
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名

（法人番号） 

佐伯市番匠商工会 （法人番号 7320005005831） 

佐伯市      （地方公共団体コード 442054） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

２期も前期に引き続き、地域内小規模事業者の持続的発展に向けた支援を継

続し「個社の経営力の向上」を目指すとともに、食品製造事業者等による地

域資源等を活用した特産品開発や新商品開発を支援することによって「地域

力(魅力)の向上」を目指し支援していく。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1 地域の経済動向調査に関すること 

・国が提供するビッグデータの活用及び地域経済動向調査 (20 社、4 回/年) 

2 経営状況の分析に関すること 

・小規模事業者の経営状況(定量・定性・財務)分析 (計画期間中 160 件) 

3 事業計画策定支援に関すること 

・小規模事業者の中長期経営計画、経営革新等法認定計画、補助事業申請

及び個者の課題解決等計画策定 (計画期間中 140 件) 

4 事業計画策定支援後の実施支援に関すること 

・計画実現に向けた経営指導員による伴走型フォローアップ支援 

(計画期間中 600 回) 

5 需要動向調査に関すること 

・販路開拓を目指す試作品等の消費者ニーズ調査 (計画期間中 13 者) 

6 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・地域需要型商品・サービス等広報事業 (計画期間中 15 者) 

・全国団体等が実施する展示会、商談会への出展支援 (計画期間中 10 者) 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

佐伯市が策定した第２次総合計画に沿って実践していくため、本会は「経

済・金融部門」の構成団体の一員として佐伯市総合計画審議会に参画し、

関連ある政策について、小規模事業者等の現状や個者支援の状況および今

後の支援策等について提言していく。 

連絡先 

佐伯市番匠商工会 経営指導課  (TEL)0972-46-0402  

〒876-0112 大分県佐伯市弥生大字上小倉 656 番地 1  

(FAX)0972-46-0403 (E-mail)info@banjo.oita-shokokai.or.jp 

佐伯市観光ブランド推進部 商工振興課 (TEL)0972-22-3943 

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町１番１号         

(FAX)0972-22-0025 (E-mail)syoukouka@city.saiki.lg.jp 
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表３_商工業者数の推移 (経済センサス調査・佐伯市番匠地域) 

センサス 

調査年 建設業 製造業 
卸小売

業 

飲食・

宿泊業 

サービ

ス業 
その他 合計 

うち小 

規模事 

業者数 

H24 年 97 81 147 41 58 114 538 477 

H26 年 86 85 137 31 54 122 515 449 

H28 年 81 74 121 25 50 112 463 402 

24 年対比 

(増減率) 
△16 

(△16.5％) 

△7 
(△ 8.6％) 

△26 
(△17.7％) 

△16 
(△39.0％) 

△ 8 
(△13.8％) 

△ 2 
(△ 1.8％) 

△75 
(△13.9％) 

△75 
(△15.7％) 

 

【課題】地域を商圏とする「卸小売業・飲食宿泊業」が苦戦 

管内の商工業者数の推移を見てみると、「製造業」「サービス業」は健闘しているものの、人口の

減少や過疎高齢化に伴い番匠地域を主な商圏として事業を行っている「卸小売業」「飲食・宿泊業」

(※管内に宿泊業者は 2軒のみ)の減少率が高い。特に、これらの過疎高齢化に関しては、非常に大

きな問題であり、行政が真剣に取り組んでいるところである。 

具体的には、この４年間でガソリンスタンドが４店閉店しており、地域には１店しかないところ

もある。主な原因は、売上高の減少による経営難である。また、食料品小売業も同様に苦戦を強い

られている。佐伯市も旧町村地域に１店舗しかないガソリンスタンドの事業継続（承継）について、

危機感を示しており、今後の事業承継の進捗について情報共有し連携しながら対応していくことと

なった。 

今後も商工会としては、管内小規模事業者の事業計画策定支援を通じて、小規模事業者が少しで

も活力を取り戻す支援（売上高や利益の向上につながる支援）を継続していくことが最も重要であ

ると考えている。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えた本会の振興と役割 

  前項「地域の課題」に記載した「活力を取り戻す」とは、多くの小規模事業者が「自ら計画

的な経営を行うことで適正な利益を確保」し、それによって「現在の経営が安定」するととも

に、「将来の不安や環境の変化に対応するための新たな取り組みが可能」となる。このように、

「小規模事業者が互いに連携して、地域経済の活性化に”自発的”に取り組んでいる状態」を

イメージしている。 

このような状態に少しでも近づけていくことを本会としての長期的な振興のあり方とし、市

の方針及び地域の現状と課題をしっかり踏まえ、地域経済を下支えする管内小規模事業者の経

営の健全な発達を積極的に支援して行く。 

また、創業に関しては、佐伯市が既に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を

受けており、その中で商工会も創業支援の役割を担っている。平成２８年度より市が創業補助

金を開始したこともあり、市内では創業に関する相談が増加している。本会にも、創業のため

の事業計画策定や創業資金等の相談も増加している状況にある。今後も、引き続き市の方針を

踏まえ、創業セミナー等を実施している「佐伯市雇用・産業支援協議会」とも連携して支援し

ていく。 

事業承継についても、重要な支援テーマであり、特に大分県が２９年度より事業承継に力を

入れていることから、本会でも６０歳以上の経営者を対象とした事業承継に関するアンケート

調査を実施しており、すでに２００件を超える回答を得ている。今後も、このアンケート調査

結果をもとに、県の方針を踏まえ、専門のスタッフによる支援が充実している「大分県事業引

き継ぎ支援センター」とも連携して、スムーズな事業承継を目指し支援していく。 
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②佐伯市総合計画との連動性・整合性 
  佐伯市が平成３０年４月に発表した「第２次佐伯市総合計画」(2018 年度～2027 年度)には、

基本政策として「地域資源をいかした産業と観光の創生」を掲げている。豊かな自然環境をい

かした農林水産業の振興とその素材を活用した「さいきブランドの確立」、商工業の分野では

「地場産業の活性化と企業誘致の推進」、また、観光においては、これまでの観光業に農林水

産業や地域の産業を観光化することで「観光産業への発展」などの施策が計画されている。 

中でも、「さいきブランドの確立」において、これまでの事業者による地道な農作物の生産、

加工品の製造から、加工・流通等を包括した食品関連産業としての位置づけを整理しつつ、ブ

ランド化・流通の促進を支援することは、当会方針と合致しており強い連動性・整合性を有す

る。 

 

（３）経営発達支援事業の目標  

 第１期の計画書にも記載したように、佐伯市番匠地域は、”過疎・高齢化が大きく進展”、 

”全産業で商工業者数が減少”という状況にある。この４年間で、その状況がさらに加速して

いる。 

特に、ガソリンスタンド等の小売業者や飲食業者の廃業が目に付く。これらは、ここ番匠地

域を商圏にした事業がより厳しさを増し、存続していくことの難しさを意味していると判断し

なければならない。 

  このような状況を踏まえ、２期も１期に引き続き、地域内小規模事業者の持続的発展に向け

た支援を継続し「個者の経営力の向上」を目指すとともに、食品製造事業者等による地域資源

等を活用した特産品開発や新商品開発を支援することによって「地域力(魅力)の向上」を目指

していくため、新たに次の目標を掲げる。 

 

【目標１】『頑張る小規模事業者の支援と育成』(一部改善) 

先行きが不透明な時代において、これまでの「経験」と「勘」に頼った経営では通用しない。

今後、小規模事業者が事業を持続的に行うためには、目標を見据えた事業計画書の策定が必要不

可欠である。本事業において、小規模事業者に対しその意義と重要性を理解させ、自ら頑張る小

規模事業者による事業計画の策定支援と小規模事業者の育成を積極的に推進する。また、事業承

継についても関係機関と密に連携しスムーズなバトンタッチが行われるよう支援して行く。 

 

【目標２】『販売すべきターゲットの明確化と販路開拓支援の強化』(継続) 

事業者にとって、新たな販路を開拓することは、事業を継続、拡大するための必須の取組みで

ある。しかしながら、小規模事業者においては、広告宣伝費や展示会の出展費用等に多くの経費

をかけることが出来ず、事業活動が限られてしまっている。そこで、販売すべきターゲットの明

確化を図り、１期に引き続き販路開拓のための面的なサポートを実施し支援して行く。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

１期目は、主に伴走型補助金を活用した事業計画策定支援に重点的に取り組み、国の小規模事

業施策 (補助事業申請や法認定申請等) を積極的に推進した。その結果、４年間で補助事業の採

択金額は１億円を超え、非常に大きな成果を上げることができた。１期目の評価について、外部

評価委員会からも「補助事業への積極的な支援と、需要開拓における幅広い支援」について高く

評価して頂いている。このような本会の活動内容が、市内の若手経営者等で組織する団体の会合

の中で、話題とされる状況になっている。この補助事業の採択金額は、本会が国の小規模事業施

策を正面から取り組んだ結果であり、本伴走型小規模事業者支援推進事業における「本会の活動

成果」であると考えている。今後は、もうひとつ先の小規模事業者の売上高や経常利益等の増加

を見据えて、「小規模事業者の経営の発達(成果)」を目指し事業展開していく。 
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目標１『頑張る小規模事業者の支援と育成』の達成に向けた方針 

２期目については、最終目標である小規模事業者の売上高の増加等の「事業者の成果」をも

っと意識して事業展開を図る。これまでの反省点として、補助事業に申請するために支援機関

が手取り足取り支援して行くというやり方から、事業者自らが考え抜いて作成した事業計画

に、支援機関として助言していくという本来の支援のあり方に戻していく。これからは、まず

補助事業の採択を目指すという支援ではなく、事業者自らが苦労して作成した事業計画、さら

に言えば事業者の本気度をもっと引き出さなければ、「事業者の育成と成果」にはつながらな

いということを念頭に置き、支援機関として頑張る小規模事業者を支援しつつ、育成し自立さ

せていくという方針で臨む。 

 

  目標２『販売すべきターゲットの明確化と販路開拓支援の強化』の達成に向けた方針 

販路開拓の支援対象先は、大分県から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者を優先す

る。そのためには、小規模事業者の新商品、新製品開発や新サービスの提供等の計画策定につ

いてまず支援を行う。どのような商品でも、全国には同じような商品は沢山あるので、その中

でも輝ける商品となるために、経営革新計画承認後は、専門家を活用しその商品等の物量に応

じた販路開拓先を明確にするとともに、その商品のブラッシュアップも行う。 

また、県内、全国、海外のバイヤーや消費者に向け雑誌等への掲載による広報支援やホーム

ページの改良、および展示会・商談会への出展支援を積極的に行う。特に、展示会等でバイヤ

ー等から受けたアドバイスを分析し検討したうえで、新商品の改良や具体的な販路開拓につな

げていけるよう支援していく。常に小規模事業者の売上高や経常利益等の増加という最終目標

を視野に、小規模事業者のビジネスチャンスを拡げ、新規取引先の開拓や売上高等の増加とい

う「事業者の成果」につなげていくという方針で臨む。 
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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 (令和２年４月１日 ～ 令和７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 

 

２ 地域の経済動向調査に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 第１期において、本会が管内経済動向を調査する「独自調査」と、民間シンクタンクによる地

域経済動調査を活用し、小規模事業者の事業計画の策定のため提供した。外部評価委員会の評価

はＡ（目標を達成することができた（100％以上））。Ａ評価であった理由は、調査対象事業者

への調査結果の配布およびホームページでの公表が外部評価委員会から高く評価された。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

小規模事業者の事業計画を策定するにあたり必要な地域の経済情報は、第１期の調査内容で

把握できたことから、本項目について第１期に取り組んだ地域の経済動向調査「独自調査」を

継続するとともに、国や関係団体等が提供するビッグデータを活用し調査情報の精度を高める。 

（１） 事業内容 

① 国が提供するビッグデータの活用 ＜新規＞ 

国が提供する e-Stat（政府統計の総合窓口）や RESAS（地域経済分析システム）、日経

テレコンなど地域を絞り込んだ情報が得られるビッグデータを活用する。但し、本佐伯市

には経済団体が３団体あり、本佐伯市番匠地域を限定しての情報収集は難しいことから、

マクロ的な視点でデータ情報を収集し分析する。 

【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、事業計画策定等に反映する。 

② 地域の経済動向調査 ＜継続＞ 

第１期の取り組みを継続する。管内小規模事業者の景況を把握し、次以降の事業項目（経

営状況の分析、事業計画策定及び実行支援による売上の増加や利益の確保を目的とした支

援）につなげていくため地域経済動向について調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者２０社 

      (製造業、建設業、卸小売業、飲食業、サービス業から各４社) 

【調査項目】売上高、客数、雇用、業況、資金繰り、設備投資、経営上の課題 

【調査方法】四半期ごと経営指導員によるヒアリング調査 

【分析手法】法定経営指導員が分析を行う 

【重要課題発見時の対応】外部専門家と連携し対応する 

 

（２） 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。 

○経営指導員が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

（３） 目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
ビッグデータ分析公表回数【新規】 － １ １ １ １ １ 
地域経済動向調査公表回数【継続】 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 
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３ 経営状況の分析に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 第１期では、事業計画策定支援の前提として経営状況を分析するという方針のもと、経営革新

等の認定申請者や各種補助金の申請者を対象として経営状況を分析した。外部評価委員会の評価

は１年目Ｂ、２～３年目はＡ評価で、４年目はＣ（ 目標を半分程度しか達成することができな

かった。（ 30％～79％ ）評価であった。その理由としては、事業計画策定支援については目標

達成しているが、同一の事業者が法認定申請と補助金申請を複数行ったこと及び創業者について

は経営分析が必要なかったため目標の半数程度の実績となったことが要因である。２期目の事業

展開としては、もっと小規模事業者に積極的な取組みを促し、幅広く取り組んでいく必要がある。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

  商工会による事業計画策定支援は、地域に浸透しはじめてきた。本事業の取り組みで、小規模

事業者にとっても事業を行っていくうえで経営状況分析を行い、事業計画を立てることの重要性

の理解やその経験を積むことはできたと考える。２期目においては、より多くの小規模事業者が

ＰＤＣＡサイクルを実践していけるよう、巡回等を通じ動機づけを図りながら、経営状況分析に

取り組むよう支援して行くこととする。 

 

（１） 事業内容 

① 支援対象者の掘り起こし ＜継続＞ 

商工会報やホームページに掲載し周知を行うとともに、経営指導員による巡回訪問を通

じ経営状況分析が必要な小規模事業者の掘り起こしを行う。年間目標を３２件とする。(経

営指導員一人当たり８件) 

② 経営状況分析の実施 ＜一部改善＞ 

 経営状況分析については、通常業務の中で日々対応する小規模事業者の経営状況につい

て、まず経営指導員による簡易な経営状況分析を実施する。また、より高度な分析を必要

とする事業者については、中小企業診断士等の専門家と連携し詳細な分析を実施する。 

【周知方法】会報、ホームページの掲載及び経営指導員による巡回時の周知 

【対 象 者】上記により希望する小規模事業者及び新商品開発や経営革新等に前向きな小

規模事業者 

【分析項目】会社概要（企業理念、社歴、設備状況、経営課題、後継者等）のヒアリング、

定量分析たる「財務分析」及び定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」を行う。 

      「財務分析」売上高、粗利益率、経常利益等 

      「ＳＷＯＴ分析」強み、弱み、脅威、機会等 

【分析手法】本会の「簡易版経営分析シート」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、

中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」、日本政策金融公庫の「財

務診断オンラインサービス」等を活用 

 

（２） 成果の活用 

○自社の経営状況を客観的に把握することができ、その分析結果から現状の経営課題を浮き

彫りにすることで、次のステップである経営課題の解決のための事業計画策定へと進めて

いくことができる。 

 

（３） 目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
経営状況分析件数【継続】 ３２ ３２ ３２ ３２ ３２ ３２ 
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４ 事業計画策定支援に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 経営革新などの認定制度や補助金等の申請は、きっかけ(契機)づくりには有効であり、第１期

では、経営革新や経営力向上計画等の法認定申請及びものづくり補助金や持続化補助金などの小

規模事業施策である補助事業申請を積極的に推進し、目標数値を達成している。外部評価委員会

の評価はＡ（目標を達成することができた（ 100 ％以上））であり、成果に繋がった取組みで

あることが評価された。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

第１期の計画では事業計画策定について、①経営力向上事業、②地域力向上事業及び③創業・

事業承継支援事業の３分類としていたが、①と②については、それぞれ専門家の活用等の支援

方法が若干異なるだけであり、特に区分する必要はないと判断し、第２期から統合した目標と

する。また、③の「創業」及び「事業承継」は重要な支援テーマであるが、本経営発達支援事

業は、あくまでも既存の事業者支援に主眼を置いたものであるので目標設定を行わない。 

また、本事業の目的である小規模事業者の経営の発達の精度を高めていくため、第２期は商工

会任せでなく、小規模事業者の積極的な取組みを求め支援して行く。 

 

（１）事業内容 

  ①事業計画策定支援事業 ＜統合・一部改善＞ 

【支援対象】前出の「２．経営状況の分析に関すること」において経営状況分析を実施した事

業者 

【内  容】当該事業者が今後目指すべき方向性に沿って、事業行動のベースとなるための３

～５年の中期経営計画の策定を支援する。具体的には自社が何のために存在し、

何を目的とする事業者であるのかという「経営理念」を確立した上で、「どのよ

うな顧客ターゲット」に「どのような商品・サービス」を「どのような手段」で

提供するかという事業コンセプトを確立させる。これに基づいて、数値目標（売

上・利益）を策定し、それらを達成するための行動計画を作成する。 

【個別の事業計画】 

ア 経営革新等法認定計画作成支援 

事業者が新たな事業活動を行う場合は、当該事業者とのヒアリング等を基に「経

営革新等計画」承認にかかる事業計画書の作成を支援し、経営の相当程度の向

上を目指す。 

イ 設備投資等に伴う事業計画作成支援 

事業計画に基づく経営活動展開のため、融資の申し込みの際、それに応じた事

業計画の策定支援を実施する。また、日本政策金融公庫が事業の持続的発展の

ための取組みに必要な設備資金、及びそれに付随する運転資金を低利で融資す

る「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。 

    ウ 補助事業申請支援 

       (ⅰ)前出の「２ 経営状況の分析に関すること」において実施した経営状況分析の

結果や地域の経済動向調査、需要動向調査で得た情報を踏まえ、補助事業申請

を目指し本会に支援を求める小規模事業者については、経営指導員がヒアリン

グしながら書類を作成していくものではなく、本来小規模事業者が自ら作成す

るものであるので、小規模事業者の本気度を確認するため次の内容について書

面での提出を求める。 

(ア)企業概要、(イ)顧客ニーズと市場の動向、(ウ)自社や自社の提供する商品・

サービスの強み、(エ)経営方針・目標と今後のプラン、(オ)補助事業の内容(販

路開拓や設備投資等)、(カ)補助事業の効果、(添付書類)カタログ、見積書他必
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要書類 

       (ⅱ)提出のあった前記書類について、内容を確認し記載内容が不十分である場合は、

その項目について法定経営指導員が指導し再提出を求めるものとする。 

       (ⅲ)上記(ⅰ)の提出書類が十分な内容であると確認できた場合は、本会が申請にあた

り経営指導員による助言を行う。 

    エ 創業計画作成支援 

         創業希望者については、佐伯市雇用・産業支援協議会が実施する創業セミナーへ

の受講を促す。また、創業計画書の作成支援を行い、日本政策金融公庫をはじめ

とする市内金融機関と連携して個別に相談対応し円滑な創業を支援する。 

    オ 事業承継支援 

         自ら事業承継を考えている事業者及び平成２９年度から実施している事業承継

に関するアンケート調査結果をもとに、早期の対応が必要な事業者には専門のス

タッフが充実している「大分県事業引継ぎ支援センター」と連携して支援して行

くものとし、計画策定については同センターへ依頼する。 

   【専門家活用】 

         本事業計画策定支援において、中小企業診断士等の専門家による助言等が必要な

場合は、大分県商工会連合会登録の専門家、または連携先支援機関の専門家も含

め支援を求めるものとする。 

 

（２）目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
事業計画策定件数【継続】 ２８ ２８ ２８ ２８ ２８ ２８ 

  

 

５ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 主に法認定や補助事業採択後の実施支援及び実績報告のため、巡回訪問を基本に小規模事業者

の支援を実施した。その結果、外部評価委員会の評価はＡ（ 目標を達成することができた

（ 100 ％以上 ））であった。新たな需要開拓のための広報活動や販路開拓にうまく繋がったこ

とが評価された。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

  第１期の評価が高かったことから、２期目も継続していくものとする。 

（１） 事業内容 

① 経営指導員によるフォローアップ支援 ＜拡充＞ 

ア 全ての事業計画策定支援先を対象とし、巡回訪問によりヒアリングによるフォローアッ

プ支援を四半期に一度実施する。具体的には、①行動計画の進捗状況の確認、②実行の途

中において生じた課題に対する対応、③当該事業者を取り巻く経営環境に大きな変化があ

った場合の計画変更を行い、ＰＤＣＡに繋がる事業計画の修正を支援する。 

イ 事業計画と進捗状況にズレが生じている場合や、上記②実行の途中において生じた課題

に対応するため、中小企業診断士等の専門家による助言等が必要なときは、大分県商工会

連合会登録の専門家、または連携先支援機関の専門家も含め支援を求めるものとする。 

ウ 事業計画の実行に当たり資金調達が必要な場合は、「小規模事業者経営発達支援融資制

度」を積極的に活用するとともに、市内金融機関とも連携し資金調達を支援する。 

 

（２） 目標 

例年、２８件の事業計画策定支援を行っているが、１事業者が補助事業申請等も含め複
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数の計画策定を行う場合があり、対象事業者数は約２０者である。フォローアップの目標

回数について、基本は四半期に一度の年４回とするが、補助事業申請については、採択後

の事前打合せと完了時の実績報告等が必要なため２倍の年８回とする。内容別のフォロー

アップ目標回数は次のとおり。 

【経営革新等法認定申請、設備投資計画等】１０者×年４回 

【補助事業申請】１０者×年８回 

 

支援内容 現 行 R2年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
フォローアップ対象事業者数

【新規】 
- ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

フォローアップ延回数【継続】 １３２ １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 
売上増加事業者数【新規】 - ４社 ５社 ６社 ７社 ８社 
経常利益率1％以上増加事業者

数【新規】 
- ４社 ５社 ６社 ７社 ８社 

  

 

６ 需要動向調査に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 外部評価委員会の評価はＡ（ 目標を達成することができた（ 100 ％以上 ））であった。Ａ

評価であった理由は、目標に沿って民間シンクタンクによる需要動向調査及び道の駅での消費者

ニーズ調査を実施しホームページに公表したこと、さらに新商品の類似品を調査し当該事業者と

情報共有し活用したことが高く評価された。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

  一般消費者をターゲットとした需要動向調査が特に有益であると思われる個社の商品・サービ

スを選定し、それら商品・サービスの地域内および地域外での顧客動向や需要動向を調査する。

具体的には、特徴のある商品として市外に対して競争力があると想定される地域資源等を活用し

た加工品や特産品開発を行う小規模事業者に対して、商工会の会員・非会員を問わず下記の事業

を行う。 

 

（１）事業内容 

 ① 販路開拓を目指す試作品等の消費者ニーズ調査 ＜拡充＞ 

〔大分県指定〕佐伯市番匠地域の地域資源 

米、かぼす、しいたけ、茶、スイートピー、ホオズキ、杉、イノシシ、シカ、牛、鮎、生

姜、からあげ、ごまだし、焼酎、日本酒、佐伯ラーメン、宇目鉱泉、直川温泉ほか 

    【調査対象】 食品製造業者が販路開拓を目指す食品の加工品等で、上記大分県指定の地域

資源のうち、〔かぼす、しいたけ、茶、イノシシ、シカ、牛、鮎、生姜〕を

原材料として、加工された試作品とする。 

    【これまでに製造又は試作した加工品】 

           かぼす甘酒（地域資源活用事業計画認定）、しょうがコロッケ、大分和紅茶、

発酵いちょう葉紅茶、麹甘酒（ペットボトル入り）、鯛の塩麹漬け等 

    【調査場所及び対象商品】  

（道の駅）・地域色があり比較的安価な価格帯で提供したい商品 

（サービスエリア、大分空港、ＪＲ大分駅等）  

・県外の消費者にもギフトや土産品等として取扱いを目指す商品 

               ※調査場所については、運営会社の理解と協力が必要なため今後交

渉していく。 

    【調査方法】 ヒアリング形式でのアンケート調査（１品目、２０人） 
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    【調査項目】 

         食 品 系…属性(住所、年齢、性別等)、味、見た目、価格、パッケージの印象等 

         非食品系…属性(住所、年齢、性別等)、使用感、価格、パッケージの印象等 

    【成果の活用】収集した情報を参加事業者にフィードバックし、商品改良や新商品開発の資

料(ヒント)として活用する。また、販路開拓に向けては専門家を交えて検討

していく。 

 

（２）目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
調査回数【拡充】 (隔年実施) １ １ １ １ １ 

調査対象事業者数【新規】 － ２ ２ ３ ３ ３ 

 

 

７ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100 ％以上））。 

経営革新等の承認を受けた事業所や、ものづくり補助金採択後に設備が導入され新商品の試作

を始めた事業所などについて、広報および展示会出展支援を行った。具体的な内容は次のとおり。 

□市内を中心に事業展開する小規模事業者【地域需要型】 

広報紙を作成し、新聞折込みによる広報支援を行った。 

□全国や海外を視野に販路開拓を目指す小規模事業者【広域需要型】 

バイヤーや意識の高い消費者を見据えた情報誌への掲載、および展示会出展支援を行った。

展示会では、バイヤー対応のため展示会場に専門家を派遣し、自社の物量に合った取引先を絞

り込むことに注意し支援した。その結果、出展者はそれぞれ新規の取引先を開拓し、成果につ

ながっている。 

また、展示会に出展した事業者が、バイヤーから「販路の拡大を目指すなら、手作りでなく

機械で製造した商品でなければ難しい」とアドバイスを受けるとともに、機械メーカーからも

コロッケ製造にかかる先進設備の提案を受けた。その後、先端設備の導入と新工場の建設を決

意し、ものづくり補助金を申請し採択され、手作りコロッケを売りにしていた「田舎の総菜屋」

から、製造工程を機械化した「食品製造業」へ転身を図っている事例があり、展示会は小規模

事業者にとって生きた勉強の場であることも理解できた。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

  第１期にて、広報及び展示会出展が成果につながったこ

とから、地域需要型・広域需要型といった事業者のタイプ

に応じて、第１期の手法を継続し、広報・展示会出展支援

を実施する。 

 

（１） 事業内容 

① 地域需要型広報事業（ＢtoＣ）＜拡充＞ 

ア 共同広告作成事業 

事業計画を策定した小規模事業者のうち、地域需要型の「飲食店」「工務店」「自動

車整備業」等事業者の事業活動を支援するため、各事業者の新たな取組みを取りまとめ

た共同チラシを作成し佐伯市内に配布する。 

【対象】本事業にて事業計画を策定し、新たな商品やサービスを展開している事業者の

うち地域内需要の拡大を目指し、広報支援を希望する小規模事業者 

【方法】共同広告(チラシ)による新聞折込み (配布部数 約25,000部) 

〔共同広告作成例〕 
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イ 月間情報紙掲載事業 

上記アと同様に、地域需要型の販路開拓を目指す小規模事業者について、主に県内向

けに作成されている月刊誌への掲載を促し販路の拡大を支援する。 

    【対象】本事業にて事業計画を策定し、新商品開発や新サービスの展開を目指す小規模

事業者で、経営革新計画の承認を受けるなど相当程度の経営の発達が見込まれ、

県内需要の拡大を目指し、広報支援を希望する小規模事業者 

    【方法】県内のアクティブシニア層をターゲットにした「値段」よりも「質」を重視す

る月刊情報誌に掲載し販路開拓を目指す（発行部数 約23,000部） 

 

② 展示会出展支援事業（ＢtoＢ）＜拡充＞ 

前記、６需要動向調査①イ、及び上記①イの事業者の

うち試作品等が完成し、全国や海外へ販路を開拓したい

広域需要型の小規模事業者について、展示会等への出展

案内を行う。展示会等への出展を希望する事業者には、

大分県商工会連合会が行う「販路開拓セミナー」(毎年、

４回コースで実施)に参加させ、販路開拓の手法や出展

までの準備およびバイヤーへの対応方法等を学んでも

らう。また、展示会等には経営指導員も同行し、商談内

容について確認す 

るとともに、その後の取引に関する対応についても

伴走しながら支援して行く。展示会終了後、一定期

間(約半年)を目途に出展事業者に、「商談数」「成

約数」「成約売上高」の報告を求めるものとする。

なお、想定している展示会等は次のとおりであるが、

これ以外の展示会等であっても直接バイヤーと商談

できる内容のものであれば支援の対象とする。その

場合は、出展者の負担が軽減できるような補助金等

の施策活用を薦める。 

 

＜展示会名、概要、来場者数、出展者数＞ 

展示会名・〔場所〕・主催機関等 展示会概要 来場者数 出展者数 
グルメ＆ダイニングスタイル

ショー 〔東京ビッグサイト〕 
大分県商工会連合会 

食卓を切り口に、新しいマーケッ

トとライフスタイル・食文化を創

造する見本市 

25,504 人

(秋 2017) 
207 

(秋 2017) 

Food EXPO Kyushu 
〔福岡国際センター〕 
大分県商工会連合会 

九州・沖縄地域の食産業の振興を

目的に、農林⽔産物、加⼯⾷品を

国内外に発信する展示会 

4,351 人 
(2018) 

219 
(2018) 

こだわり食品フェア 
〔幕張メッセ〕 

大分県商工会連合会 

地域食材等にこだわった地域食

品等の販売促進を目的にした展

示会。他の３展示会と同時開催。 

88,412 人 
(2019) 

192 
(2019) 

ニッポン全国物産展 
〔東京・池袋〕 

大分県商工会連合会 

全国商工会連合会が開催する消

費者に直接商品をＰＲ・販売する

機会を提供し、首都圏消費者の商

品に対する評価が得られる 

153,912
人 

(2018) 

353 
(2018) 

むらからまちから館 
〔東京・有楽町〕 
全国商工会連合会 

全国商工会連合会が運営する加

工食品を販売できるアンテナシ

ョップ 

96 万人 
(2018) 

3,600 
(2018) 

〔Food EXPO kyushu 2018 出展〕 

〔こだわり食品フェア 2019 出展〕 
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アグリフード EXPO 
〔東京及び大阪〕 

㈱日本政策金融公庫  

国産にこだわり農と食をつなぐ、

国産農産物、加工食品展示商談会 
12,385 人 
(東京 2018) 

678 
(東京 2018)  

 

（２） 目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
地域需要型広報実施事業者

数【継続】 
3 3 3 3 3 3 

広報による売上高増加額／

一事業者【新規】 
－ 10万円 10万円 15万円 15万円 20万円 

展示会出展事業者数【継続】 3 2 2 2 2 2 

上記成約件数／一事業者／

展示会毎【新規】 
－ 1 1 2 2 3 

     ※売上高増加額及び成約件数は、実施後にアンケート調査により把握する。 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み 

 

８ 地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100 ％以上））。 

第１期では、地域経済の活性化について、主要な機関である佐伯市および佐伯市各振興局と密

接に連携し、賑わいづくりや地域ブランド化に取り組んできた点が評価された。 

具体的には、市内で開催される各種イベントへの出展、青年部・女性部事業への理解と協力及

び商工会主催イベントの実施である。特に、観光面では平成２９年６月に「祖母・傾・大崩(お

おくえ)ユネスコエコパーク」が登録決定されたことを記念し、本会とＮＰＯ法人宇目まちづく

り協議会の共催により、平成３０年２月に県や宮崎県および近隣市町村を巻き込んだ大規模な

「商工会物産展＆神楽大会」を実施した。その他にも、エリア別周遊観光モデルルートの紹介を

ホームページで行い、地域・観光振興の一翼を担っている。 

 

＜今回の申請における取組み＞ 

（１） 事業内容 

① 佐伯市総合計画審議会（年２回）＜新規＞ 

総合計画とは、佐伯市政を推進していくための計画として、最も上位に位置付けられる

計画であり、本市の総合的、計画的な行政推進の指針となる。第２次総合計画では、基本

政策として「さいき７つの創生」を掲げ、「自然・生活環境、生活基盤、保健医療福祉、

教育文化、産業振興、まちづくり、地域活性化」の７つの分野において各施策を推進する

ため、「佐伯市総合計画審議会」を設置し、年２回審議会を開催している。その中で本会

は、経済・金融部門の構成団体の一員として、次の関連ある政策について小規模事業者等

の現状や支援状況及び今後の支援策等について提言していく。 

 

【産業振興】地域資源をいかした産業と観光の創生 

      ア ブランド化・流通の促進 

      イ 商工業の振興 

      ウ 観光産業の振興 

【地域活性化】地域が輝くまちの創生 

ア 人もまちも美しい快適居住空間のまち、弥生 ～弥生地域～ 
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イ よし 最高の水あそびを 用意しよう！ ～本匠地域～ 

ウ ユネスコエコパークを活用した持続可能な地域づくり ～宇目地域～ 

エ 人と地域がささえあい 安心と活力に満ちた里 直川 ～直川地域～ 

 

【審議会委員の選出区分及び構成団体等】 

○経済・金融部門 佐伯商工会議所、佐伯市番匠商工会、佐伯市あまべ商工会 

○産業部門 農業（農業委員）、林業（直川林業研究グループ）、水産（来だんせへ市

スタッフ）、観光（民泊）、福祉（社会福祉法人大分県社会福祉事業団）、

医療（佐伯市医師会）の各代表者 

○民間部門 自治委員会（佐伯市自治委員会連合会）、高齢者団体（佐伯市老人クラブ

連合会）、女性団体（笑顔で輝ける女性を応援する会） 

○市民会議 生活基盤・環境市民会議、保健医療福祉・教育文化市民会議、産業振興・

まちづくり市民会議の各代表者 

○地域振興審議会 市町村合併前９地区における各地域振興審議会の代表者 

○学識経験者 大分大学理工学部 

 

② 佐伯地域戦略推進会議（年２回）＜継続＞ 

佐伯地域戦略推進会議とは、佐伯地域の活性化を目的に市内主要８団体で組織し、主要

経済団体間の情報の共有と連携の一層の強化を図り、地域の重点戦略をとりまとめ着実に

実践していくことを目的に設置されている。具体的には、地域特性である「街・浦・里の

魅力(味力)を活かした周遊型観光の推進」をコンセプトとして定めており、佐伯市が通過

される地域とならないため交流人口の拡大と地域経済の活性化を目指すものである。 

 

【構成団体】佐伯市、大分県南部振興局、佐伯商工会議所、佐伯市番匠商工会、佐伯市あ

まべ商工会、佐伯市観光協会、大分県農業協同組合佐伯事業部、大分県漁業

協同組合県南地区漁業運営委員長会 

 

 

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 

 

９ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

＜第１期における取組みと評価等＞ 

 外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100 ％以上 ））。他の支援機関

とは、支援案件に応じて常に連携できている。このような関係が構築できたのは、実際の支援案

件を通じてお互いの立場を尊重し、その組織の役割に対する理解を深めてきたからであると考え

ている。 

 

＜今回の申請における取組み＞ 

 ２期目も具体的な支援案件において、それぞれの支援機関の強みを活かした小規模事業者の

支援を心がけ、支援ノウハウを共有し連携を図っていく。 

 

（１）事業内容 

 ①広域指導課長等会議（経営発達支援計画認定商工会連絡会議、年２回）＜継続＞ 

 大分県商工会連合会及び県下１７商工会の広域指導課長、又は上席経営指導員が参画する

「経営発達支援計画認定商工会連絡会議」に出席し、県内各商工会における本事業の取組み

状況、先進事例について情報交換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。 

 

②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 ＜拡充＞ 
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   情報交換の目的は、他の支援機関、専門家等と連携し、各地域の小規模事業者や需要の動

向、支援ノウハウ等に関して情報交換を行うことにより、新たな需要の開拓を進める基盤の

構築を図ることである。第１期の経験を踏まえ、より深い情報交換を行う為には、日常の支

援案件を通じてお互いの役割に対する理解を深めることが重要である。また、経営発達支援

事業の対象事業者以外であっても、日々の支援案件において極力専門家や他の支援機関との

連携を図ることでお互いの理解を深め支援体制を構築していく。 

 

各機関との情報交換については、個々の支援案件が発生した毎に随時、必要な相手先と情

報交換を行うこととし、各相手先との連携の内容・方法及び頻度は次のとおりとする。 

 

＜情報交換の相手先、連携の目的及び頻度について＞ 

相手先 連携の目的及び内容 頻 度 

大分県商工会連合会 

経営状況分析・事業計画策定・実施支援及び

需要開拓支援による個社の経営力向上、経営

指導員等の資質向上研修による支援力の向

上 

年間８０回 

各種専門家 
経営状況分析・事業計画策定・実施支援及び

需要開拓支援による個社の経営力向上 
年間６０回 

大分県よろず支援拠

点 

経営状況分析・事業計画策定支援における連

携、商品・サービス開発アドバイスによる個

社の経営力向上 

年間６回 

大分県事業引継ぎ支

援センター 

事業承継計画策定における連携、Ｍ＆Ａによ

る個社のスムーズな事業承継 
年間６回 

佐伯市雇用・産業支援

協議会 

創業希望者の創業計画策定における連携に

よる創業の実現 
年間４回 

日本政策金融公庫 

創業計画に基づいた金融支援及び設備投資

計画に基づく各種金融支援（小規模事業者経

営発達支援資金を含む） 

年間３０回 

佐伯市内金融機関 
個者の経営状況分析・事業計画策定支援にお

ける連携及び金融支援 
年間５回 

 

 

１０ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 外部評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた（100 ％以上））。第１期では、大

分県商工会連合会が主催する職員向け経営支援資質向上研修会や、中小企業基盤整備機構主催の

小規模事業者支援研修等に参加することで経営指導員等の資質向上を図った。また、専門家と連

携した事業計画策定支援を数多く実施することで実践的な支援能力の向上を図った。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 第１期の取組みにより、経営状況分析・事業計画策定支援において、経営革新計画の承認や補

助事業の採択件数も大きく伸ばしていることから、主に事業計画策定にかかる実践的な支援能力

が向上した実感はある。今期は、さらに事業計画策定能力を向上させること及び需要開拓に直結

する展示会出展支援における実践力を向上させる必要があることから、今回の申請においては第

１期の取組みをさらに強化する必要がある。 
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（１）事業内容 

①経営指導員等の資質向上等に関する取組み ＜拡充＞ 

 ア 職員研修会（資質向上対策）への参加 

   大分県商工会連合会が主催する職員研修会（資質向上対策事業）に積極的に参加する。

この研修は、組織力の強化を目指すため、職務職として「果たすべき役割」を再認識し、

その能力の向上を図ることを目的とした「職務別能力向上研修」と、実務基礎や税務・

労務研修等の日常的な小規模事業者支援研修及び本事業に即した経営計画策定研修等の

域内小規模事業者への支援力向上を目指し、「求められる知識・能力」を習得することを

目的とした「専門性向上研修」で構成されている。 

   本会としては、職員一人ひとりの能力を高め、さらに組織力の強化を図るため、職員

一人ひとりの強みや弱みを把握し、課題解決に向け効果的な研修となるよう積極的に活

用し参加する。 

イ 支援能力の向上に向けた取組み ＜拡充＞ 

経営指導員等の支援能力を向上させる上で、最も有効な方法は、実際に事業計画策定

等の踏み込んだ支援を数多く経験させることである。なぜなら、事業計画ひとつとって

も、「経営者の人柄や考え方」「経営資源」「外部環境」等全て異なる上、経営に正解は無

いからである。現場を実践させるため、必要に応じて経営指導課長や大分県連の広域担

当経営指導員が同行し、「事業者とのかかわり方」「表面的では無い本質的な課題の掘り

起こし」「課題に応じた専門家の選定」「専門家との関わり方」「コーディネート力」など

のＯＪＴを行うと同時に、専門家の支援に同行する事で支援能力の向上を図る。 

 また、上記Ⅰ、６.新たな需要開拓支援のための展示会出展支援は、職員が経験を積み

実践力を身につける貴重な機会であるので、バイヤー対応等の「実践力を向上」させる

ため、第１期２年目から経営指導員のみならず経営支援員も展示会に派遣しているので

継続する。 

ウ 組織内で共有する仕組み ＜拡充＞ 

業務の効率化や情報共有化については、ＩＴの活用が有効であることから、事業計画策

定支援等の個別案件については、本所内共通サーバにファイルし、職員であれば閲覧可能

な状況としている。また、職員の個者への支援内容については、「商工会基幹システム」

（注 1）により、カルテとしてデータベース化して共有する仕組みを構築している。 
さらに、第２期については、さらなる定量的な成果を上げられるよう、ＩＴ（商工会基

幹システム）を活用した進捗管理を行うとともに、効果的なＰＤＣＡサイクルを回すため、

「経営計画・事業計画策定マニュアル」(注 2)などの各種マニュアルの活用や改善を行う

こととする。 

なお、個々の経営指導員等の支援能力向上や、短期的に担当指導員等が不在であって

も他の職員が対応するための情報共有としては、事務局長１名・経営指導員５名・経営

支援員４名が参加する毎月開催の職員会議で各自の支援状況を報告するとともに、現在

進行中の支援案件に関する情報を共有しているので第２期も継続する。 
 

※注 1「商工会基幹システム」とは 

大分県商工会連合会が提供するシステムで、グループウェア及び商工業者(カルテ)システム等に

よる情報の共有化や進捗管理（実施状況の把握）等の機能を持つ。 

※注 2「経営計画・事業計画策定実施支援マニュアル」とは 

大分県内商工会の経営指導員が小規模事業者の経営状況の分析を行い、事業計画策定と実行支援

並びにフォローアップを行うためのツールとして活用するために大分県商工会連合会が作成し

たものである。 
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ア 法定経営指導員は、事業年度終了後に成果指標、活動指標、支援体制、収支の状況、

支援事業者からのアンケート結果を基に自己評価書を作成する。作成した自己評価書を

協議会において検討し、自己評価報告書として外部評価委員会に提出する。 

イ 大分県商工会連合会の外部評価委員会は、次表の委員で組織する。 

＜経営発達支援事業外部評価委員会名簿＞ 

（１）学識経験者 

大分大学 教授 準教授 １人 

上記以外の大学 教授 準教授 １人 

公認会計士、税理士、中小企業診断士 １人 

（２）地方公共団体の職員 
大分県商工観光労働企画課 １人 
大分県経営創造・金融課 １人 

（３）関係団体の役職員 
日本政策金融公庫大分、別府支店長 ２人 
（公財）大分県産業創造機構 １人 

（４）大分県商工会連合会 大分県商工会連合会専務理事 １人 
 

ウ 外部評価委員会は、本会が提出した経営発達支援事業自己評価報告書をもとに、定め

られた目標の達成状況の確認、結果について妥当性を審議、評価して、改善すべき事項

がある場合は、本会に対して助言等を行う。  

エ 本会は、外部評価委員会からの事業の成果・評価・見直しの結果を受けて、経営支援

会議で支援方法の再検討を行ったのち次年度以降の見直し案を理事会へ報告し、承認を

受ける。理事会で承認を受けた見直し案は、外部評価委員会にも報告する。 

オ 事業の成果・評価・見直しの結果については、佐伯市番匠商工会のホームページにて

計画期間中公表する。（http://banjo.oita-shokokai.or.jp/）その他、本会通常総代

会資料にも掲載し報告を行う。 
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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 4年 5 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： 髙山紀生 

■連絡先： 佐伯市番匠商工会 TEL 0972-46-0402 

 

② 法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

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。 

 

事務局長 佐伯市 

商工振興課 

本所 

法定経営指導員１名

経営指導員  １名

経営支援員  ３名 

臨時職員   ２名 

本匠支所 

経営指導員 1名 

 

宇目支所 

経営指導員 １名 

経営支援員 １名 

直川支所 

経営指導員 1名 

 



- 20 - 
 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

①商工会 

〒876-0112 

大分県佐伯市弥生大字上小倉656番地1 

佐伯市弥生振興局２階 

佐伯市番匠商工会 広域指導課 

       TEL:0972-46-0402 / FAX:0972-46-0403 

             E-mail:info@banjo.oita-shokokai.or.jp 

 

②関係市町村 

〒876-8585 

大分県佐伯市中村南町１番１号 

佐伯市観光ブランド推進部 商工振興課 

 TEL:0972-22-3943 / FAX:0972-22-0025 

             E-mail:syoukouka@city.saiki.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 (単位 千円) 

 令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

必要な資金の額 

(小規模事業者支援推進事業費) 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

 専門家派遣事業費 

市場調査等事業費 

広報費 

販路開拓等支援事業費 

支援体制整備事業費 

1,500 

200 

1,000 

2,000 

100 

1,500 

200 

1,000 

2,000 

100 

1,500 

200 

1,000 

2,000 

100 

1,500 

200 

1,000 

2,000 

100 

1,500 

200 

1,000 

2,000 

100 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、手数料等収入 

（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 

 

 


