
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

北郷町商工会（法人番号 4350005004214） 

日南市（地方公共団体コード 452041） 

実施期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

(1)地域小規模事業者の売上回復、事業継続 

(2)新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３－１．地域の経済動向調査に関すること 

 四半期に１回景況調査を実施し分析を行い、その結果を個別

支援に活用する。 

３－２．需要動向調査に関すること 

(1)対象事業者の対象商品やサービスに資する調査を行う。 

(2)「ワーケーション・ブリージャー」の需要調査及びプラン 

利用者に対するアンケート調査を実施する。 

４．経営状況の分析に関すること 

(1)巡回を通じて実施事業者を掘り起こして経営状況分析を 

行い、経営の見える化を図る。 

(2)当地域内の宿泊関連 5施設の経営状況分析を実施する。 

５．事業計画策定支援に関すること 

 経営分析を行った事業者を対象に、外部専門家と連携を図り 

計画策定を支援する。 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 定期的な巡回指導や窓口指導において随時ヒアリングを実施

する。必要に応じて専門家派遣事業等を活用しフォローする。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ①経営分析、事業計画策定を行った事業者に対し、ＩＴを 

活用したネット販売・宣伝を支援する。 

 ②令和 4年度から毎年 1回、観光商談会に出展する。 

連絡先 

北郷町商工会 

〒889-2402 宮崎県日南市北郷町郷之原乙１７３８番地４ 

TEL:0987-55-3639 FAX:0987-55-3058  

E-mail:kitago-t@miya-shoko.or.jp 

日南市 産業経済部 商工・マーケティング課 

〒887-8585 宮崎県日南市中央通 1丁目 1-1 

 TEL:0987-31-1169 FAX:0987-31-1330  

E-mail: syoko-m@city.nichinan.lg.jp 
 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状

立地 

 日南市北郷町は平成の大合併により平成 21年 3月に日南市・南郷町と新設合併し、「新」日南市 

の地域自治区となった町であり、宮崎県の南部、宮崎市 

から南に約 30㎞の内陸部に位置し、町域全体が山地とな 

っており、幹線道路である県道 28号線が地域内を南北に 

貫いている。本町は鰐塚山などの山々に三方を取り囲ま 

れ、その中央部は鰐塚山に源を発する広渡川と黒荷田川 

が流れており、途中、数条の渓流を合わせながら、猪八 

重滝群から流れる猪八重川と合流し日南市街地を通って 

日向灘に注いでいる。 

また、町の総面積の約 88%は森林で、その大半は地元 

の特産飫肥杉である。このことから、森林に囲まれた豊 

かな自然環境と北郷温泉郷は本町の観光資源の中心的存 

在となっており、日南市に点在する他の観光名所や施設 

とストーリーでつなぐ新たなネットワーク形成の一翼を 

担うことが期待されている。 

人口 

北郷町の人口は昭和 30年以降、都市部への流出が大きくなったこともあり、昭和 50年までの 

20年間で約 40%大幅減少したが、町政時代の昭和 50年から平成 7年にかけて企業誘致に積極的に 

取り組まれたことにより、減少率は一時鈍化傾向をたどったものの、今日においては社会経済構造 

の変化に伴う人口流出と少子高齢化の流れのなかで、依然として減少傾向に歯止めがかからない状 

況にある。  

  平成 17年の国勢調査では 5,073人であった町内人口は、「日南市統計調査」によると、同 27年 

4月では 4,429人、令和 2年 4月では 3,957人と、人口減少に歯止めがかからない。 

○北郷町人口推移

H27 H28 H29 H30 H31 R2 

人口（人） 4,429 4,206 4,163 4,112 4,055 3,957 

増減率 △5.0% △1.0% △1.2% △1.4% △2.4%

（出典：日南市統計調査） 

  また、日南市が平成 27 年に策定した「日南市人口ビジョン」によると、人口の減少は今後ます 

ます加速すると予測されている。令和 2年の予測人口は 3,920人であったが、実際は 3,957人と多 

少の誤差はあるものの、ほぼ予測通りに推移している。今後もこの予測のまま推移すると、更なる 

人口減少は避けられない。 

○北郷町人口推移予測

R2 R7 R12 R17 R22 R27 
予測人口(人) 3,920 3,565 3,224 2,911 2,590 2,287 

増減率 △9.1% △9.6% △9.0% △11.0% △11.7%

（出典：日南市人口ビジョン） 
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交通 

 交通の面では公共交通としてＪＲがあるものの、単線であり上下線合わせて 1日 30本の運行と 

決して利便性が高いとは言えないため、主要な交通手段は自家用車である。現在は、日南市の中心 

部まで約 20分、宮崎市の中心部まで約 1時間を要する。そのような中、県南地域初となる高速道 

路、東九州自動車道の一部（日南市北郷－東郷間）が平成 30年 3月に開通、令和 4年度には宮崎 

自動車道の清武南 ICと北郷 IC間が開通、最終的には日南市街地を通り、串間市まで開通する予定 

となっている。この区間は通行料金無料区間ということもあり、宮崎市や九州各県からのアクセス 

が大幅に向上し、交通環境が激変することが予測できる。また高速道路の開通に合わせ、北郷町内 

には令和 4年度の開業を目指した「道の駅」建設の準備も進んでおり、生活環境も含め大きな変化 

が訪れることとなる。 

交通環境の変化は、町内住民の域外への流出などストロー現象も懸念されるが、一方、観光振興 

においては県庁所在地である 

宮崎市や九州内各県からの誘 

客効果が増大することが期待 

されている。 

この、「高速道路開通」「道 

の駅開業」という環境の変化 

が地域経済に与えるインパク 

トは、北郷町始まって以来最

大であるとともに、地域人口

の減少が進む中、今後はこの

ような大型の投資は見込め

ず、町内の観光業・商工業者

にとっては恐らく最後のチャ

ンスと思われ、地域一丸とな

って、この好機を確実に掴む

ことが必要である。

産業 

北郷町の産業は第一次産業である農畜産業、林業を主要産業としており、豚、ブロイラーなどの 

畜産や野菜・花卉栽培が盛んに行われている。 

  しかしながら、農畜産業、林業ともに、従事者の減少と高齢化により担い手不足が深刻になって 

きているのが現状である。一方、近年、若い世代の移住者による新規の農業開業も見られ、今後は 

商工業者との連携等による地域産業活性化、雇用創出の場として、事業が拡大されることを期待さ 

れている。 

町内の商工業者数については、下表に示すとおりここ数年各業種において減少が続いている。 

○北郷町商工業者数推移

H27 H28 H29 H30 H31 R2 H27比 

商工業者数 140 139 139 133 132 129 △11

建設業 35 34 34 32 33 34 △1

製造業 30 30 29 26 26 26 △4

卸売業 0 1 1 0 0 0 － 

小売業 24 25 23 23 21 21 △3

飲食・宿泊業 15 15 16 16 16 12 △3

サービス業 25 24 25 25 24 23 △2

その他 11 10 11 11 12 13 ＋2 

（出典：商工会実態調査報告書（独自調査）） 
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○本町の小規模事業者数（令和 2 年 3 月 31 日現在）

建設業 製造業 卸小売業 飲食業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 計 

H29 34 18 21 15 20 9 117 

R2 34 17 18 11 18 12 110 

増減 0 △1 △3 △4 △2 ＋3 △7

（出典：商工会基幹システム（独自調査）） 

 商業については、ここ数年でスーパー2店舗のうち 1店舗、コンビニ 2店舗のうち 1店舗が閉店 

し集客のある小売店としてはスーパー1店舗、コンビニ 1店舗のみとなる。他には高齢者が経営す 

る昔ながらの個人商店が 3店舗、地域の特産品を扱う直売所が 2店舗点在するのみであり、小売店 

が集積した商店街と呼べる地区はない。 

 飲食店については、家族経営など小規模な店舗がほとんどで、地区内に点在している状況である。 

そのような中、令和 4年に高速道路が開通すると交通量が激減することが予測されている地域の店 

舗においては、先を見越し早期に閉店する動きが見られる。 

 製造業としては、一時期、企業誘致に積極的に取り組まれたことから、従業員 50人超の企業も 

5社程度ある。 

 建設業、サービス業については、事業者数は比較的維持できているが、今後は経営者の高齢化に 

よる廃業等が増加することが懸念されている。 

観光 

北郷町の恵まれた森林資源の中には森林セラピー基地にも認定されている「猪八重渓谷」、桜の 

名所として有名な「花立公園」がある。「猪八重渓谷」の川沿いに通る道は、ウォーキングコース 

として人気が高く、また、コケの宝庫とも呼ばれ、近年コケガールに代表されるように注目度が高 

くなっている。「花立公園」は１万本の桜が咲き 

誇る九州随一の桜の名所であり、開花の季節には 

桜まつりも開催され多くの来町者の目を楽しま 

せている。 

 また、町内に 2か所の温泉の源泉を有し、足湯 

2か所、温泉宿泊施設 4 店舗がある「北郷温泉郷」 

は、その成分から美人の湯として町内外の人に親 

しまれるように重要な観光資源となっており、森 

林セラピーと併せ、観光地・保養地としてのポテ 

ンシャルは非常に高いものがある。

また、日南市の観光振興策として、点在する日

南市内の観光施設や観光資源を線でつなぐ観光 

振興計画が動いており、この中で、本町においては ↑猪八重渓谷  ↓北郷温泉 

「北郷ゾーン」として、北郷温泉郷と森林資源に 

囲まれた豊かな自然環境を活かした、森林セラピ 

ー取組や農作物の収穫体験などを観光体験として 

組み入れた観光産業の活性化が模索されている。 

 しかしながら、今までは地域一体となった対外 

的なＰＲが不足していたこともあり、観光地・保 

養地としての認知度が県内外ともに低い状況にあ 

る。平成 30年度に商工会において九州在住者を対 

象に実施したアンケートによると、町名さえも知 

らない人が全体の 67%を占めた。 
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○日南市北郷町認知度調査

（出典：平成 30年度北郷町商工会特産品開発事業における認知度調査） 

この状況を打開するため、平成 29年度に町内の温泉宿泊施設 4社と行政、商工会、関係団体等 

で北郷温泉旅館組合を設立し共同で対外的なＰＲ等を進めていくこととなり、定期的に会議を開催 

し、共同事業等を行っている。今後は各温泉施設、各団体等が有機的に結び付き、高速道路開通、 

道の駅開業を契機とした更なる観光ＰＲによる誘客が期待されている。 

日南市重点戦略プラン 令和 2年改定版【商工業分野抜粋】 

  日南市では『創客創人』をコンセプト（理念） 

に各分野における重点戦略プランが設定されてい 

る。平成 27年度から令和元年までの当初の 5年計 

画が終了し、今年度新しく令和 2年改定版が発表 

された。令和 2年改定日南市重点戦略プランにお 

いては、前プランのコンセプトである『創客創人』 

や長期ビジョンをしっかりと引き継ぎ、産業振興 

などに着実に取り組むとともに、これまでの市の 

取組の課題や市民の皆さんの関心の高まりを背景として「『誰一人取り残さない』持続可能な社会 

を目指して」を新たに 5年間の中期ビジョンとして策定されている。この重点戦略プランのうち、 

商工業・観光分野に関する指針等は以下のとおりとなる。 

ビジョン 地域産業の再活性化と新しいビジネスが創出できる環境 

戦略 ・企業の意識や働き方改革の推進による人手不足の解消

・滞在型観光メニューの充実などの新たな観光資源の発掘と商

品化の推進

商工業分野における重点施策 ・地元企業を維持・発展させる人材の育成・確保

・地元企業への支援と企業誘致

・新しいビジネスに挑戦する企業や起業家の支援

・企業の意識や働き方改革の推進による人手不足の解消

※創客創人・・・人々が
望む価値を見出し、それ
を実現する製品やサー
ビスを創り出し、「新し
い需要＝客」を創り、そ
の客を幸せにする仕組
みが創れる人財を育て
る 
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観光分野における重点施策 ・東九州自動車道の開通を視野に入れた広域的で多様なツアーや

回遊ルートの造成

・滞在型観光メニューの充実などの新たな観光資源の発掘と商品

化の推進

・太平洋側の他港との連携など戦略性を持ったポートセールスの

実施

北郷町商工会の体制・取組について 

平成 21年の市町村合併により、南那珂郡であった旧北郷町、旧南郷町は日南市と合併したが、 

商工会はそのまま存続し、現在は同市内に日南商工会議所、南郷町商工会、北郷町商工会が併存し 

ている。 

本商工会は、職員 2名（経営指導員 1名、経営情報支援員 1名）、商工業者数 129社（うち小規 

模事業者 110社）の小規模な商工会である（令和 2年 4月 1日現在）。 

本商工会は、長年、経営改善普及事業を通じて管内小規模事業者の経営支援を行っているが、支 

援内容は税務や金融などの日常の経営改善普及事業が主であり、現状を打開するような伴走支援に 

関しては手薄な状況にある。このような状況の要因としては、以下の 2点が挙げられる。 

(1)職員の絶対数の少なさ

本商工会は小規模な商工会ということもあり、設置規程が満たせず事務局長が設置されていな

い。そのため、経営指導員が事務局責任者としての業務も負うことになり、事業者への経営支援と 

しては日常の経営改善普及事業で手一杯であり一歩踏み込んだ支援まではなかなか手が回らない 

状況にある。 

(2)商工業者数の少なさ、規模の小ささ

商工業者数は 130前後であり、さらに業種別に分けると同業種で集まっても 3～5社程度であり、 

町内事業者でまとまって何か事業をやるにもスケールメリットも少なく、規模が小さいものになっ 

てしまう。 

また小規模な事業者がほとんどを占め、人材的にも設備的にも脆弱である。そのため、雇用や設 

備投資等のリスクを負って生産量を増やし、販路拡大による売上向上を目指すことよりも、現状の 

売上をいかに維持するかを主眼においた経営に終始するなど消極的な事業者が多い。 

以上のことから当地域の現状では税務・金融等基礎的な支援を期待する声も多く、従前の経営改 

善普及事業に軸足を置いた支援が必要とされてきた。また上記のとおり商工会の支援体制としても 

十分ではないため、身の丈に合った支援を継続することしかできない。そのため、経営発達支援計 

画においては実践可能な事業内容、目標を設定し、本来の業務である経営改善普及事業に支障が出 

ないように取り組む必要がある。 

（過年度の経営発達支援計画の課題） 

前回の経営発達支援計画において目標として掲げていた項目のうち、経営状況分析、事業計画策 

定等については一定程度の取組みはできたものの、地域経済動向調査、需要動向調査等については 

充分な成果を残せなかった。これは前掲の商工会の課題による部分もあるが、計画策定後に状況の 

変化、新たな課題の抽出等があったため、全国展開支援事業（次項）を活用し、経営発達支援計画 

では掲げていなかった特産品開発事業に着手したことにより経営発達支援事業に人材、時間を割く 

ことができなかったものによる。状況は常に変化することから、適宜計画の見直しが必要だと感じ 

た。 
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（過年度の商工会事業） 

  今後観光振興を図っても、地域の特産品、土産品と呼べるものが少なく外貨獲得の効果が薄いた 

め、全国展開支援事業を活用し特産品開発事業に取り組んだ。 

・平成 29年度 特産品開発事業（調査・研究）【全国展開支援事業調査研究事業】

・平成 30年度 特産品開発事業【全国展開支援事業本体事業・時間外労働等改善助成金】

新型コロナウイルス感染症の影響 

  北郷町内で新型コロナウイルス感染症の感染者は確認されていないものの、国や県による移動制

限、休業要請、それに伴う自粛ムード、さらにインバウンド需要が皆無になったことにより、宿泊

施設や飲食店を中心に売上減の大きな影響を受けている。 

  宿泊・飲食業以外にも、海外輸出制限による製造業・林業への影響や、誘致企業であり 100人超

の雇用を抱えていた縫製工場が破産するなど多方面に影響が及んでいる。 

  そのような中、やはり宿泊施設の宿泊者数減による当町への影響は甚大である。地域内飲食店へ 

の来店数が減少することはもちろん、宿泊施設・飲食店等への納品業者への影響も大きい。納入業 

者は多岐に亘っており、食材・飲料はもちろん、ガス、クリーニング、タクシー、消耗品等多くの 

北郷町内の事業者にも影響が及んでいる。 

②課題

 少子高齢化の進展とともに過疎化が進行する中、交通網の整備により生活圏が拡大し、さらに周 

辺市街地の商業環境整備とともに購買力の流出に歯止めがかからない状況の中で、町内における商 

業・サービス業は日用品や食料品等の最寄り品に限られた業態が中心となっている。加えて、企業 

内要因として経営者の高齢化、後継者難、消費者ニーズの多様化、ネットビジネス拡大、新しい生 

活様式への対応など、課題は山積している。 

 他業種においても経営者の高齢化、後継者難等は同じであるが、少子化対策など地域内の社会構 

造の変化が必要など即効性のある施策が無い中で、商工会単体で対応できることではなく今後も行 

政等と連携を取り継続して取り組んでいかなければならないことである。 

そのような中、商工会として今最優先で取り組むべきことは、新型コロナウイルス感染症の影響

より疲弊した町内の産業の復興である。まずはコロナ禍前の経済状態に早く戻さなければ、今後さ

らに廃業が増え、地域商工業、地域社会の衰退に繋がる可能性がある。 

前述のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響は本町においても宿泊飲食業を中心 

に大きな影響があり、さらにそこから様々な業種に波及しており、本町産業における観光分野活性 

化の重要性を再認識したところである。観光の低迷による宿泊業の低迷が当地域に多大な影響を及 

ぼしたことから、逆の見方をすれば宿泊業の復興による外貨獲得こそが当地域の早期復興に繋がる 

こととなる。 

現在、国の政策としても働き方改革が進められ、また新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止 

の観点から今後は在宅ワークに取り組む企業が増加することも見込まれている中、「ワーケーショ 

ン」や「ブリージャー」は新しい働き方として今後の需要が見込まれている。北郷町は緑豊かな環

境に恵まれ温泉もあり、また近隣には森林浴やゴルフやサーフィンなど余暇を楽しむ環境も整って

おり、地域をあげて「ワーケーション」等の受け入れ体制を構築することは、観光誘客に対して有

効な手段であり、宿泊施設等の収益改善に繋がると考える。

現在、各宿泊施設はそれぞれの特色を活かし、「温泉」「食事」「景色」等を売りにしているが、 

各施設が共通した柱として「ワーケーション対応」を訴求することでスケールメリットが生まれる 

ため、地域をあげた取組みが必要となる。 

※「ワーケーション」とは、「Work（仕事）」と「Vacation（休暇）」を組み合わせた造語で、「リゾート地や地方等の普段の職場

とは異なる場所で働きながら休暇取得等を行う仕組み」。「ブリージャー（ブレジャー）」とは、業務での出張先で、滞在を延長

するなどして、業務の後に旅行（レジャー）も楽しむこと。英語の business（仕事）と leisure（余暇・休息）を合成した造

語。
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地域内消費だけではなく観光振興による外貨獲得を目指し、旅館・ホテル等の活性化により他業 

種も含めた地域経済への裨益をもたらすことが必要と考える。 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 社会構造の変化を勘案した日南市の人口推移推計によると今後の人口減は避けられず、10年後 

には今より 8.2%の人口が減少する予測（既述）となっている。それに伴い市場規模が縮小するこ 

とから一定程度の商工業者数、特に大多数を占める小規模事業者の減少は避けられない。しかしな 

がら地域の消費者の生活が不便にならないよう最低限の商工業者（小規模事業者）は事業継続させ 

なければならない。また、コロナ禍の影響による新しい生活様式に対応した業種・業態の転換の支 

援、域内消費だけに頼るのではなく他地域も市場としてターゲットにした販路開拓を推し進めるこ 

とで利益を確保し、事業継続に繋がるよう支援していく必要がある。 

  また地域内への波及効果が高い宿泊業の収益増を図るため、観光宿泊関連事業者の支援に力を入 

れ外貨獲得に繋げていく必要もある。コロナ禍により、今まで拠り所としていたインバウンド需要 

も先が見通せない状況であり、国内需要として新たな生活様式に対応した新しい旅行形態である 

「ワーケーション」等に対応した取組みを推進していく。 

これらのことは、日南市重点戦略プランの戦略「滞在型観光メニューの充実などの新たな観光資 

源の発掘と商品化の推進」、観光分野における重点施策「滞在型観光メニューの充実などの新たな 

観光資源の発掘と商品化の推進」等にも通じることであり、北郷町商工会としても行政及び各関係 

機関と一体となって推進を図っていきたい。 

（３）経営発達支援事業の目標 

①地域小規模事業者の売上回復、事業継続

 記帳代行先で新型コロナの影響により売上が減少した小規模事業者を中心に経営状況の分析を 

行い、経営者に対して事業計画の重要性の意識付けを行いながら事業計画策定支援及び策定後のフ 

ォローアップに取組むことで、売上早期回復を図り事業継続に繋げていく。 

②新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援

  新たな観光メニューとして「ワーケーション・ブリージャー」について研究を行い、自治体も含 

め地域一体となった推進を図り、新たな観光の柱に育て観光誘客の起爆剤とする。 

最終的な目標としては、各宿泊施設が連携し地域をあげて「ワーケーション・ブリージャー」の 

受け入れ体制構築を行い、共同で観光商談会等に出展し、バイヤーである旅行代理店等にＰＲす 

ることで誘客を図り、宿泊施設等の経営力向上に繋げていくことである。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間（ 令和３年 ４月 １日～ 令和６年 ３月３１日 ） 

（２）目標の達成に向けた方針 

①地域小規模事業者の売上回復、事業継続

地域小規模事業者、特に新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対し、 

事業計画策定の重要性を啓蒙することで意識改革を行い、コロナ禍による売上減少から早期に回復 

するべく、経営分析・事業計画策定を実施する。計画策定後は定期的なフォローを行い伴走支援を 

行う。  

②新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援

 宿泊業に対しては、新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援を実施することとする。地域資源 

を活かし、宿泊施設等が連携し共同でワーケーション受け入れを推進する体制を構築し、共同でバ 

イヤー等にＰＲすることで売上向上を図る。

３－１．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

  令和 2年度より宮崎県商工会連合会からの委託を受け、四半期に 1回景況調査を実施している。 

経営発達支援事業においては、調査結果を公表することが求められているが、当町では商工業者数 

が少ないため、公表された数値がどこの事業者の数値であるか容易に推測できることから、公表に 

ついては情報保護の観点から慎重に行う必要がある。 

（２）目標 

調査名等 現状 R3年度 R4年度 R5年度 

景況調査報告書 

作成回数/年 
4回  4回  4回   4回 

ＨＰでの公開回数/年   1回  1回  1回   1回 

（３）事業内容 

  引き続き、上記景況調査を実施する。 

【調査対象】製造業 4 社、建設業 2社、小売業 4社、サービス業 3社、宿泊業 2社 

合計 15 社を対象。 

  【調査項目】売上高、客数、資金繰り、景況、設備投資など。 

    【調査手法】訪問、窓口等での聞き取り調査 

  【分析手法】業種ごとに集計 

（４）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、広く管内事業者等に周知する。

・経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。
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３－２．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

  各年度、商工会において取り組んだ事業に関連する需要動向調査を実施している。平成 30年度 

～令和元年度は特産品開発事業に取り組み、それに関連する調査を行った。各年度に調査した内容 

は以下のとおり。 

・平成 30年度：「北郷町」に関する認知度、意識、イメージ調査。

・令和元年度：試作品開発において、北郷温泉を使った美容品を開発するにあたり、土産品とし

てフェイスマスクの需要調査を実施。 

  消費者ニーズを把握するためには需要動向調査は効果的であるが、その結果をどのように活かす 

かが課題となる。 

（２）目標 

調査名等 現状 R3年度 R4年度 R5年度 

目標① 需要動向調査 1回 5回 5回 5回 

目標② 
ワーケーション需要調査 － 1回 － － 

プラン利用者向けアンケート － － 5社 5社 

（３）事業内容 

目標①地域小規模事業者の売上回復、事業継続 

 対象事業者の対象商品やサービスに資する調査を行う。業界紙や各種ツールを活用し、情報収集 

分析を行う。 

活用するツール・内容（例） 

・日経 POS情報「ＰＯＳ ＥＹＥＳ」（商品別販売動向）

→食品加工事業者に対し、売れ筋商品の情報提供を行い、新商品開発、商品改良に活用。

→小売店に対し、売れ筋商品の情報提供を行い、仕入や商品陳列に活用。

・地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」（産業構造や人口動態）

・市場情報評価ナビ「ＭｉｅＮａ」（商圏調査、人口、年代等）

→飲食店に対し、地域の人口構成等の情報を提供することで、どのような料理に需要があるかを

把握し新メニュー開発、提供方法を検討する。

→宿泊業に対し、地域別の人口構成等の情報を提供とすることで、宿泊施設に合ったターゲット

層が多く在住する地域を絞り効果的な宣伝活動を行う。

目標②新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援 

 当地域の宿泊施設が「ワーケーション・ブリージャー」の受け入れ体制構築し新しい宿泊プラン 

を作成するにあたり、初年度は、「ワーケーション・ブリージャー」の需要調査を実施する。 

 各宿泊施設が連携し、ワーケーションプランを地域として推進していく体制が構築されたあと 

（令和 4年度以降）は、各宿泊施設がワーケーション向けプランを作成し、そのプランを利用して 

宿泊した利用客に対するアンケート調査を実施する。 

①ワーケーション需要調査

【調査項目】ワーケーションの認知度、利用意向、滞在先に求めるもの等。

【調査手段】調査機関に委託。インターネット調査。

【調査・分析結果の活用】需要調査結果を北郷温泉旅館組合会議の場において情報共有を行い、専

門家の指導のもと、受け入れ側に必要な体制、設備等について精査し、 

環境を整えていく。併せて、ワーケーションプランのターゲットとなる 

うる企業、地域を絞り、効果的なＰＲに繋げていく。 
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②ワーケーションプラン利用者向けアンケート調査

【調査項目】満足度、改善点、リピート意向等。

【調査手段】調査機関に委託。利用者に対するインターネット調査。

【調査・分析結果の活用】各施設の利用者向けアンケート結果を分析、北郷温泉旅館組合会議の場

において共有し、施設ごとの改善点を探っていく。 

４．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

  現在は、各種補助金申請時や借入相談時に簡易的な経営分析を行うのみで、事業者においても経 

営分析に対する意識が低いことが課題である。 

（２）目標 

（３）事業内容 

目標①地域小規模事業者の売上回復、事業継続 

 記帳代行先で新型コロナの影響により売上が減少した小規模事業者を中心に巡回を通じて、経営 

分析を行う事業者を掘り起こす。経営分析においては、コロナ禍以前と現状の経営状況を比較分析 

することで、経営の見える化を図る。 

【分析項目】＜財務分析＞売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等 

＜ＳＷＯＴ分析＞強み、弱み、脅威、機会 等 

目標②新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援 

地域をあげてワーケーションを推進するにあたり、当地域内の宿泊関連 5施設の現状を把握し、 

各施設の強み、弱みを把握する。 

【分析項目】＜財務分析＞労働生産性（一般的に宿泊業では低いとされている「労働生産性」を各 

施設共通の指標とし、宿泊施設ごとに目標を設定する。 

＜非財務分析＞客単価、客室稼働率、平日稼働率、原価率、客層等。 

【分析手法】経営指導員が、宿泊業界に精通した外部専門家と連携し分析を行う。 

※労働生産性＝付加価値額（営業純益＋人件費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課）

÷役員数＋従業員数 

（４）分析結果の活用 

・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。 

５．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

  小規模事業者においては、長年の勘や経験に頼った経営を行う場合が多く事業計画策定に対する 

意識は総じて低い。そのような経営でも、経済が好調なときは業績も安定していたが、コロナ禍の 

ように過去に例が無いような経済の落ち込みがあった場合には対応ができずに、業績が悪化しても 

対策が打てない事業者が散見される。 

まずは事業計画策定の重要性を啓蒙し、経営者の意識改革を行うことが課題となる。 

事業内容 現状 R3年度 R4年度 R5年度 

経営分析件数/年 
目標① 10社 5社 5社 5社 

目標② － 5社 5社 5社 
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（２）支援に対する考え方 

  コロナ禍から早期に立ち直るための道筋を示すため、また、新しい生活様式に対応した販売手法 

や労働環境構築が経営にどのような影響を与えるかを可視化するための手段として、事業計画の策 

定を推進する。 

  併せて、テイクアウトメニュー作成、通信販売による地域外への販売、新宿泊プラン作成等、新 

しい生活様式に対応した業態、販売手法への転換を図るとともに、事業所のデジタル化を推進し労 

働効率の改善等に資する支援を推進する。 

（３）目標（各年度） 

（４）事業内容 

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする。 

【支援の手段・手法】経営者、経営指導員、外部専門家が密に連携し、計画策定を行う。 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

  補助金申請、金融斡旋の際に事業計画を策定した事業者に対しては、フォローアップを実施して 

いるものの、不定期であるため経営状況をタイムリーに把握できていないことが課題である。 

（２）支援に対する考え方 

  事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、事業計画の進捗状況等により訪問回数にメリハリ 

をつけることで、効果的に実施する。 

（３）目標 

事業内容 現状 R3年度 R4年度 R5年度 

フォローアップ対象事業者数 10社 10社 10 社 10社 

頻度（延回数） 24回 25回 25 回 25回 

売上増加事業者数 － 10社 10 社 10社 

（４）事業内容 

前項において策定した事業計画の進捗を確認し必要な支援を把握するため、定期的な巡回指導や 

窓口指導において随時ヒアリングを実施する。事業計画との間にズレが生じた場合等は、必要に応 

じて専門家派遣事業等を活用しフォローを行う。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

目標①地域小規模事業者の売上回復、事業継続 

（１）現状と課題 

  全国商工会連合会が主催するニッポン全国物産展へは毎年町内から 2～4社が出展し、商工会も 

同行し販路拡大に取り組んできた。令和元年度には 2社が FOODEXPO九州に出展し、販路拡大の取 

組みを支援した。 

 北郷町内においては、県外への販路拡大ができる事業規模の事業者が少ないため、商談会等への 

出展支援の事業効果は薄い。 

事業内容 現状 R3年度 R4年度 R5年度 

事業計画策定件数/年 10社 10社 10社 10 社 
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（２）支援に対する考え方 

  多様な顧客ニーズに対応するため、また新しい生活様式に対応するため、ネット販売やふるさと 

納税登録等の販路開拓や宣伝活動など、ＩＴを活用した新たな需要開拓を支援する。 

（３）目標 

現 状 R3年度 R4年度 R5 年度 

新たにＩＴを活用した販路開

拓・宣伝に取り組む事業者数 
－ 5社 5社 5 社 

売上増加額／社 － 10万円 10万円 10 万円 

（４）事業内容 

  経営分析、事業計画策定を行った事業者に対し、ＩＴを活用したネット販売・宣伝の支援として、 

自社ＨＰの構築、ＳＮＳの活用、グーペの活用、ニッポンセレクト（全国商工会連合会運営）への 

出展、ふるさと納税への登録等を支援・推進する。 

目標②新たな宿泊プラン開発による宿泊施設支援 

（１）現状と課題 

  現状では、観光に関して、地域内の宿泊施設が連携した対外的なＰＲが不足しており、合同で観 

光商談会等への出展はしていない。官民一体となったＰＲ体制を整え、共同でＰＲすることでスケ 

ールメリットを得なければならない。 

（２）支援に対する考え方 

  各宿泊施設が単独で出展しても効果が薄いため、共通のブースで出展し、旅行代理店等との商談 

を行う。出展に際しては、専門家派遣等を活用しながら事前・事後の出展支援を行うとともに、出 

展期間中には陳列、接客などの伴走支援を行う。 

（３）目標 

現 状 R3年度 R4年度 R5年度 

展示商談会出展事業者数 － － 5社 5社 

成約件数／社 － － 3件 3件 

（４）事業内容 

  新たな観光振興の柱として「ワーケーション・ブリージャー」の受け入れ体制構築を行い、各宿 

泊施設が連携しＰＲ活動を行う。受け入れ体制が構築されていない状況で観光商談会等に出展して 

も効果が薄いため、受け入れ体制構築が計画される令和 4年度から毎年 1回、宿泊関連事業者 5 

社と観光商談会に出展を行う。出展が想定される商談会は、以下の 2件。 

観光マッチング～観光 de九州～ 

  主催者：福岡商工会議所 

  来場者数：バイヤー国内 9社、海外 12社（前回実績） 

  出展者数：17企業、団体（前回実績） 

  内容：“観光”をテーマとしてバイヤー（旅行会社）着席型の BtoB商談会。 

ツーリズム EXPOジャパン

主催者：日本観光振興協会、日本旅行業協会、日本政府観光局 

  来場者数：48,308人（業界・プレス）、102,791人（一般来場） 

出展者数：1,475企業、団体 
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  内容：関東を中心に日本全国の海外、国内、訪日の旅行商品造成企画担当者 250名と直接商談会 

ができる唯一の展示会。 

８．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 

（１）現状と課題 

  平成 30年度事業までは、宮崎県商工会連合会に設置された協議会による外部評価制度を活用し 

ていたが、令和元年度分より廃止となったため、新たに「北郷町商工会経営発達支援事業等協議会」 

を設置し、事業評価を行っている。事業年度終了後のみの評価であるため、事業実施中の評価、意 

見反映ができていないことが課題である。 

（２）事業内容 

  事業実施期間中については、年 2～3回開催される商工会理事会で随時経営発達支援事業の進捗 

状況等を説明し、意見を聴取のうえ、事業実施方針等に反映させる。 

年度ごとの事業終了後には、中小企業診断士（外部有識者）、日南市商工・マーケティング課長、 

北郷地域センター長、法定経営指導員をメンバーとした「北郷町経営発達支援事業等協議会」を開 

催し、経営発達支援事業の事業評価を行う。当協議会の評価結果は理事会に報告したうえで、会報 

への掲載、商工会事務所への常時備え付けを行い、地域の小規模事業者等がいつでも閲覧できる状 

況をつくる。 
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和 2年 9月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先

■氏 名：青木 康則

■連絡先：北郷町商工会 電話 0987-55-3639

■氏 名：長友 柚香里

■連絡先：宮崎県商工会連合会 電話 0985-86-6004

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等）

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

北郷町商工会 

〒889-2402 宮崎県日南市北郷町郷之原乙 1738-4 

TEL:0987-55-3639 FAX:0987-55-3058 mail:kitago-t@miya-shoko.or.jp 

  日南市 産業経済部 商工・マーケティング課 

〒887-8585 宮崎県日南市中央通 1丁目 1-1 

TEL:0987-31-1169 FAX:0987-31-1330 mail: syoko-m@city.nichinan.lg.jp 

北郷町商工会 

法定経営指導員 １名 

経営情報支援員 １名 

日南市産業経済部 

商工・マーケティ 

ング課

宮崎県商工会連合会 

経営支援センター 

法定経営指導員 １名 
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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） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 年度 年度 

必要な資金の額 800 1,800 1,800 

需要動向調査 

事業計画策定 

需要開拓 

500 

300 

0 

500 

300 

1,000 

500 

300 

1,000 

（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、手数料、国庫補助金、県補助金、市補助金 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携して実施する事業の内容 

連携して事業を実施する者の役割 

連携体制図等 
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