

串間市 18,098 14,399 795,613 17 

新富町 16,873 13,385 793,279 18 

高原町 9,025 6,569 727,867 19 

三郷町 5,231 3,124 597,209 20 

木城町 5,158 2,988 579,294 21 

諸塚村 1,665 939 563,964 22 

五ケ瀬町 3,748 1,916 511,206 23 

日之影町 3,852 1,828 474,559 24 

椎葉村 2,702 1,207 446,706 25 

西米良村 1,082 438 404,806 26 

経済センサス調査より 

 

② 事業所密度が非常に高い 
行政区分としては「町」でありながら、全国平均の約２

倍、県平均の約４倍の密度で事業所が存在するため、高鍋

町は地方の商業集積地と言える。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 女性経営者の比率が高い 
女性経営者に関しては、宮崎県の平均が３１％なのに対

し高鍋町は３６.２％、周辺地域は２７％程度である。飲

食店特にスナックの事業所が集中していることが一部要

因ではあるが、当地を拠点に女性が創業を進めやすい環境

や条件が整っていることが伺える。 
 
 
 
 
 
 

（５）高鍋町人口の推移とビジョン 

高鍋町の総人口は 1985年にピークを迎え、以降徐々に減少している。1985年から 2005 年まで 20

年間、5年ごとの減少率は平均 0.78％。さらに、2005 年から 2010年にかけては 3.5%の減少となって

おり、減少傾向が顕著となっている。この 30 年間を年齢層の構成比でみると、生産年齢人口（15～

64 歳）は 1980 年の 66.8％から 61.1％へ 5.7 ポイント低下、年少人口（0～14 歳）は同じく 23.3％

から 13.6％へ 9.7ポイント低下、高齢人口（65歳以上）は同じく 9.9％から 25.3％へ 15.4 ポイント

上昇となっている。 
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高鍋町のビジョンでは、 

「国や宮崎県の目指すべき将来の方向を見据え、人口減少対策のために必要な様々な施策を講じる

ことにより、2040 年には出生率 1.80 に達し、また、社会移動に伴う人口減少の程度を最小限に抑え

ることが可能となる。 

その結果、人口減少が緩やかになり、年齢構成のバランスが維持され、高齢化率も 2050 年に 38.4％

のピークを迎えた後、2060年には 37.2％になると考えられる。」とされている。 

２５年後には現状の約８割となる当地の人口予測、流入している周辺地域においては更なる加速が

予測され、消費規模の縮小をはじめ、担い手・後継者不足、あるいは高齢化に起因した生産力・販売

力の低下など、大きな問題を抱えることが懸念されており管内小規模事業者にとって大変厳しい将来

予測である。 
 
 

５．高鍋町内小規模事業者の課題 

前述の現状や予測などにより、地域小規模事業者が抱える課題として、以下の点が考えられる。 

（１）小規模事業者の売り上げ・利益の減少対策 

   経営環境の変化により小規模事業者の経営状況が悪化している。経営資源の乏しい小規模事業者

は、今後の対応が今後の対応策が見出せない事業所も多く見受けられる。 

 

（２）事業者減少対策 

   高鍋町としても大きな課題としてとらえている。関係機関と協力し、事業所密度の高さや女性経営

者が多い事実を考慮した魅力的な創業策や事業承継支援を講じ、事業者減少対策を積極的に進める必

要がある。 

 

（３）周辺地域からの流入の促進 

   郊外型の大型店がこの１０数年多く出店してきている。地理的要件があり５ページのデータのとお

り町外から高鍋町にお買い物に来る消費者は近隣地域よりも多いが、消費者を町の中心部まで誘客す

ることができておらず、中心商店街の売上収益につながるような仕組みが整っていない。 

 

（４）関係機関関連団体等との連携 

   高鍋町における各機関、団体、事業者などが連携し様々な活性化のための事業を実施しているが、
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際立った効果をあげるに至っていない。 
 
 

６．高鍋商工会議所独自の取り組み 
宮崎県央の商業の一大集積地としての位置付けを確立するため、関係機関とも協力し、小規模事業

者の活性化に取り組んでいる。 
 

（１）地元行政との連携支援 
町行政の資金的支援を受け、当所が窓口となった中心商店街の支援施策として、「まちなかチャレ

ンジショップ事業」（新規出店の家賃補助）や、商店街まちなみ景観形成事業（城下町としての景観

に配慮した改装を行った場合の改装費補助）の制度を組み合わせて中心商店街の賑わいを取り戻す活

動をしており、空き店舗の減少など一定の成果は出てきている。 
 
 

（２）高鍋商工会議所独自の基金創設と融資制

度 
高鍋商工会議所としては更なる後押しをす

るべく、会頭を先頭に有志に呼びかけ１,００

０万円を預託し、地元高鍋信用金庫と提携し

１億円の融資枠を設け商店街出店者や景観に

配慮した設備投資向けの特別融資制度「城下

町高鍋商店街店舗活性化資金」を平成２７年

２月よりスタートさせた。（金利 1.05％ H29

年 8月現在）他の支援施策と商店街支援事業

と合わせ更なる活性化を図り、商店街の再興

を目指している。 

 高鍋商工会議所経営指導員は、融資希望の

小規模事業者に対し事業計画作成支援と融資

面談の際の対応指導などを行っている。 
 
 
「城下町高鍋商店街店舗活性化資金」制度

の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（３）ローカルポイント会の運営支援 

地元買い物運動の一環として、平成１２年に高鍋商工会議所が音頭を取り地元小規模事業者を中心
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に約１００店舗が集まり、「まいづるカード会」を設立。 
消費者が買い物をした際にポイントを付与し

加盟店は１ポイント２円を負担していただき、そ

の代金でイベント等を行う。１円はお客様へ還

元、１円はイベント費等となる。５００ポイント

で満点カードとなり、商品券として利用や毎月１

回以上のお客様還元イベントに参加できる。 
高鍋町等関係機関とも協力し子育て支援関連

事業においては画期的な事業も実施している。 
 

 まいづるカード会の子育て支援三事業 
① 子育て支援＋５００ 
 幼児検診の受診促進を目的に、幼児検診の際に

従来５００円の商品券として利用できる満点カードに＋５００円され、１,０００円の商品券として

利用できる商品券となる。 
② 教育助成事業 
満点カード利用時に、町内の幼稚園・保育園・小学校・中学校を指定し寄附できる仕組み。１枚あ

たり２０円で枚数に応じて教育機関などに体育用具などを寄贈している。 
③ 子育て応援とくとく商品券事業 
 いわゆるプレミアム商品券事業（プレミアム率は例年２０％）。プレミアム部分に関しては高鍋町

の金銭的支援を頂いて実施している。任意のスタンプ会が発行している事例は全国的にもまれであ

る。購入対象者は中学生以下の子供の養育者としており、新規顧客の開拓にもつなげている。 
高鍋商工会議所としては、事業運営全般と会計管理専従スタッフの勤怠管理などを行い、小規模事

業者で組織されるカード会の支援をしている。 
 

（４）地場農産物を生かした取り組み 
高鍋町は九州有数のキャベツの一大生産地であり、高鍋町を含む隣接町は養豚業など畜産も盛んで

ある。元々直接的因果関係はないが、キャベツや豚肉が食材として用いられる餃子の名店も多いこと

から、商工会議所としても数年前より餃子のＰＲに取り組んでいる。 
平成２８年度においては、高鍋町内の小規模事業者１６店舗の共同による餃子のクーポンブックの

発行も行い、知名度と事業者の売り上げ向上の一助となっている。 
キャベツ畑は夏場には緑肥として１１００万本のヒマワリが咲き誇り、「日本一のきゃべつ畑のひ

まわりまつり」と銘うち盛大にイベントを行い、高鍋商工会議所としても物産出店関係等を担当しイ

ベントを実施している。 
 

 

Ⅱ.高鍋町内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
多くの高鍋町内小規模事業者は厳しい経営環境下にあるが、高鍋商工会議所は宮崎県、高鍋町、地

域金融機関やその他の支援機関と連携して、伴走型の支援を強化し、それぞれの事業所が持つ経営資

源を活かし、持続的発展の実現に向け、経営指導員等による支援を通じて地域経済の活性化を図るた

め、前述の現状課題を踏まえ、今後１０年の中長期的な小規模事業者の振興のあり方を下記のとおり

掲げる。 
 
高鍋町の小規模事業者の持続的発展による「経営力向上」と高鍋町の魅力アップによる「地域力

向上」 
小規模事業者への支援においては、小規模事業者への継続的な経営支援数を増やし、経営基盤の

強化、経営力向上を図り競争力を高める。また、高鍋商工会議所が当地における総合的な経営支援

機関として信頼される存在を目指す。また創業者支援においては、高鍋の特性を活かし高鍋町と連

携し創業者の発掘を行い、創業支援から事業承継まで継続的な寄り添った伴走型支援を行い、経営

基盤の強化「経営力向上」を高める。中心商店街においては、賑わい創出を実現するため、宮崎県
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央の商業都市として活性化策を商店街関係者及び個店、行政と連携して実施し、地域経済の活性化

支援に努める。地場産業に関しては、様々な地域資源を生かした高鍋ブランドを確立し「地域力向

上」することにより、小規模事業者の販路拡大による経営の安定を目指す。また小規模事業者が関

わる様々な地域イベントにおいても関係機関と協力し支援する。 
関係する各機関と高鍋商工会議所が連携し、地域経済の活性化に向けて、魅力溢れるまちづくり、

観光振興策に取り組み、「小規模事業者の経営支援に行動し信頼される高鍋商工会議所」を目指す。 

  

 

Ⅲ.経営発達支援事業計画の目標 
  高鍋町の現状と課題、中長期的な振興のあり方や高鍋商工会議所の役割を踏まえ、以下の通り経

営発達支援計画の目標を設定する。 
 
１．高鍋町内の小規模事業者の持続的発展。  

 高鍋町内小規模事業者の持続的発展のために、伴走型支援を強化し、事業計画策定支援から実施

後のフォローアップまで継続的な支援を行い、経営力の向上を目指す。  
 

２．管内事業者確保の為の創業・第二創業・事業承継の支援。  
 創業者と事業を譲りたい方とのマッチングを重要視し、地元行政と連携し高鍋町内での起業者の

掘り起し、開業に向けての支援を行うことにより、開業後の安定した経営を目指す。特に中心商店

街に関しては重点的な対応をし、小規模事業者の経営力向上を目指す。 
 

３．交流人口の増加、特に中心商店街の誘客を促すための方策に取り組む。 
関係機関と連携し様々な地域振興策を講じ、中心商店街への誘客を促すことにより高鍋町の地域力

の向上を目指す。 
 

４．高鍋町の地域資源を生かした、販路拡大への機会の積極的提供と情報発信。 
様々な地域資源を生かした商品の販路拡大のため、多くの機会を提供し、地場産品の高鍋ブラン

ドを確立させ、高鍋町の地域力向上を目指す。 

 
定量的目標 

2015年と 2020年の人口予測値を比較した場合、4.2％の減少であるが、県央の商業都市の高鍋町

として、小規模事業者は 1.0％の減少にとどめることを目指す。高鍋町が定めている中心商店街に関

しては、新規出店のための方策を講じ現状維持を目指す。 
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人口については高鍋町人口ビジョンより 

小規模事業者数の 2010・2015 は高鍋商工会議所のデータ 
その後は目標とする小規模事業者数 

 

 

Ⅳ.目標達成に向けた方針 

高鍋商工会議所は、小規模事業者に組織的かつ計画的に伴走型支援ができる支援体制を構築し、

下記の支援方針により経営発達支援事業に取り組む。  
 

１．小規模事業者の持続的発展のために、高鍋町及び関係機関と連携を密にし、伴走型の支援を強化

し、経営分析により経営課題を明確にさせ、判明した経営課題解決に向けた取組みを促し、それぞれ

の事業所が持つ経営資源を活かした取組み・事業計画策定の支援からフォローアップまで継続的な支

援を行い、消費者に支持される魅力ある店舗づくりを実現する。  
 

２．事業者確保の為には創業希望者や承継予定者と事業を譲りたい方とのマッチングが重要であるこ

とから、地元行政や関係機関と連携し地域内での創業者の掘り起し及び承継予定者の意思確認を行

い、ビジネスプランの策定や資金繰り計画、開業に向けての諸手続き等を支援することにより、開業

後の安定した経営を促進するとともに、商店街の空き店舗・空き地対策等にも取り組み地域商業全体

の活性化を目指す。 
 
３．宮崎県央の商業都市として、地の利を生かした地域振興策を講じ交流人口の増加を図り、中心商

店街の誘客を促すための方策に取り組む。 
 

４．高鍋町の様々な地域資源を生かし、ブランド化販路拡大による経営の安定を目指す。新たなビジ

ネスの創出や特産品開発を支援し、販路拡大につながるような機会を積極的に提供するとともに、域

外への情報発信をおこない、地場産品の高鍋ブランドを確立させる。 

 

人口 

小規模事業者数 

小規模事業者数 
人 口 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【現状】 

高鍋商工会議所としてはこれまで下記調査について取組んできた。 

（１）県内企業景況調査 四半期ごとの景況調査 

（２）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測調査） 

（３）通行量調査（本町一番街 中央とおり） 

（４）受託事業等によって付随する調査 

    

【課題】 

これまで各種調査を実施しているものの、ビッグデータ等を活用した専門的な分析が弱かっ

た。小規模事業者に対して、高鍋町内の経済動向に関する情報について知らしめていく仕組みが

弱い部分もあった。小規模事業者の相談の際に情報提供していたが、それ以上の商圏分析等踏み

込んだ支援ができていなかった。 

 

【事業内容】 

上記課題を踏まえ改善したうえで、地域の経済動向を調査・分析・提供することにより小規

模事業者が経済環境の変化に対応し、経営の発達ができる経営方針づくりを支援していく。 

 

（１） 国が提供するビッグデータの活用 
当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下

し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）

活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 
・分析手法  「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

「まちづくりマップ・From-to 分析」→人の動き等を分析 
「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

（２）県内企業景況調査 四半期ごとの景況調査 

（一社）宮崎県商工会議所連合会の事業。県内２００以上をサンプルとし、高鍋町内事業所は

現在１５社。下記項目をヒアリング及びＦＡＸ等で回答いただき、データを分析。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、経営指導員等が小規模事業者に対して的確な指

導を行う。 

・調査対象 管内小規模事業者１５社、県内２００社以上の小規模事業者 

・調査項目 売上・採算、資金繰り、仕入れ価格、雇用状況、設備投資状況、 

経営上の問題点、今後の対応策、要望等 

・調査手法 ヒアリング及びＦＡＸ等 

・分析方法 経営指導員が外部専門家と連携し行っている 

 

（３）ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所 早期景気観測調査） 

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している。高鍋商工会議所としては現在三者に協力をいただいており、ヒア
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リング及びＦＡＸ等で回答をいただき日本商工会議所に報告し情報提供している。今後は当所と

して幅広い業種に調査依頼を行い、会員非会員を問わず知らしめるため高鍋商工会議所ホームペ

ージでもリンク紹介を行い小規模事業者の経営計画作成に向けた支援データとして活用する。 

・調査対象 商店街組織、同業種組合 

・調査項目 当月の業況、売上、採算、資金繰り、仕入単価、従業員の状況、経営上の問題 

・調査手法 ヒアリング及びＦＡＸ 

・分析手法 日本商工会議所職員が外部専門家と連携し行っている 

 

（４）通行量調査（本町一番街・中央通り） 

 調査箇所ごとに定点での通行量を調査集計、分析（人の流れ、推移を表、グラフ化）すること

により、商店街への創業予定者や小規模事業者の商店街内への出店に情報提供していく。 

  創業予定者にも目にとまるよう、高鍋町とも協力し行政の広報誌などにも掲載いただくよう

働きかける。 

・調査ヶ所 管内２ヶ所 

・調査内容 平日と日曜日 方向別、手段別（車両・徒歩）、歩きについては男女別、1 時間毎 

・分析手法 経営指導員が集計し推移をグラフ化する 

 

【成果の活用】 

情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内小規模事業者等に周知する。ま

た経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

【目標】 

 

経営資源が不足しており充分な情報収集や調査ができないと考えられる小規模事業者に、必要

に応じて地域経済に関する調査情報を提供でき、経営分析等に活用することが可能となる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現 状】 

経営指導員の窓口相談や巡回を通じて小規模事業者の相談を受け、経営状態を把握し課題に

向けての改善策のアドバイスを行ってきた。 

 

【課 題】 

（１）主に小規模事業者が金融相談や補助金申請の書類作成のための経営分析支援になっていた。 

（２）経営指導員とのファーストコンタクトの多くが窓口に訪れた小規模事業者であり、案件の発

掘の取り組みが弱かった。 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ビッグデータ

分析公表回数 
― １回 １回 １回 １回 １回 

県内企業景況

調査 

四半期毎 

１５社 

四半期毎 

１５社 

四半期毎 

１５社 

四半期毎 

１５社 

四半期毎 

１５社 

四半期毎 

１５社 

ＬＯＢＯ調査 
毎月 

３社 

毎月 

３社 

毎月 

４社 

毎月 

４社 

毎月 

４社 

毎月 

４社 

通行量調査 
年１回 

２か所 

年１回 

２か所 

年１回 

２か所 

年１回 

２か所 

年１回 

２か所 

年１回 

２か所 
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（３）経営分析の手法が財務分析中心で、それ以上の多面的な分析は必要な場合を除いて実施して

いなかった。 

（４）経営分析結果の活用方法にまで踏み込んだ、小規模事業者の経営課題の段階的支援の仕組み

が弱かった。 

（５）経営指導員が支援した後、自社で定期的に経営分析をする小規模事業者が少ない。 
 

【実施内容】 

小規模事業者の経営力向上及び持続的発展をしていくため、経営指導員の巡回訪問・窓口相談、

経営分析セミナーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析の対象となる小規模事業者をピッ

クアップし、ヒアリングと財務資料を確認しながら経営分析を行い経営の実態を把握する。 

巡回訪問を強化し日中会議所に足を運ぶことが困難な小規模事業者に対しても、経営分析の必

要性と効果を説明する。 

経営分析をする中でより高度で専門的な課題が出た際については、宮崎県商工会議所連合会の

「中小企業等経営基盤強化支援事業」を活用しての専門家派遣や、宮崎県よろず支援拠点、公益

財団法人宮崎県産業振興機構のコーディネーターを活用する。 

経営分析から得られたデータについては、経営発達支援事業や経営改善支援事業を実施してい

く上で蓄積し、所内経営指導員及び経営･情報支援員と内部勉強会を行い、ノウハウ等について

共有する。 

上記の内容で取り組むことにより、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して丁寧にサポー

トする。 

 

（１）経営分析セミナーの開催 

 ・募集方法  会報、ホームページ、行政の配布物、地元新聞 

 ・開催回数  年１回  

 ・参加者数  １５者 

（２）経営状況の分析 

・主な経営分析予定項目 

① 収益性・安全性・生産性の分析 

② 資金繰りの分析 

③ Ｃ／Ｆキャッシュフロー分析 

④ 業種別経営分析 

⑤ ＳＷＯＴ（強み・弱み・機会・脅威・内部要因・外部要因）分析 

⑥ ３Ｃ（市場・競合・自社）分析 

・分析手法  経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」等

のツールを作成し、経営指導員が分析を行う。 

 

【成果の活用】 

分析セミナーや個者支援により損益等自社の経営状況を分析でき、結果を当該個社に提供し事

業活動に活用できるよう育成する。将来的には小規模事業者自らが経営分析をできることを目指

して支援を行う。 
分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。分析結果は、データ

ベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。 
【目標】 

支援内容 現状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

経営状況分析セミナー 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

 参加事業者数  １５者 １５者 １５者 １５者 １５者 
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巡回訪問・窓口相談 

による経営状況分析件数 
２５者 ２５者 ２５者 ２５者 ２５者 ２５者 

経営状況の分析件数 ２５者 ４０者 ４０者 ４０者 ４０者 ４０者 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
【現 状】 

経営指導員による窓口相談や巡回指導を行い、会員非会員を問わず小規模事業者や新規創業者・創

業予定者の経営課題を解決するために支援してきた。 

金融指導・税務指導を中心に経営改善計画支援を行ってきた。 

 

【課 題】 

（１）経済動向調査・経営状況の分析・需要動向調査の結果を十分に踏まえた、伴走型の支援という

部分では弱かった。 

（２）各分野の専門家や株式会者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の連携が十分

とは言えなかった。 

（３）小規模事業者の販路拡大に着目した事業計画作成支援が手薄であった。 

 

【支援に対する考え方】  
会員、非会員問わず小規模事業者に事業計画策定の必要性・有効性を認識してもらうために、経済

動向調査や需要動向調査等を活用し、経営課題の解決を目的とした継続的な事業計画策定支援に取り

組む。 
当所経営指導員等は、計画の目標設定から実施、その後の状況分析に至るまで小規模事業者の持続

的発展に繋がるよう伴走支援していく。また、高鍋町や他支援機関と連携し、組織的に事業計画策定

について支援する。 

 

【支援対象】 

前項に於いて経営状況の分析を実施した小規模事業者。 

 前項の「２.経営状況の分析」で既に分析を行った小規模事業者に、事業計画策定の重要性を理解

していただき導いていく。 

 

【実施内容】 

事業者が経営課題を解決するために、経営状況分析を行った小規模事業者に対し事業計画の策定が

いかに重要なことか、理解していただき実施する。 

経営指導員による巡回時に、１の調査等の結果や２．経営状況の分析結果を踏まえ、事業計画策定

支援を行い、金融・税務のみならず販路開拓にも結び付け、小規模事業者の経営の発達を図る。また

必要に応じて、宮崎県地域力連携推進本部、各支援機関と連携し、専門家のアドバイスを取り入れな

がら丁寧に小規模事業者の事業計画策定支援にあたる。 

創業者に対しては、高鍋町の創業支援計画にもとづいて各支援機関と連携し創業者の事業計画策定

に伴走支援する。 
事業承継が望ましい事業所に関しては、事業承継計画策定支援を行う。 

  

【実施方法】 

（１）前項により経営分析を行った後、当該事業所の経営状況・税務状況・強み弱みを把握した上で

事業計画策定事業計画の策定を支援する。 

（２）事業計画策定にあたっては、各種調査で得られた結果を元に、個々の事業形態・分野、将来的

な経営方針を踏まえて適宜計画に反映し、計画の実現性や成功の可能性を高める。計画は販売額や販
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売量、取引先数等、個者別に最適な評価項目を定め、節目毎に定量的な目標値を設置して、客観的に

評価可能な内容とする。 
（３）事業計画策定を効果的効率的に進められることから、経営分析を事前に行った小規模事業者を

対象とした事業計画策定セミナーを開催する。セミナー申し込み時に経営分析を行っていない小規模

事業者に対しては、経営指導員が事前フォローを行う。 
（４）小規模事業者にとって事業計画策定は、事業の維持・拡大、売上の向上等を図る上で必要不可

欠なものであることから、高鍋商工会議所としても重要な支援と位置づけ、計画策定にあたっては経

営指導員個人の支援にとどまらず、所内における経営支援会議で内容を十分に協議共有し、成案とし

ていく。 
（５）計画策定の支援にあたっては、様々な支援ツールを活用するとともに、高度な内容に関しては、

必要に応じて宮崎県商工会議所連合会等連携し、専門家による指導・助言を仰ぐ。 
 

【目標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定件数（既存事業者） 20社 30社 30社 30社 30社 30社 

 策定に向けた指導回数 60回 90回 90回 90回 90回 90回 

創業計画策定件数 3社 3社 3社 3社 3社 3社 
 策定に向けた指導回数 15回 15回 15回 15回 15回 15回 
事業承継計画策定件数 1社 3社 3社 3社 3社 3社 
 策定に向けた指導回数 5回 15回 15回 15回 15回 15回 
・事業計画策定事業者数は経営分析実施事業者の中から実施、策定支援まで導く比率を少しずつ向上

させることを目標とする。 
・事業計画策定事業者指導回数は１社当たり最低３回行う。創業･事業承継に関しては最低５回実施

する。 
 

【効果】 

小規模事業者が顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画を策定することにより、自ら

のビジネスモデルを再構築することができる。事業計画策定に関して発生する経営課題の解決に積

極的に取り組む事業所を増加させることで、小規模事業者が経済社会情勢の変化や市場のニーズに

対応した経営を行うことが可能となる。また、事業計画は小規模事業者がマネジメントサイクル（Ｐ

ＤＣＡ）を実施するための基礎資料となり、経営力の向上に直接つなげていくことが可能となる。 
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【現 状】 

事業計画策定後の支援は、融資や補助金申請に関連した事業者や創業後間もない事業者、また小規

模事業者の要請により支援してきた。 

必ずしも定期的計画的に行われておらず、伴走型支援がしっかりできているとはいえない状況であ

った。 

 

【課 題】 

（１）事業計画策定後のフォローアップが弱く、売上状況・利益確保などの確認が定期的かつ有効に

なされていなかった。 

（２）創業後のフォローアップについては、定期的ではなく要請時に行っていため事業状況の確認が

遅れ、経営上の悩みの共有や問題解決をはかることが不足していた。 

 

【支援対象】 

 前項に於いて事業計画策定支援を行った全ての事業者に対し策定後の支援を行う。 
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【実施内容】 

個別相談会の開催や経営指導員等による巡回指導を定期的に行う。高度な内容の際は関係支援機関

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を行う。 

事業計画策定後４半期に１度事業計画を策定した全ての小規模事業者を訪問し、売上・利益確保の

進捗管理を行うとともに、必要な情報提供やアドバイスを行う。また、事業の遂行について多角的な

検討によって的確なアドバイス等を行うため、高鍋商工会議所の経営指導員及び経営・情報支援員の

複数体制による支援会議を適宜行う。チームによる支援により、経営指導員間の情報共有や資質向上

にもつなげる。 
 

（１）事業計画策定後の計画的な支援 
①事業計画策定後の実施支援を定期的計画的に行うため、事業計画策定後の支援小規模事業者リス

トおよび支援計画表を作成し経営指導員等で情報を共有し、事業計画策定後の実施支援が計画的に

出来るように内部の支援体制を構築して伴走支援を行う。 

②経営指導員及び経営・情報支援員による経営支援会議を毎月開催し、策定した小規模事業者の事

業計画の進捗状況や課題について情報共有し、その後の計画的かつ効果的な実施支援ができるよう

に努める。 
③経営支援会議において進捗状況の確認を行う中で、計画達成が困難な場合は、その原因を分析し

専門家と連携して計画の修正、変更等を含め必要な指導・助言を行い経営の安定を図る。 
 

（２）事業計画策定後のフォローアップ 

①事業計画策定後、支援した全ての小規模事業者に４半期に１回のペースで巡回訪問し、進捗状況

の確認を行うとともに、資金需要（資金繰り支援）、事業計画と実際との対比（売上など）などにつ

いて確認し、必要な指導・助言を行う。 

②事業計画策定後、一定の成果が出るまでは２年目以降も巡回を行い、３年目以降は事業者の状況

に合わせて幅をもたせた対応を行う。 

③計画と実情に大きな差異が生じた場合は原因の分析を行い、分析結果を事業者に伝えるとともに

改善検討のための指導・助言を行う。事業進捗具合に応じて事業計画の見直しや、法令的な内容や

専門技術的内容の場合は専門家等と連携し伴走支援を行う。 

④創業や事業承継の小規模事業者に対し経営指導員の巡回による経営支援を行い、進捗状況の確認

を行うとともに計画達成が困難な場合は計画の修正、変更等を含め必要な指導・助言を迅速に行う。

また、創業塾参加者等による情報交換会を開催し、経営上の悩みを共有しその問題解決をはかる。

相談内容が高度な場合は専門家によるフォローアップも行い、伴走型の支援を行う。 

⑤事業計画で、販路開拓のための積極的な広告宣伝や設備投資など、経営発達に必要が生じた場合

は資金需要に対応するため、一定の要件を満たした小規模事業者を対象とした「小規模事業者経営

発達支援融資制度」を活用し、事業計画策定後の実施支援の中で経営の安定化を図る。 
 ⑥事業計画実施上で販路開拓や設備投資などの面で必要に応じて補助金を活用。申請のための支援を

行い、経営の安定化を図る。 

【目標】 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ対象事業者数（既存） 20社 30社 30社 30社 30社 30社 

 フォローアップの頻度 80回 120回 120回 120回 120回 120回 

フォローアップ対象事業者数（創業） 3社 3社 3社 3社 3社 3社 

 フォローアップの頻度 12回 12回 12回 12回 12回 12回 
フォローアップ対象事業者数（承継） 1社 3社 3社 3社 3社 3社 

 フォローアップの頻度 4回 12回 12回 12回 12回 12回 

情報交換会 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

・１年目の全ての事業者に対して年４回行う。 
 

【効果】 
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事業計画策定後の実施支援として、経営指導員等が策定した事業計画における進捗状況を確認し、

支援対象である小規模事業者の状況に応じて必要な支援を伴走型で実施していくことで本計画にお

ける目標達成率を高め、その後の事業実施に繋げることができる。 

 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現 状】今までの取り組み 

専門書籍や関係機関が保有するデータとの比較など、小規模事業者の要請を受け対応しており、

商工会議所として積極的に関与していなかった。 

売れる商品づくりへの取り組み支援について、効果的なものができないでいた。 

 

【課 題】 

（１）事業者の商品及びサービスの需要動向についての情報収集としては、新聞、書籍やインターネ

ット等は活用していたが他については断片的な活用にとどまっていた。 

（２）情報収集後の小規模事業者の経営上の活用策が明確でなかった。 

（３）小規模事業者が消費者の立場買い手の立場に立ち、必要とするものを提供するというマーケッ

トインの考え方の浸透が遅れている。 

 

【実施内容・目標】 

小規模事業者の事業計画の伴走支援の中で、市場が求める地域資源を活用した商品・サービスや

消費者ニーズ等を収集・分析し、小規模事業者へ情報提供を行う。 
具体的には、ビッグデータ活用による需要動向調査の分析により、客観的な消費動向を把握、分

析、提供すること。高鍋町内の物産販売施設や高鍋町と連携して販売促進及び観光開発事業である

において、対象業種に即した消費者アンケート調査を実施。また商談会時におけるバイヤーへのヒ

アリングを行い、地域資源を活用した今後の商品開発に ニーズを捉えた情報を収集、分析、提供す

る。 

 

（１）需要動向調査を行う事業所・商品のピックアップ 

小規模事業者の持続的発展に向け、巡回指導窓口指導で得た情報や啓発を目的としたセミナー参

加者から経営指導員等によりアイテムをピックアップし、高鍋において、取り扱い事業者も多く、

地域資源を活用した小規模事業者の商品の中から、焼酎・お菓子・餃子などを対象に需要動向調査

を実施する。 

 

（２）高鍋温泉めいりんの湯来場者及びふるさと納税返礼品アンケート調査の実施 

高鍋商工会議所も運営にかかわっている「高鍋温泉めいりんの湯」の来場者（平成２８年度来場

者数１６８,３６８人）及び、近年急増しているふるさと納税者に対して、「食」を切り口とし、以下

のような調査対象品目、調査項目を設定し、当該施設及び市場調査機関と連携し、需要動向調査を

行う。 
調査内容は、商品購入を決定づけた動機を中心に実施。そこから各該当商品の、改善・見直し・

磨き上げを推し量ることのできる調査とする。 
調査後の分析は、調査項目の単純集計・項目別分析に留まらず、ＪＲＳ（経営情報サービス）や

日経テレコンの売れ筋速報やＲＥＳＡＳなどのビッグデータの比較活用とともに、今後における加

工食品の開発・販売に資する取組とする。 
また、本調査は消費者アンケートであることから、調査対象者の属性と商品の購買動向などを明

確にすることにより、商品改良や販路開拓先を絞り込むために役立てる。 
その結果はレポートにしてまとめ、対象の小規模事業者にフィードバックする。このデータは事

業計画書策定を行う際のデータとして活用するとともに、必要に応じて新商品開発や既存商品のブ

ラッシュアップに活用する。 
 

（調査分析商品） 
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高鍋商工会議所管轄内の小規模事業者が製造する加工食品 

餃子・お菓子・焼酎・パン・ドレッシングなどの加工食品 

予定 平成３１年度 餃子  ２事業所 各１アイテム 
   平成３２年度 お菓子 ２事業所 各１アイテム 
   平成３３年度 焼酎  ２事業所 各１アイテム 

平成３４年度 パン  ２事業所 各１アイテム 
平成３５年度 餃子  ２事業所 各１アイテム 

 

 （調査内容） 
高鍋温泉めいりんの湯来場者アンケート調査 

  ・実施回数       年１回 ２事業所 各１アイテム 

  ・アンケート回収方法  来客者聞き取り 

  ・依頼者数       １００名 

 

  ふるさと納税へ返礼品アンケート 

   高鍋町のふるさと納税の返礼品送付の流れは、①消費者がHPで申し込み、②HP運営会社から各

事業所に連絡、③各事業所が発送、④行政窓口に申請、⑤事業者へ入金となっている。 

 需要動向調査支援事業所がアンケート用紙を発送の際に同封し、消費者からの返信後集計分析フ

ィードバックを行う。 

  ・実施回数       年１回 ２事業所 各１アイテム 

  ・アンケート依頼方法  発送時に同封 

  ・依頼者数       １００名 

 

（調査項目・分析内容） 

 商品によって詳細は変更とはなるが、下記の項目で実施予定。 

調査項目 分析内容 

味 覚 甘い からい しょっぱい 酸っぱい 苦い  を３段階 

食 感 硬い 普通 やわらかい 

香 り いい香り  想像どおり  きつい 
価 格 安い 適正 高い 

パッケージ かっこいい おしゃれ あかるい・華やか   を３段階 

内容量 多い 適正 少ない 

賞味・消費期限 短い 妥当 長い 
原材料 こだわりを感じる  感じない 

 
  （目標） 

支援内容 現状 
３１ 

年度 

３２ 

年度 

３３ 

年度 

３４ 

年度 

３５ 

年度 

温泉施設での消費者調査 
未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

 商品数 

依頼者数  未実施 100名 100名 100名 100名 100名 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ事業者数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

ふるさと納税返礼品調査 
未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

 商品数 

依頼者数  未実施 100名 100名 100名 100名 100名 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ事業者数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 
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【調査結果の活用と効果】 
分析加工したデータを用いて、小規模事業者へ情報提供を行い、市場ニーズに適合した商品の開

発、既存商品の改良や販路開拓支援に活用する。情報提供に際しては、単にまとめた結果を伝える

だけでなく、その先の販路開拓という目的をしっかり持って、事業者の課題の抽出及び解決を伴走

型で支援する。マーケティングや製造技術に関する高度専門的な課題に関しては、それぞれの専門

家の協力を仰ぎながら解決を図り、小規模事業者の販路拡大に向けて丁寧にサポートしていくこと

とする。本需要動向調査で得られたデータについては、経営発達支援事業や経営改善支援事業を実

施していく上で活用・蓄積していくとともに、各企業にフィードバックしていく。 
販路開拓・商品戦略等の根拠となり得る有効な需要動向に関する情報の分析結果を提供すること

で、支援先小規模事業者が商品のブラッシュアップを行うことができ、増収増益の実現に繋げるこ

とができる。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【現 状】今までの取り組み 

（１）関係機関と連携を行い、都市部の百貨店などで取り扱ってもらえるよう、商品のブラッシュ

アップセミナーなどを開催した。 

（２）地場産業については、当所が主催するイベントの出店要請、地元のイベントの情報提供。宮

崎県商工会議所連合会等の関係機関が主催する商談会などの情報提供。都市部においての展示会、

商談会に参加するための支援を行ってきている。 

  

【課 題】 

（１）小規模事業者に対しての需要開拓のための展示会や商談会参加の取り組み支援が不足してい

た。 

（２）出展前出展後のしっかりとした支援がなされていなかった。 

（３）セミナー開催後のフォローなどについて一過性のものになってしまっていた。 

（４）ホームページやＳＮＳ等のＩＴ活用による情報発信力不足。 

 

【支援に対する考え方・目標】 

高鍋商工会議所が地域内のピックアップされた小規模事業者の商品サービスに対して、新たな需

要の開拓を支援する体制を整え、情報の収集及び提供を行い、小規模事業者の需要開拓の為に積極

的支援を行う。 
様々な団体が主催する商談会や展示会などの情報提供並びに参加支援を行い、販路開拓のための

商談会展示会を地域内外で開催する。 
小規模事業者の現状分析をしっかり行い、自社の「売れる商品サービス」の強みや機会、購入が

期待できるターゲットは誰かを把握し、今までの取り組みとして既存顧客・潜在顧客にどのような

アプローチをしてきたか、今後どのような取り組みを行えば効果が期待できるかを検討し支援する。 
商品サービスの販売ＰＲの場を紹介提供するのみでなく、展示会・商談会に向けた事前指導を関

係機関とも連携し専門家なども活用し需要開拓を成功させるための集団指導・個別指導を行い、商

品サービスのブラッシュアップや販売手法を向上させ、潜在顧客の獲得の確率を高める。 
商品・サービスのＰＲについては、広く世間に知っていただけるよう様々なメディアや各種広報

を活用し、小規模事業者の「売れる商品・サービス」の周知を図る。 
 

（１） 販路開拓セミナー・個別相談会の開催 

マーケットインの視点に立ち、食品関連の小規模事業者を対象とし、市場で売れる商品サービス

の開発とブラッシュアップ、利益計算販路開拓についてのセミナーを開催し、小規模事業者の需要

開拓の支援を行う。 

窓口や巡回で需要の開拓について相談があった小規模事業者を支援対象として、公益財団法人宮

崎県産業振興機構、みやざきフードビジネス相談ステーションや宮崎県児湯農林振興局と連携し、

随時需要の開拓商品のブラッシュアップ等に寄与する。また、商談会時におけるプレゼンシートの
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作成方法や商品のＰＲ方法、展示会出展時のブースの見せ方やＰＯＰのセミナーを行い、得られた

技術・知識が、商談会や展示会出展の際でも来場者やバイヤーに対し効果を発揮できるものを目指

す。 

セミナー開催後には、個別相談会を行い需要開拓に結びつける。 

 

支援内容 現状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

販路開拓セミナー開催数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

参加小規模事業者数 １５者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

個別相談小規模事業者数 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

プレゼン・ＰＯＰセミナー ０回 １回 １回 １回 １回 １回 
 参加小規模事業者数 ０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

 個別相談小規模事業者数 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 
 

（２）商談会・展示会の開催情報の提供と参加の支援 

関係支援機関が各地で開催している商談会や展示会情報を入手し、需要開拓先を探している小規

模事業者に希望するものと合致した商談会展示会の参加支援を行う。出展者に対しては事前指導と

して、プレゼンシートの作成方法や商品のＰＲ方法などの個別指導を行い、出展時のアンケート結

果やバイヤーの意見を元に商談会展示会終了後は事後指導を行い、成約に結びつけるように支援し

ていく。 

 

（参加対象者） 

事業計画を策定した小規模事業者、商談会・展示会に出展する意気込みのある小規模事業者。 

 

（主な情報提供商談会・展示会） 

展示会・商談会名 支援目的 支援対象 訴求対象 
feel NIPPON 地域ならではの資源を

使った「食」「技」「旅」

の販路開拓 

食品製造業者 
工業製品製造業者 
観光・外食業者 

百貨店・商社・流通業 
外食業・食品製造業 

Food EXPO Kyushu 地域資源を使った加 
工食品の販路拡大 

食品製造業者 百貨店・商社・流通業 
外食業・食品製造業 

九州食の展示商談会 地域資源を使った加 
工食品の販路拡大 

食品製造業者 百貨店・商社・流通業 
外食業・食品製造業 

宮崎うまいものアピー

ル商談会 
宮崎県産品の販路拡大 食材生産者 

食品製造業者 
大都市圏バイヤーや 

飲食店オーナー等 
みやざき夢の物産市 宮崎県産品の販路拡大 食品製造業者 

 
主に一般消費者 
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・海外展開を図りたい管内小規模事業者への支援は、「宮崎貿易情報センター（ジェトロ宮崎）」や

中小機構と連携して支援を行う。 
 

（３）ＩＴ知識の向上と、ＩＴを活用した発信力強化支援 

地域内はもとより、広範囲での販路開拓を支援するにあたり、ネット通販の活用が有効であるが、

小規模事業者のＩＴ知識の乏しさが事業所の広報やネット通販に参入するためのハードルとなって

いた。そこで、需要開拓に意欲的ではあるが現状ＩＴ知識の乏しい小規模事業者に、知識向上のた

めの支援を実施する。具体的にはインターネット通販サイトやＳＮＳへの登録や更新を自力で行う

ことが出来ないレベルの事業者を、最終的には自力更新出来るよう支援する。 
地域内での新規顧客の開拓についてはＳＮＳの活用は効果的であり、地域内のターゲットを選定

し、更新作業が自力で出来るよう支援を行うことで、地域内の新規顧客の開拓を図る。 
広範囲での需要開拓にはインターネット通販が有効的であり、ＩＴの活用をテーマとしたセミナ

ーを開催し、継続的に活用するための各種ノウハウの取得を図る。セミナー参加者の中から、個別

フォローアップを希望する者に対して、さらなるフォローアップを行い、地域外での販路開拓や、

地域内の新規顧客の開拓に向けた伴走支援を行う。具体的には巡回指導によりパソコンの操作方法

やＳＮＳや通販サイトへの登録手順や、高鍋町の「ふるさと納税返礼品」の登録など等について個

別指導を行う。  
必要に応じて専門家を派遣し、より高度な知識やノウハウの取得を支援する。 

【目標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ＩＴ知識向上セミナー開催数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
 参加小規模事業者数 １０者 １５者 １５者 １５者 １５者 １５者 

サイト等への登録支援数 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

 取引開始事業者数 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

 年間取引件数 ６０件 100件 100件 100件 100件 100件 
 

（４）マスメディア、各種広報ツールの活用 
小規模事業者の情報発信の手段としてマスコミの活用は有効であるが、積極的に行うには敷居が

高いと感じている事業者も多く見受けられる。小規模事業者の新たな商品・サービスについて、地

主な情報提供商談会・展示会 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

feel NIPPON 参加小規模業者数 ０者 ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 
 成約件数 ０者 １者 １者 １者 １者 １者 

Food EXPO Kyushu 参加小規模業者数 ０者 ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

 成約件数 ０者 １者 １者 １者 １者 １者 

九州食の展示商談会 参加小規模業者数 ０者 ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

 成約件数 ０者 １者 １者 １者 １者 １者 

宮崎うまいものアピール商談会 参加小規模業者数 １者 ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

 成約件数 ０者 １者 １者 １者 １者 １者 

みやざき夢の物産市 参加小規模業者数 ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

 成約件数 ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 
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域の公的経済団体たる商工会議所が、地元宮崎日日新聞、各テレビ局などのプレスリリース、高鍋

町の広報誌、高鍋商工会議所会報、ホームページ等を積極的に活用し認知度の向上を図る。自者・

自店の商品サービスをＰＲし、知ってもらうことで新規顧客へアプローチをし、自者・自店への誘

導を図り、新規顧客獲得・売上ＵＰにつなげていく。 

【目標】 

各種ツール 訴求対象 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

宮崎日日新聞社 県内一般消費者 
１２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

経営指導員等による依頼 

地方テレビ局 県内一般消費者 
６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

経営指導員等による依頼 

町広報誌 町内一般消費者 
１２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

経営指導員等による依頼 

高鍋商工会議所会報 管内事業所 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

経営指導員等による取材記事作成 

会議所ホームページ 世界・全国 
６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 

経営指導員等による取材記事作成 

 

【効果】 

ピックアップされた小規模事業者の商品の需要開拓のため、事前セミナーによる様々な知識・技

術の習得、商談会・展示会へ情報提供、ＩＴやメディアを活用して情報提供支援をすることで、小

規模事業者の大きな課題である販路・需要の開拓を行うことが出来る。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化事業 

以前より高鍋町、高鍋町観光協会等、の今後の地域活性化の方向性を検討する会議の委員に

は、高鍋商工会議所として役職員を出席させてきている。近隣町村との広域組織の事務局も当

会議所で受けている場合もあり、今後も積極的に参加し、検討した地域活性化の方向性を踏ま

え、地域振興を目的としたイベントの開催協力を行い、地域活性化を図る。宮崎県立農業大学

校や県立高鍋農業高校と相互協力を行い、お互いの事業目的遂行のための情報交換・計画策

定・実行をする。 
（事業内容） 
（１）関係機関が招集する地域活性化に向けた会議の積極的参加 
（２）検討された事業内容の実行と、実行に関する協力 
（３）実行後の検証と、更なる発展のための改善案の検討 
（４）近隣市町村の幹事的立場としての地域活性の牽引 

（５）県立農業大学校・県立農業高校との相互協力による地域活性 

（６）町内の各種商業者団体の連絡調整指導 

 

高鍋町商店街連合会事業 

 高鍋町の商店街振興を目的に高鍋町内の４商店街で組織され、高鍋商工会議所が事務局とな

り高鍋町が金銭的・人的支援を行っている。 

 高鍋商工会議所としても注力を注いでいる中心商店街の賑わいを取り戻すことを狙ってい

る。 
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 たかなべまちの駅連絡協議会 

 高鍋町内４０か所に、それぞれの個性を活かしたおもてなしを目的に宮崎県内では唯一の「ま

ちの駅」を設置。高鍋商工会議所が事務局となり、公共施設などとも連携。まちゼミは年１回

７年連続実施。 

 まちゼミは事業所側が講師となり、消費者などにプロならではの知恵を伝授するもので、新

規客の獲得や、商品やサービスを以下にお客様に伝えてための研修にもなっている。 

 

 西都児湯地場産業振興協議会 

 周辺地域（１市５町１村）の地場産業事業者で設立された組織で、西都児湯地域の行政や商

工団体が各地事務局となり、高鍋町地場産業振興会（事務局：高鍋商工会議所）がその連絡調

整機関となっている。 

 展示会の情報提供などを行い出展の支援を行っている。今後はマーケットインの考えを浸透

させ効果的な連携支援を狙う。 

 

 まいづるカード会 

  高鍋町に本店所在のある中小事業者８６店舗（9 割以上は小規模事業者）で組織されたスタ

ンプ会で、現在は事務員を雇用し独立した組織となっているが元々は高鍋商工会議所で設立し

ており、事務局長は高鍋商工会議所の職員が兼務している。月３回の会合と毎月のイベントを

継続的に行っている。 

  小売業と中心商店街の事業者が多く在籍しており、高鍋町が県央の商業集積地としての地位

を持続していくための連携支援を行う。 

 

さいとこゆ観光ネットワーク 

 平成 19 年度に高鍋商工会議所が呼びかけ、宮崎県及び周辺地域（１市５町１村）の行政商工

団体観光協会で構成設立された広域観光振興組織。平成 27 年まで高鍋商工会議所がその事務局

となっていたが、平成 28 年度より高鍋町が連絡調整機関としての役割を担っている。イベント

については引き続き高鍋商工会議所が中心となり実施する。西都児湯鍋合戦なども主催してお

り、２万人を昼 1日型のイベント集客しており周辺地域では最大の食のイベントである。 

 食のイベントを通じて、農業者との連携を図ることができ、今後の様々な活動の布石とするこ

とを狙う。 

 

【効果】 

関係機関と連携を図ることで、外部の企画力・集客施設の活用、広報力、販路開拓力など、そ

れぞれの強みを活かした支援が可能となり、相乗効果を生みだすことも期待できる。これにより、

高鍋町のにぎわい創出と高鍋町に訪れた観光客の消費額増加を狙い、中長期的に高鍋ブランドの

構築を目指す。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 【現状と課題】 

高鍋商工会議所は各小規模事業者支援機関と連携し、それぞれの機関が抱える課題を解決す

ることを目的に情報交換を行っている。そのことにより各機関が実施している事業内容や支援

状況、小規模事業者の景気動向等、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事業展開を行ってきた。今後も各支援機関の強みを活用しながら、高鍋商

工会議所の支援ノウハウを向上させ小規模事業者支援に役立てる。 
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（１）商工会議所及び商工会との連携会議による情報交換 

①宮崎県地域力連携推進会議 

宮崎県商工会議所連合会主催の中小企業等経営基盤強化事業において宮崎県、宮崎県内の９

商工会議所、宮崎県商工会連合会、宮崎県中小企業団体中央会の小規模事業者支援スタッフが

一堂に会し、経営支援に関する情報交換及び研修会が開催され出席している。今後も継続する

ことによって、様々な小規模事業者支援のスキルやノウハウの向上を図る（年４回程度） 

  

 ②県内商工会議所中小企業相談所長会議 

宮崎県下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事

業や経営支援状況、小規模事業者の景気動向等、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等の支援ノウハウの情報交換を行い、高鍋商工会議所の経営指導員や経

営･情報支援員と共有し支援能力の向上を図る。（年３回程度） 

 

③ブロック別中小企業相談所長会議 
 九州ブロック内８県の相談所長会議において、各商工会議所との情報交換はもとより、日本

商工会議所より国の方針や今後の小規模事業者支援施策等の情報を得、高鍋商工会議所の経営

指導員や経営･情報支援員と共有し支援能力の向上を図り管内小規模事業者支援に役立てる。

（年２回程度） 
 
（２）金融機関との連携会議による情報交換 

①株式会社日本政策金融公庫国民生活事業との研修会の開催 

毎年１回、株式会社日本政策金融公庫と高鍋商工会議所金融委員及び一般職員も含めた研修

会を実施している。マル経資金制度・小規模事業者経営発達支援融資制度利用の調査時につい

ての留意点や制度利用者の先進事例を学ぶことで、小規模事業者への円滑な融資に繋げる支援

ノウハウを習得し職員の支援能力向上を図る。 

 

②地元金融機関との支援会議や情報交換会の開催 

小規模事業者の支援強化を目的に、高鍋信用金庫本店・宮崎銀行高鍋支店・宮崎太陽銀行高

鍋支店に高鍋町地域政策課職員を加え「城下町高鍋中小企業支援ネットワーク」と称し、小規

模事業者への金融面での支援会議や管内の小規模事業者に対する融資状況等の情報交換会を開

催している。連携事業としては創業・事業承継支援セミナーを開催する。この連携により経営

支援ノウハウや支援の現状、課題についての情報交換を行い、自らの支援能力の向上を図る。

（年３回程度） 

 
（３）地元関係機関との情報交換及び研修会の開催 

①南九州税理士会高鍋支部との研修会の開催 

南九州税理士会高鍋支部と高鍋税務署管轄内の２商工会議所と６商工会に高鍋税務署を加え

連携強化を図る研修会議を開催。派遣税理士業務を中心に小規模事業者の記帳のあり方、税務

申告上での留意点に研修会及び情報交換会を行っている。支援ノウハウ等の情報交換会を行い、

支援能力の向上を図る。 
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他の支援機関と連携することにより、高鍋商工会議所単独では対応困難な経営課題や時間を

要する支援内容に対し、迅速に対応でき解決することが見込める。また、職員の経営支援スキ

ルの向上も図れ、支援ノウハウを蓄積が期待でき、管内小規模事業者支援及び小規模事業者事

業活動に役立てる。 

 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 【現状と課題】 

経営発達支援事業を円滑に遂行するために、小規模事業者に対する支援スキル（能力）の向

上に努めることが重要である。 

職員によって経験の差や支援分野の得手不得手などもある。不得手分野を把握し補い底上げ

を図ることにより小規模事業者支援体制の強化を図る。 

高鍋商工会議所においては、経営指導員及び経営･情報支援員が効果的・効率的に支援を行う

ことができるよう研修体制の充実・強化を図り資質向上を図ることとする。 

 

（１）国や関係機関が実施する研修会への参加（年２回） 

日本商工会議所が主催する研修会、中小企業庁が主催する小規模事業者支援研修に中小企業

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３年間に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）の向上を図ることとする。 

 

（２）県内商工会議所経営指導員及び経営･情報支援員研修会の参加（年３回） 

（一社）宮崎県商工会議所連合会の事業。２日間の全体的な研修に全ての指導員が参加し、そ

の他経営指導の経験年数に応じ、初級・中級・上級のコースを開催しており、これらの各コー

スの研修に各指導員が参加している。このことにより小規模事業者に対する支援スキルの向上

を図る。 

項目 連携先 頻度 方法 

宮崎地域力連携推進会議 

宮崎県 
宮崎県商工会議所連合会 
宮崎県商工会連合会 
宮崎県中小企業団体中央会 

年４回 会議 

県内商工会議所 

中小企業相談所長会議 
県内９商工会議所 
宮崎県 年３回 会議 

情報交換会 

ブロック別 
中小企業相談所長会議 

日本商工会議所 
九州内商工会議所 年２回 

会議 
研修会 
情報交換会 

公庫との勉強会 日本政策金融公庫 年１回 研修会 

城下町高鍋 

中小企業支援ネットワーク 

高鍋町 
宮崎銀行高鍋支店 
宮崎太陽銀行高鍋支店 
高鍋信用金庫 

年３回 
程度 

会議 
情報交換会 

税務関係団体協議会 
南九州税理士会高鍋支部 
高鍋税務署 
近隣商工会議所商工会 

年１回 
会議 
研修会 
情報交換会 
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（３）経営指導員内部研修会及び支援会議の開催（年１２回） 

高鍋商工会議所内において、成果のあった経営支援実績や外部の研修会に参加した報告によ

る、経営指導員及び経営･情報支援員で経営支援に関する勉強会を月１回１時間程度で開催。組

織内での経営支援事例の共有化や支援スキル（能力）の向上を図ることとする。 

会議所職員それぞれが自ら講師となり、担当業務や新しい施策の説明などを所内職員に向け

て１ヶ月に１度講義形式で行い支援スキルを向上しつつ平準化を図る。 

また、当所経営指導員は指導経験が比較的浅いものいることから、多角的な考えによる支援

ができるよう、所内において経営指導員がリーダーとなり経営・情報支援員及び一般職員も含

めた経営支援チームを案件ごとに設置し、肌理細やかな経営支援を行う。 

  
（４）経営指導員等の経営支援内容の共有化 

   経営指導員等が、巡回・窓口等で小規模事業者との相談内容については、日々業務日誌に記

載し職員間で閲覧を行い、人事異動などがあっても引き継げるよう、商工会議所のＴＯＡＳ（デ

ータベースシステム）に入力を行いデータベース化し組織の共有財産として蓄積し、経営支援

状況が事業所ごとに抽出でき、小規模事業者の継続的な経営発達支援に役立てる。 
 
（５）ＯＦＦ-ＪＴによる経営支援職員の育成 

高鍋商工会議所は一般職員を含め全職員対象で、町内の事業所に赴き短期間の職場体験をど

実施している。事業所の方々の事業に実際従事し、そこから気づきを得、改善点の提案などを

行ってきた。今後はより経営支援の立場から現状を見て小規模事業者の持続的発展に貢献して

いく。 
宮崎県内に於いては、経営指導員の人事交流事業を実施している。平成２６年度には高鍋商

工会議所より宮崎商工会議所へ、宮崎商工会議所から高鍋商工会議所へそれぞれ１名を１年間

出向させ、経営指導・支援のノウハウを共有している。お互いの長所を生かした小規模事業者

支援を目指す。 
 

 

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 

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。事業改善をしっかり図っていくため、ＰＤＣＡサイクルを明確にして取り組む。 
① 県・町の他、中小企業診断士により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

（外部有識者） 
宮崎県商工観光労働部商工政策課、高鍋町産業振興課 
高鍋信用金庫中小企業診断士、等 

② 高鍋商工会議所正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 
③ 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。 
④ 事業の成果・評価・見直しの結果を高鍋商工会議所のホームページで計画期間中公表する。 

 計画承認後～    計画に沿った事業実施 
 平成３１年１０月  事業遂行状況について所内協議、必要に応じ見直す 
 平成３１年１１月  高鍋商工会議所正副会頭会議にて中間実施状況報告 
 平成３２年 ４月  事業遂行報告書の作成 

外部有識者に対しての事業報告 
 平成３２年 ６月  正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定 

成果・評価・見直しの結果を常議員会報告 
高鍋商工会議所ホームページで公開 
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ＰＤＣＡのイメージ図 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

                  （平成３０年１１月現在） 

組織体制 

  主に経営指導員３名及び経営･情報支援員３名が事業に実施対応する。 

  

  事務局統括 専務理事 

   

中小企業相談所６名  
中小企業相談所長(経営指導員)  経営指導員２名 経営･情報支援員３名 

 

総務課４名 (経営指導員有資格者２名)  
総務課長 業務係１名 会計１名 臨時職員 1 名 

  

連絡先 

  高鍋商工会議所 中小企業相談所 

  〒８８４－０００２  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋５１３８ 

  ＴＥＬ ０９８３－２２－１３３３  ＦＡＸ ０９８３－２３－３１５９ 

  E-mail tcci@miyazaki-cci.or.jp 

  ＵＲＬ http://www.miyazaki-cci.or.jp/takanabe 

 

 

（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） 

（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 

 

補助金収入（宮崎県、高鍋町） 会費収入、 各事業収入等から資金調達を図る。 

 

（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。 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

① 地域経済動向調査 

② 経営分析事業 

③ 事業計画策定支援 

④ 事業計画実施支援 

⑤ 需要動向調査事業 

⑥ 販路開拓支援事業 

⑦ 地域活性化事業 

⑧ 経営指導員等資質向上事業 

300 

100 

300 

300 

200 

1,000 

500 

300 

300 

100 

300 

300 

200 

1,000 

500 

300 

300 

100 

200 

100 

200 

1,000 

500 

300 

300 

100 

200 

100 

200 

1,000 

500 

300 

300 

100 

200 

100 

200 

1,000 

500 

300 

http://www.miyazaki-cci.or.jp/takanabe
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（別表４－１） 

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 

連係する内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   地域活性に向けた会議の主催及び他団体主催の会議への参加 

地域活性化事業の実施及び他団体実施の協力等 

 

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取組 

 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 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 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 

 

連係者及びその役割 

 

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 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

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 

日本商工会議所 

会頭 三村明夫 

東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル４階 

03-3283-7823 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江８４３７   

0983-26-2015 

各調査に関するとりまとめと公表・調査に関する費用および人的支援 

 

２．経営状況の分析に関すること 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

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 

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 

0985-74-3850 

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いて連携し、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。 

 



３１ 
 

３．事業計画策定支援に関すること 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

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 

株式会者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 

高鍋信用金庫 

理事長 板垣衛 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 673 

0983-22-2222 

宮崎銀行高鍋支店 

支店長 石崎智則 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 648 

0983-22-1111 

宮崎太陽銀行高鍋支店 

支店長 永井寛之 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 673 

0983-23-2525 
宮崎県信用保証協会 

会長 梅原誠史 

宮崎市宮田町2 番23 号 

0985-24-8251 

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 

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 

0985-74-0786 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江８４３７   

0983-26-2015 

高鍋税務署 

署長 曾根義光 

児湯郡高鍋町大字上江 8438番地 

0983-22-1373 

南九州税理士会高鍋支部 

支部長 黒木譲治 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 2548 

0983-23-8186 

中小企業基盤整備機構 

理事長 高田坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 

0570-009111 

宮崎県地域ジョブカードセンター 

センター長 金丸章 

宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階 

0985-24-2011 

事業引き継ぎ支援センター 

専門相談員 阿南友也 

宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階 

0985-22-2161 

宮崎県経営改善支援センター 

専門相談員 曽我部 弘一 

宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階 

0985-33-9115 

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 

創業･第2創業セミナー・経営計画作成セミナー・の講師派遣及び個別相談会、金融相談経営改善計画

作成の伴走型支援における連携。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。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

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 

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 

高鍋信用金庫 

理事長 板垣衛 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 673 

0983-22-2222 

宮崎銀行高鍋支店 

支店長 石崎智則 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 648 

0983-22-1111 
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宮崎太陽銀行高鍋支店 

支店長 永井寛之 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 673 

0983-23-2525 
宮崎県信用保証協会 

会長 梅原誠史 

宮崎市宮田町2 番23 号 

0985-24-8251 

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 

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 

0985-74-0786 

たかなべまちの駅連絡協議会 

会長 岩切正司 

高鍋町大字北高鍋 5138 高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江８４３７   

0983-26-2015 

事業計画策定後の個別相談会や伴走型によるフォローアップ支援を行う上での連携し、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。 

 

５．需要動向調査に関すること 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

宮崎県 

知事 河野俊嗣 

宮崎市橘通東二丁目10 番1 号 

0985-26-7111 

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 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江８４３７   

0983-26-2015 
宮崎県立高鍋高校 

校長 早日渡志郎 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 4262 

0983-23-0005 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江 8437   

0983-26-2015 

新富町商工会 

会長 井崎美恵子 

児湯郡新富町富田南１丁目１１２  

0983-33-1231 

木城町商工会 

会長 生田俊一 

児湯郡木城町大字高城 4040-1 

0983-32-2070 

川南町商工会 

会長 宮崎吉敏 

児湯郡川南町大字川南 13680− 1 

0983-27-0263 

高鍋地区観光者交組合 

会長 尾田正信 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5197 Ｍビル２Ｆ 

0983-23-0369 

高鍋地区飲食業組合 

会長 又川俊典 

児湯郡高鍋町大字上江 1206-7 

0983-22-1149 
上記機関の協力により情報収集及び地域の需要動向調査を行う 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

宮崎県 

知事 河野俊嗣 

宮崎市橘通東二丁目10 番1 号 

0985-26-7111 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江 8437   

0983-26-2015 

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 

0985-74-3850 

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 
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宮崎商工会議所 

会頭 米良充典 

宮崎市錦町 1-10 KITEN ビル 7 階 

0985-22-2161 

日本商工会議所 

会頭 三村明夫 

東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル４階 

03-3283-7823 

宮崎県中小企業団体中央会 

会長 矢野久也 

宮崎県宮崎市松橋2丁目4番31号 

0985-24-4278 

西都児湯地場産業振興協議会 

会長 青木稚太 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5138高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 

高鍋町地場産業振興会 

会長 青木稚太 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5138高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 

国立大学法人 宮崎大学 

学長 池ノ上 克 

宮崎市学園木花台西1丁目1番地 

0985-58-7111 

宮崎県立高鍋農業高校 

校長 沖水英夫 

児湯郡高鍋町大字上江 1339-2 

0983-23-0002 

児湯農業協同組合 

代表理事組合長 谷口良孝 

児湯郡高鍋町大字北高鍋９９－1   

0983-22-4571 

上記支援機関と連携し、セミナーや商談会・展示会の開催情報の収集提供を行う。このことにより

実効性の高い支援を行うことができる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江 8437   

0983-26-2015 

ＮＰＯ法人高鍋町観光協会 

理事長 井上博功 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 259 

0983-22-5588 

高鍋町商店街連合会 

会長 古川浩二 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5138高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 

たかなべまちの駅連絡協議会 

会長 岩切正司 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5138高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 

高鍋町地場産業振興会 

会長 青木稚太 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5138高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 
まいづるカード会 

会長 岩崎信也 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 5138高鍋商工会議所内 

0983-22-1333 

さいとこゆ観光ネットワーク 

会長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江８４３７   

0983-26-2015 
 外部の企画力・集客施設の活用、広報力、販路開拓力など、それぞれの強みを活かした支援が可

能となり相乗効果を生みだす。高鍋町のにぎわい創出や観光消費額増加を狙い、高鍋ブランドの構

築を目指す。 

 

 

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取組 

 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 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

日本商工会議所 

会頭 三村明夫 

東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル４階 

03-3283-7823 

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 

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 
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高鍋信用金庫 

理事長 板垣衛 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 673 

0983-22-2222 

宮崎銀行高鍋支店 

支店長 石崎智則 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 648 

0983-22-1111 

宮崎太陽銀行高鍋支店 

支店長 永井寛之 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 673 

0983-23-2525 
高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江８４３７   

0983-26-2015 

南九州税理士会高鍋支部 

支部長 黒木譲治 

児湯郡高鍋町大字北高鍋 2548 

0983-23-8186 

単独では対応困難な経営課題や時間を要する支援内容に対し、迅速に対応でき解決する役割が望め

る。また、職員の経営支援スキルの向上も図れ、ノウハウを蓄積する。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

日本商工会議所 

会頭 三村明夫 

東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル４階 

03-3283-7823 

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 

中小企業庁 

長官 安藤久佳 

東京都千代田区霞が関一丁目 3番１号 

03-3501-1511 

中小企業基盤整備機構 

理事長 高田坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 

0570-009111 

 上記支援機関が主催する研修会に経営指導員及び経営･情報支援員が参加し、小規模事業者支援ス

キルを高める。 

 

 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 

連携者・代表者名 住所・電話番号 

宮崎県 

知事 河野俊嗣 

宮崎市橘通東二丁目10 番1 号 

0985-26-7111 

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 

高鍋町 

町長 黒木敏之 

児湯郡高鍋町大字上江 8437   

0983-26-2015 

高鍋信用金庫 

理事長 板垣衛 

児湯郡高鍋町大字高鍋町 673 

0983-22-2222 

  外部専門人財に成果の評価していただき、見直しの方針案を決定する。 
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連携体制図等 
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