
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

西国東商工会（法人番号  ７３２０００５００４２９６） 

豊後高田市 （地方公共団体コード ４４２０９７） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

本商工会は、小規模事業者の「経営力向上」「売上拡大」及び「販路開拓」の支

援を行うため、【新たな商業と観光の一体的振興】を中長期的な目標に掲げ、小規

模事業者の持続的発展を目指す。 

（１）事業計画策定やその実行支援を行うとともに需要・販路開拓を支援し、小規

模事業者の経営基盤の強化を図る。 

（２）地域ブランド力の向上を図るため、新たなニーズの変化に対応した農商工連

携や６次産業化に取組み、次世代に繋げる企業づくりに取組む。 

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】 

地域内の経済動向を把握するため、「中小企業景況調査」、「ＲＥＳＡＳ」等

を有効活用し、地域経済動向の情報収集・調査・整理・分析を行い、小規模事

業者が必要とする有益な情報を提供し、事業計画策定支援等に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   経営分析の意義・重要性を説明し、財務分析・経営分析により自社の経営課

題に「気づき」を与え、自社の経営分析力向上を促し、実現可能性・実効性の

高い事業計画策定を支援する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

地域経済動向調査や経営状況分析を支援した小規模事業者については、事業

計画策定に繋げ、新たなサービス等を行う事業者については、経営革新計画へ

の取組みを支援する。また、創業・第二創業、事業承継に取組む小規模事業者

についても、同様の伴走型支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定、創業・第二創業、事業承継事業者に対し、豊後高田市の補助

金を有効活用し、進捗状況の確認及びフォローアップを支援し、事業の実現性

を高める。 

また、新たな経営課題が生じ事業計画に支障をきたす場合は、関係機関と連

携し、事業計画を修正し、課題解決に向けた支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   地域資源を活用した６次産業化に取組む小規模事業者を対象とした、消費者

の実態・動向・ニーズを的確に把握し、販路・需要開拓に向けて、商品開発・

ブラッシュアップに取組み、売上・利益拡大を図るため、需要動向調査を行い、

当該小規模事業者にフィードバックし活用する。 

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】 

   6 次産業化商品として商品開発・販路開拓を支援するため、商談会・展示会

等の出展を勧奨、フォローアップを行う。また、ＩＴを活用して、地域商品の

ブランド化・認知度の向上を図り、個社の売上・利益を増加により、地域経済

活性化に繋げる。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   豊後高田市をはじめとする各種団体との連携を強化し、特色ある地域ブラン

ドの創出や管内消費拡大へのビジョンの共有を図り、各種事業を行い、地域経

済の活性化に繋げる。 

連絡先 

西国東商工会 

〒872-1101 大分県豊後高田市中真玉 31 番地 1 

TEL：0978-53-4320 FAX:0978-53-4340 

   Ｅ-mail:info@nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp 

豊後高田市商工観光課 商業係 

〒879-0692 大分県豊後高田市是永町 39 番地 3 

TEL：0978-25-6219 FAX：0978-22-0955 

  Ｅ-mail:kouta@city.bungotakada.lg.jp 
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●産業別人口及び構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査（単位：人、％） 

イ 商工業者数等の推移 

本会の商工業者数は、１８１事業者数であり、小規模事業者数は１６０事業者で、小規模

事業者数は、商工業者全体の８８．４％を占めている。 

平成２６年度と平成３０年度を比較すると、３２商工業者（小規模事業者もほぼ同様であ

る）が減少している。また、業種別商工業者等数をみると、下表のとおり、小売業の減少が

著しく、飲食・宿泊業やサービス業の減少は少ない状況となっている。 

 

       ●西国東商工会の商工業者数・小規模事業者数・商工会員数の推移表 

項 目 商工業者数 小規模事業者数 商工業者会員数 組織率 

平成 26 年度 213 191 163 76.5% 

平成 27 年度 213 191 158 74.2% 

平成 28 年度 201 178 147 73.1% 

平成 29 年度 201 178 146 72.6% 

平成 30 年度 181 160 140 77.3% 

 

●西国東商工会の業種別商工業者数・商工会員数の推移表 

  
建設業 製造業 卸売業 小売業 

飲食店・ 
宿泊業 

サービス業 その他 合  計 

商工業者 会員 商工業者 会員 商工業者 会員 商工業者 会員 商工業者 会員 商工業者 会員 商工業者 会員 商工業者 会員 

平成 23 年度 48 34 23 20 6 6 69 64 17 15 31 20 42 32 236 191 

平成 26 年度 35 28 25 18 6 5 64 43 20 16 24 23 39 30 213 163 

平成 28 年度 35 28 25 18 6 3 64 41 20 15 24 23 39 30 213 158 

平成 30 年度 30 28 22 17 6 3 47 29 19 16 27 22 30 25 181 140 

H26 年と H30 年 
との対比 

△ 5 0 △ 3 △ 1 0 △ 2 △ 17 △ 14 △ 1 0 3 △ 1 △ 9 △ 5 △ 32 △ 23 

※ 商工業者数・小規模事業者数：経済センサス出所、商工会員数：通常総会議案書出所 

 

一方、豊後高田市の商業及び工業については、下表の推移のとおり、事業所数は減少傾向

にあるものの、１事業所当たりの年間商品販売額・出荷額は増加傾向にあり、事業所の大規

模化・大型店化が進展している。 

また、豊後高田市の小売業における小売販売額については、平成１６年に３３４．８億円

あったが、平成２８年には２６０．２億円に減少している。今後の人口減少を勘案すると、

２５年後の令和２２年には、販売額が１０９．８億円となり、平成２８年と比べ半分以下に

減少することが予測されている。更には、人口減少や少子・高齢化などにより、市場規模が

大幅に縮小され、小規模事業者が、更に減少し、経営者の高齢化や人手不足などにより、地

域経済に大きなダメージを与えることが予想される。 
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●外国人観光客数の推移 

 

 

 

 

（３）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

ア １０年程度の期間を見据えた本会の振興と役割 

前述の現状と課題を踏まえ、西国東商工会における「商業と観光の一体的振興」を目指

し、これまで行ってきた事業や支援実績をもとに、地域がもつイメージや地域資源を最大限

に活用した地域ブランド力の向上に繋がる新商品・新サービスを開発・生産し、新たな需要

を創出することで、個別企業の体力強化を図り、次世代に繋げられる企業づくりに取組まな

ければならない。 

そのためには、地域密着伴走型の支援体制を再構築し、事業計画の策定支援や実行支援を

はじめ、フォローアップによる小規模事業者の経営基盤の強化を図るとともに、その地域資

源についての需要動向調査とその情報提供に努め、新たなニーズの変化に対応した販路・需

要開拓支援に取組む必要がある。 

 

イ 第２次豊後高田市総合計画について 

 豊後高田市は、「第２次豊後高田市総合計画（２０１６年～２０２５年の１０年間）」にお

いて、～将来（あす）につながる、活力あふれるまちをつくります～を目標に掲げ、次の取

組みを行うことにしている。 

①地域の特性を活かした商業の振興 

・昭和の町のブランド力向上による商業振興 

・高齢者ニーズに対応した商品開発などの商業振興 

・関係団体の連携強化 

・地域内経済循環の促進 

・市民及び観光客の消費喚起と消費拡大の推進 

・ふるさと納税制度の推進 

②戦略的・効果的な企業誘致の促進による工業の振興 

・企業誘致及び増設の促進 

・健康食品産業の集積 

この総合計画では、「昭和の町」の活性化の取組により、市外からの交流人口を増やし、

この特性を伸ばしていくために、ブランド力向上や、高齢者に寄り添う商業振興などについ

て、豊後高田市における「商業と観光の一体的振興」を推進することとしており、当会方針

とも合致しており連動性・整合性を有している。 

 

（４）経営発達支援事業の目標 

本会としては、前記の現状と課題への対応を図るため、今回の計画においては、旧計画と同

様に、「小規模事業者の経営力向上」、「売上拡大」及び「販路開拓」の支援を行うため、「西国

東商工会における新たな商業と観光の一体的振興」を中長期的な目標に掲げ、本事業の目標を

次のとおりとする。 

 

目標１: 事業計画策定やその実行支援を行うとともに需要・販路開拓を支援し、小規模事業

者の経営基盤の強化を図る。 

目標２:地域ブランド力の向上を図るため、新たなニーズの変化に対応した農商工連携や６

次産業化に取組み、次世代に繋げる企業づくりに取組む。 
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（５）目標の達成に向けた方針 

  ア 小規模事業者の経営基盤の強化について（継続） 

持続的経営計画の策定とその実行支援の推進による個別企業の体力強化を支援（継続） 

経済動向、経営状況分析を行い、結果を個社へフィードバックする。「経営計画・事業計画策

定マニュアル（注）」に基づき、自ら個社の強み・弱みを理解し、経営課題解決に向けて事業

計画策定・実施支援を行い、経営力の向上や需要・販路開拓を支援し、小規模事業者の経営

基盤の強化を図る。 

※注「経営計画・事業計画策定実施支援マニュアル」とは 

平成２６年１２月に大分県商工会連合会が、大分県内商工会の経営指導員が経営発達支援事業を 

実施する際に、小規模事業者の経営状況の分析を行い、事業計画策定と実施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作成したものである。 

 

  イ 本会における商業と観光の一体的振興について(一部改善) 

   ① 消費者ニーズの変化に対応した販路開拓の支援(拡充) 

地域資源についての需要動向調査等により顧客ニーズ等を把握するとともに、その情報

提供に努め、新たなニーズの変化に対応した新商品・新サービスの開発支援を行う。 

② 農商工連携による商品化へのブラッシュアップ及び販路開拓の支援（継続） 

関係機関が実施するイベントや商談会・展示会等の情報収集・提供を行い、インターネ

ットやホームページ等を活用した情報発信、商談会・展示会等の積極的な参加により需

要・販路拡大を図り、地域ブランドの確立を目指す。 

③ 国の名勝に指定された無動寺耶馬、中山仙境をはじめ真玉海岸の夕陽や長崎鼻リゾート

キャンプ場まで、多くの観光資源を活用した交流人口増を図るため、地域への交流人口の

増加策を支援し、消費・需要の拡大（継続） 

香々地ツーリズム協議会や豊後高田市グリーンツリーズム推進協議会等との連携を図り、

地域活性化事業として体験型事業を行い、域内の消費・需要拡大に取組む。 

④ 創業（第二創業）・事業承継の支援（継続） 

豊後高田市等との連携強化を図り、６次産業化事業者の育成(創業)支援や管内の創業を促

進し、雇用創出による地域経済活性化及び円滑な事業承継を行うための承継計画策定を支

援する。高齢化による廃業が増加傾向にあるため、第二創業を踏まえた事業承継も行うよ

うにする。 

     また、豊後高田市は、宝島社の「住みたい田舎ランキング」で７年連続ベスト３入りし、

平成３０年度だけでも１２９世帯、２７５人が移住しており、年齢別では２０～４０代が

８０％程占めている。 

     さらに、本地域においては、移住者向けに無償の住宅地３５区画が造成されており、定

住人口の増加が見込める。 

今後は、これを契機に捉え、市との連携による、移住者及び地域おこし協力隊の情報把

握を行い、創業予定者には、事業計画の策定及び実施までの支援を実行する。 

 

ウ 地域密着伴走型の支援体制の整備(一部改善) 

 平成２６年度から経営指導員が２人体制となっていることから、「経営計画・事業計画策

定マニュアル」などの各種マニュアルの活用やＩＴを活用した進捗管理をはじめ、情報の共

有を図り、効果的なＰＤＣＡサイクルを回すこととする。 

 また、豊後高田市等との連携やＰＤＣＡサイクルを適切に回していくため、本会に「協議

会」を設置し、支援体制を整備することとする。 
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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【指針③】 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた）評価であった。 

   旧計画では、地域の経済動向調査として、統計情報（豊後高田市公表の人口推移、産業、観

光等）や中小企業景況調査１５事業者（大分県商工会連合会受託）、記帳機械化事業者１５事業

者の現状・実態を把握し、収集・分析を行い、事業計画策定や販路開拓等の基礎資料として活

用した。 

また、外部データとして、小規模企業景気動向調査（全国商工会連合会）、中小企業景況調査

報告書（中小企業基盤整備機構）、県内企業の景況意識調査（大銀経済経営研究所）等も参考資

料として、経営状況分析、事業計画策定支援等に活用した。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

    四半期毎に業種別１５事業者及び記帳機械化１５事業者の売上高・仕入原価・在庫量・業

況等について、地域経済の動向調査の基礎資料として行ってきたが、売上など利益中心の分

析が大半となり、地域の経済状況及び小規模事業者の経営課題を的確に把握することは困難

であった。 

    今後は、ビックデータを活用し、地域の経済状況・課題を調査・整理・分析し、小規模事

業者に対し、有効な情報提供を行うことが課題である。 

 

（２）事業内容 

    各種統計・景況調査の収集・調査・分析を行い、調査結果を小規模事業者にフィードバッ

クする。また、小規模事業者の経営状況の調査・分析を行い、自社の経営課題等に「気づき」、

経営課題解決に向けた支援を行う。専門的な経営課題解決については、専門家との連携を図

り、事業継続を支援する。 

なお、情報収集・調査・分析した結果は、巡回・窓口指導での経営支援での資料や、商工

会ホームページに掲載するなど、広く地域の小規模事業者に対し、情報提供を随時行う。 

 

① 国が提供するビッグデータの活用（新規） 

新たに、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、ＲＥＳＡＳ（地域経済分析シス

テム）を活用し、流動人口、消費動向等の地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。 

【分析手法】 

ア 人口マップによる分析→人の動き等を分析 

イ 地域経済循環マップによる分析→何で稼いでいるか等の分析 

ウ 産業構造マップによる分析→産業の現状等を分析 

上記分析を総合的に分析し、真に稼げる産業や小規模事業者に情報提供を行い、事業

計画策定支援等に繋げる。 
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② 中小企業景況調査（継続） 

      継続的に、管内小規模事業者（１５社：製造業２社、建設業２社、小売業５社、サー

ビス業６社）に対し、景況感や経営課題等を把握するため、アンケート調査を実施する。 

      調査結果については、フィードバックし、事業計画策定支援等に活用する。 

【調査項目】売上,仕入原価,経常利益,資金繰り,設備投資,雇用,経営上の問題点等 

【調査方法】巡回・窓口によるヒアリング調査 

【分析手法】経営指導員が分析を行う。ただし、専門的な経営課題等については、専門

家と連携する。 

 

（３）成果の活用 

  情報収集・調査・分析した結果は、巡回・窓口指導での参考資料や、商工会ホームページ

に掲載するなどして、広く地域の小規模事業者に対し情報提供を行う。 

 

（４）目標値                           

項   目 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

中小企業景況調査事業者数 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

中小企業景況調査回数 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 

中小企業景況調査公表回数 ―   ４回   ４回   ４回   ４回   ４回 

ＲＥＳＡＳ分析公表回数 ─   １回   １回   １回   １回   １回 

   ※ 中小企業景況調査は、四半期毎に調査及び公表を行う。 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた）評価であった。 

   旧計画では、農商工連携や６次産業化による地域活性化を目標としており、１次産業者や製

造業者などの事業者を調査対象とし、経営状況分析を行ってきた。 

   具体的内容は、決算、記帳機械化事業者、金融相談事業者、補助金採択事業者の経営状況を

把握し、経営情報サービス「ＪＲＳ」や中小基盤整備機構の「経営自己診断システム」等を活

用し、財務分析（定量分析）と経営分析（定性分析）を行った。分析結果から自社の経営課題

を抽出し、当該事業者にフィードバックし、６次産業化を行う事業者の商品開発・ブラッシュ

アップによる事業計画策定支援に活用した。 

 

<今回の申請における取組の方向性>  

（１）現状と課題 

これまで小規模事業者の経営状況分析は、決算及び金融斡旋並びに各種補助金申請等の形

式的な財務分析が大半であり、小規模事業者のビジネスモデルの再構築に活用できる迄には

至っていない。また、小規模事業者の大半は、経営状況分析の必要性についての認識が低い

のも課題であった。 

今後は、数値による定量的な評価（財務情報）のみでなく、経営者の意欲や事業環境など

の定性的な面（非財務情報）や定量的な「財務情報」により、企業の過去から現在までの姿

を把握し、定性的な「非財務情報」により企業の現在から将来の成長可能性を分析する。 

 

（２）事業内容 

小規模事業者が自社の経営状況を把握し、経営分析の必要性についての認識を深めるため、

巡回・窓口相談を通じた掘り起こし等により、経営課題抽出のための経営分析を行い、経営
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分析の意義・重要性を説明する。また、財務分析・経営分析により、自社の経営課題に「気

づき」、自社の経営分析力の向上を促し、実現可能性・実効性の高い事業計画策定支援に繋げ

る。 

    

経営分析の内容 

      【対 象 者】巡回・窓口相談を通じて、経営分析の必要性を理解し、販路拡大に意欲を示

す、小規模事業者。 

【分析項目】概要、設備状況、経営課題、事業承継等のヒアリング、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 

「事業承継分析」会社・経営者及び後継者・関係者の現状分析、課題抽出等 

【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」等を活用し、高度な経営課題については、

専門家と連携し分析を行う。 

 

 （３）分析成果の活用 

分析したデータは当該事業者にフィードバックし、経営指導員等で共有し、事業計画策定

の基礎資料や経営指導員等のスキルアップとして活用する。 

なお、分析結果は、経営カルテ及びデータベース化とし、職員間で共有し、閲覧できるも

のとする。 

 

（４）目標値                           

項   目 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 ４件    ８件    ８件    ８件    ８件    ８件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた）評価であった。 

   旧計画では、小規模事業者持続化補助金や経営革新計画申請、金融支援等で事業計画策定支

援を実施してきた。具体的な数値は、①平成２７年度４件、②平成２８年度４件、③平成２９

年度５件、④平成３０年度８件であった。事業計画策定時の専門的な課題解決については、専

門家派遣を活用し、多面的診断可能な専門家に同行し、経営指導員の支援力向上も図られた。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

    事業計画策定支援については、事業承継、金融支援、各種補助金等のみで受身的対応の支

援であった。事業継続発展のために支援するケースは少なく、経営状況分析同様、小規模事

業者の多くは事業計画策定の必要性・重要性を感じていない状況にある。 

    今後は、小規模事業者が事業計画策定の必要性・重要性を捉え、自ら事業計画策定できる

小規模事業者を増やすため、経済動向調査、経営状況分析、需要動向調査の実績を踏まえ、

需要・販路開拓を目指した、事業計画策定支援を行う必要がある。 
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（２）事業内容 

    巡回・窓口指導を通じ、事業計画の意義や重要性を説明・周知し、事業計画策定に意欲的

な小規模事業者の掘り起こしを行う。事業計画を策定し事業継続を図るために、ＰＤＣＡサ

イクルによる支援を行う。また、実現性の高い事業計画にするため、専門家との連携による

支援を行う。 

    なお、地域経済動向調査、経営状況分析、需要動向調査の分析・結果を踏まえ、関係機関

と連携し、事業計画策定支援に取組む。策定事業者については、期間終了後アンケート調査

を行い、満足度の確認を行い、修正等がある場合には、専門家派遣事業等を活用し、支援を

継続する。 

    また、事業計画実施に伴い、資金不足による事業継続に支障をきたす場合、日本政策金融

公庫との連携を図り、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、円滑な事業実施に向

けた金融支援も行う。 

 

① 事業計画策定に意欲的な小規模事業者の掘り起こし（継続） 

     経営状況分析を行った事業者について、事業計画策定に繋げ、新たなサービス等を行う

事業者については、経営革新計画への取組みを推進し、実現性の高い計画策定を支援する。 

② 創業・第二創業支援（継続） 

     豊後高田市との連携を強化し、６次産業化事業者の育成(創業)支援や創業者の支援を行

う。創業を増やすことは、地域活力による地域活性化へと繋がる。そのため、豊後高田市

の補助金を活用①「起業チャレンジ若者支援事業補助金」、②「起業チャレンジウェルカム

支援事業補助金」等の情報提供・活用を促進し、創業計画作成を支援する、 

また、創業後の経営内容等を定期的に把握・フォローアップし、事業継続のための支援

を行う。 

   ③ 事業承継支援（継続） 

     小規模事業者の多くは、後継者の有無、財務状況、税制問題など専門的な経営課題を多

く抱えている。事業承継を円滑に行 

うため、大分県事業引継ぎ支援セン 

ターと連携し、ミニセミナー開催に

より事業承継計画の意義・重要性を

説明し、円滑な事業承継を支援す

る。 

巡回・窓口指導、会報等を通じ、

「事業承継自己診断チェックシー

ト」、「事業引継ぎ相談申込書」を有

効活用し、対象事業者の掘り起こし

を行い、事業承継に伴う事業計画策

定を支援する。         《事業承継自己診断チェックシート》 《事業承継引継ぎ相談申込書》 

                     

（３）目標値                           

項   目 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

① 事業計画策定件数 ４件   ６件   ６件   ６件    ６件    ６件 

② 創業・第二創業計画策定件数  ─   １件   １件   １件    １件    １件 

③ 事業承継計画策定件数  ─   １件   １件    １件    １件    １件 

事業承継ミニセミナー回数  ２回   １回   １回   １回   １回    １回 

事業承継ミニセミナー参加者数 １５社   ５社   ５社   ５社   ５社   ５社 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＣ（目標を半分程度しか達成することができなかった）

評価であった。 

   旧計画では、事業計画策定支援先（経営革新計画認定先、創業・第二創業支援先、事業承継

支援先）に対し、達成状況の確認・フォローアップ支援を行った。専門的な課題解決に関して

は、随時専門家派遣を活用し、課題解決に向けた支援を実施した。また、多面的診断可能な専

門家に同行することで、経営指導員の支援力向上も図られた。 

   農商工連携及び事業計画策定等に関するセミナーは、５ヶ年目標値 9 回に対し、①平成２７

年度２回、平成２８年度 0 回、平成２９年度 0 回、平成３０年度 1 回、事業承継セミナー・勉

強会は、青年部中心に開催し、５ヶ年目標値５回に対し、①平成２７年度１回、平成２８年度

２回、平成２９年度０回、平成 30年度０回であった。 

小規模事業者に対し巡回・窓口等を通じ、セミナー開催案内を行ったが参加者が少数のため、

開催方法の見直しを検討したが、中止する運びとなった。そのため、関係機関が主催する、同

様のセミナーへの参加を呼びかけた。セミナー開催による集団指導では参加者が集まらないた

め、巡回・窓口指導を通じた支援に切り替えた。 

フォローアップ件数は、５ヶ年目標値３０件に対し、①平成２７年度３件、平成２８年度４

件、平成２９年度５件、平成３０年度５件）であった。 

また、創業・第二創業事業者所数は、５事業者に対し６事業者が創業し、事業承継について

は、３事業者から相談を受け、専門家と連携し、１事業者が事業承継を行った。 

 

<今回の申請における取組の方向性>  

（１）現状と課題 

    集団（セミナー）でのフォローアップ支援は、参加者が数名での開催、参加者がいなく中

止するなど効果が見込めなかった。 

そのため、定期的な巡回指導の中で、フォローアップを支援した。経営指導員が専門家に

同行することで、フォローアップ支援のスキルアップが図られたものの、事業計画を実施し、

需要・販路開拓に至るまでの事業者は少なく、改善を行う必要がある。 

    また、事業計画実施に伴い、資金調達に向けた支援、各種情報提供を行う必要もある。 

 

（２）事業内容 

    今後も、巡回・窓口指導を重点的に個社の事業計画の進捗状況、売上・利益の状況の確認

を行い、事業計画実行に必要な情報提供（融資及び各種補助金等）をする。 

創業・第二創業、事業承継を行うにあたり個社の経営課題等に対しても、指導・助言の個

社支援の充実も行う。 

また、関係機関と連携し、専門的な課題解決を図るため、専門家派遣を活用し、事業計画

の実現性を高める。経営革新、事業承継支援先の支援も同様にフォローアップ支援を継続す

る。 

    具体的には、経営指導員等による事業計画策定事業者のフォローアップ支援、創業・第二

創業者のフォローアップ支援、事業承継後のフォローアップ支援を行う。 

 

① 事業計画策定後のフォローアップ支援（継続） 

      事業計画策定事業者や経営革新計画認定事業者に対し、四半期に１回、目標に対する進

捗状況のフォローアップを実施する。なお、専門的な課題等については、専門家のサポ

ートを活用し、課題解決のための指導・助言を行い、計画目標の達成を支援する。 

② 創業・第二創業のフォローアップ支援（継続） 

      創業者に対し、四半期に１回、事業計画の進捗状況の確認を行う。国・県の施策等の情
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報提供を行い、専門的な課題等については、専門家のサポートを活用し、課題解決に向

けた支援を行う。                               

③ 事業承継フォローアップ支援（継続） 

      事業承継計画策定事業者に対しては、四半期に１回、事業承継計画の進捗状況の確認を

行う。また、事業承継に関する支援策等の情報提供も行い、大分県事業引継ぎ支センタ

ーと連携し、円滑な事業承継の支援を行う。 

 

（３）目標値 

項    目 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 事業計画策定後のフォーローアップ事業者数 １０社  ４社  ４社  ４社  ４社  ４社 

事業計画策定後のフォローアップ実施回数 ― １６回 １６回 １６回 １６回 １６回 

売上増加事業者数 ─  ２社  ２社  ２社  ２社  ２社 

② 創業・第二創業後のフォローアップ事業者数  １社  １社  １社  １社  １社  １社 

創業・第二創業後のフォローアップ実施回数 ―  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回 

③ 事業承継事業者数  １社  １社  １社  １社  １社  １社 

事業承継計画を策定したフォローアップ実施回数  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回 

※ フォローアップ実施回数は、四半期に１回実施するものとする。 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

  〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＡ（目標を達成することができた）評価であった。 

旧計画では、交流人口の多い昭和の町「ロマン蔵」、長崎鼻売店「オリオ」、国東半島アンテ

ナショップ「クワトロヨッチ」にて、商品、サービス等の調査・分析を行い、６次産業化を目

指す小規模事業者の商品開発や商品のブラッシュアップを行うための情報提供を行った。 

具体的には、売れ筋 5 位の購買年齢層、客単価、商品の傾向等の調査・分析を行い、事業計

画策定・実施支援、販路開拓等の支援に活用した。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

    小規模事業者への需要動向調査は、主に小規模事業者持続化補助金等の補助金申請におい

て、事業計画策定の資料として活用した。各種業界別・業種別等を調査・分析し、小規模事

業の販路・需要開拓を行うための、情報提供を行った。 

小規模事業者が多様化する顧客ニーズに的確に対応するため、各種データ等を調査・分析・

提供し、6 次産業化を目指す当該小規模事業者が商品開発や新たなサービスを展開し、需要

開拓による売上・利益確保に繋げる。 

 

（２）事業内容 

    地域資源を活用した６次産業化に取組む小規模事業者を対象とした消費者の実態・動向・

ニーズを的確に把握し、販路・需要開拓に向けて、商品開発・ブラッシュアップに取組み、

売上・利益拡大を図るため、経営指導員等が需要動向調査を行い、当該小規模事業者にフィ

ードバックし活用する。 

 

   ア 市場調査 

① バイヤーニーズ調査 

経営分析や事業計画を策定した小規模事業者及び農商工連携や６次産業化を行った事
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業者の商品について、「Food EXPO Kyushu」や「こだわり食品フェア」等の商談会におい

て、来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実施する。バイヤーの意見等を

参考にして、商品のブラッシュアップや販路開拓に向けた事業計画に反映する。 

調査内容は、下記にて行う。 

（調査手法）経営指導員等が聞き取りの上、アンケート票に記入する。 

（分析手法）専門家の意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を行う。 

（調査項目） 

食品 味、見た目、食感、価格、パッケージデザインなどの印象 

非食品 使用感、価格、パッケージデザインなど印象等 

食品・非食品 

共通項目 

購入有無、購入の場合（自家用、ギフト等）購入なし（知らない、用途が

不明等）、 

消費者の属性 性別・年齢・住所等 

      ※「Food EXPO Kyushu」   毎年 10 月に Food EXPO Kyushu 実行委員会が開催する

国内外食品商談会 

      ※「こだわり食品フェア」  毎年 2月に一般財団法人 食品産業センターが開催する

商談の会 

 

    ② 消費者ニーズ調査 

経営分析や事業計画を策定した小規模事業者及び農商工連携や６次産業化を行った事

業者の商品について、下記 a、b、c において、消費者に対し、売れ筋商品・サービス価

格、品質・量、パッケージデザイン等の情報収集・調査・分析を行い、商品のブラッシ

ュアップや販路開拓に向けた事業計画に反映する。(調査内容は、上記に準ずる。) 

a ロマン蔵（継続）        ※ 年間３９６千人の観光客が訪れる観光スポット 

b オリオ（継続）         ※ 年間８３千人の観光客が訪れる小売店 

c ニッポンセレクト（新規）   ※ 全国商工会連合会が運営するｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販ｻｲﾄ 

 

 （３）分析成果の活用 

    原則として、市場調査による情報収集・調査・分析した結果は、当該小規模事業者にフィ

ードバックし、商品のブラッシュアップや販路開拓に向けた事業計画に反映する 

 

（４）目標値 

項 目 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

バイヤーニーズ調査事業者数 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

消費者調査事業者数 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＢ（目標を概ね達成することができた）評価であった。 

旧計画（平成２７年度から３０年度）では、１０社に対し、需要動向調査等で得た情報を提供

し、６次産業化商品として商品開発を行い、国東アンテナショップ「クワトロヨッチ」、昭和の

町「ロマン蔵」、長崎鼻「オリオ」で販売するに至った。また、商品のブランド化や新商品開発

手法・販売手法等を学ぶために販路開拓セミナー（延べ４回）を開催した。 

① 小規模事業者（ネット販売支援６社（ニッポンセレクト、おんせん県おおいた）②販売支

援２３社（道の駅や里の駅））に対し、新たな販路開拓・売上増加の取組支援を行った。 

また、大分県・全国商工会連合会・大分県商工会連合会等の主催する商談会、展示会、
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即売会等の出展勧奨を積極的に行い、販路開拓の支援を実施した。 

令和元年度は、６次産業化商品として商品開発を行った１社が、ＦoodEXPOKyushu2019、
ＪＦＣ大分農商工商談会、こだわり食品フェア 2020 に出展し、販路開拓、売上・利益増加

を図ることとしており、支援を実施しているところである。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

    本会はこれまで、小規模事業者の需要・販路開拓支援としては、関係機関が主催する商談

会・展示会・物産等の情報提供を行い、出展勧奨を行ってきたが、多くは出展するには至っ

ていない。また、小規模事業者の多くは、事業計画を策定・実施するも人・資金・時間等の

制約があり、自社独自で商談会・展示会・即売会に積極的に出展し、需要・販路開拓を行わ

れていないのが現状である。 

    今後は、需要動向調査等で得た情報を収集・調査し、分析した結果を情報提供するなど、

小規模事業者の需要・販路開拓による売上増加に結びつく支援を行う。 

 

（２）事業内容 

    需要動向調査で得た情報を有効活用し、６次産業化商品として商品開発・販路開拓を支援

する。具体的には、商談会・展示会、即売会等の出展を積極的に勧奨、フォローアップを行

う。また、ＩＴを活用して、地域商品のブランド化・認知度向上を図り、個社の売上・利益

増加により、地域経済活性化へと繋げる。 

    ホームページ作成については、グーペの活用等により、事業者のニーズにあわせて取組ん

でいくこととする。 

※ グーペとは様々な店舗のホームページに必要なコンテンツがあらかじめ用意されているホームページ作

成サービス。 

 

   ① 出店事業者支援（継続） 

     需要動向調査等で得た情報（市場動向、顧客ニーズ、単価、デザイン、品質等）を取集・

提供し昭和の町「ロマン蔵」、長崎鼻「オリオ」、アンテナショップ「むらからまちから館」、

オンラインショップ「ニッポンセレクト」、「おんせん県おおいた」等に出店を勧奨し、販

路開拓により、売上・利益増加を図る。 

② 商談会・展示会等出展支援（継続） 

     商工会が自前で商談会・展示会等を開催するのは困難であるため、関係機関と連携を図

り、首都圏等で開催される商談会・展示会等への出展を積極的に勧奨しフォローアップを

行う。 

また、出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行い、出展期間中は、

レイアウト、陳列、接客などについて、指導を行い、商談・成約に結びつくための支援を

行う。 

・ＪＦＣ大分農商工商談会（日本政策金融公庫主催、県内金融機関、商工団体等共催） 

 １月の 2 日間にわたり、県内の出展者９０社、県外のバイヤー２１社程が集い、新たな

ビジネスチャンスに繋がる。なお、アンケート調査によると、成約件数６１％程である。 

・こだわり食品フェア（主催：一般財団法人食品産業センター） 

     ２月の３日間にわたり、全国から延約８８千人が来場する恒例国内最大のイベントで、

約２００程度のブースがある。 

・大分県産品求評・商談会（主催：大分県、大分県産業創造機構） 

     １日間、県内外から約２００人が来場するイベントで、約８０程度のブースがある。 
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（３）目標 

項   目 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

出店事業者支援（BtoC） ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

出店事業者売上高/社（千円） ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

商談会・展示会等出展事業者数 １社 １社 １社 １社 １社 １社 

成約件数/社 ─ ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価は B（目標を概ね達成することができた）評価であった。 

   旧計画における地域経済活性化に資する取組みとしては、都市との交流人口拡大のための漁

業体験「香々地ツーリズム」や地域の賑わい創出を目的とする地域イベント「よっちょくれ祭

り」等を中心に、地域総合振興事業に取組んできた。 

   しかし、豊後高田市全体として地域活性化の共有・方向性を検討していく「豊後高田市活性

化協議会」を発足させるまでには至らなかった。 

 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

ツーリズム活性化会議 ３回 ３回 ２回 ２回 

ツーリズム実施回数 １０回 ３回 ６回 ６回 

ツーリズム事業参加者数 １，５１３人 ５４０人 ８４０人 ７１０人 

※ 天候に左右されるため（中止等）、毎年実施回数が変動（１回当たり平均１５０人が参加） 

   ※ 令和元年度は、事業継続中であり、平成３０年度とほぼ同様の数値を見込む。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

商工会、香々地ツーリズム協議会、豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会の３者でツ

ーリズム活性化会議を開催している。３者協力による漁業体験や農業体験等を行い、交流人

口の増加による地域活性化に寄与している。 

また、ツーリズム事業を行うことで、農泊による宿泊業や体験事業による小売業及び飲食

業等の小規模事業には、大きな経済効果をもたらしている。 

    今後は、「豊後高田市活性化協議会」を発足させ、豊後高田市全体として交流人口を受入れ

る体制づくりを構築することが、地域のさらなる活性化に繋がる。 

 

（２）事業内容 

豊後高田市をはじめとする各種団体との連携を強化し「豊後高田市活性化協議会」を発足

させ、特色ある地域ブランドの創出や管内消費拡大のビジョンの共有を図り、各種事業を行

うことで地域経済の活性化に繋げる。 

 

① 豊後高田市活性化協議会の発足（継続） 

     今後の豊後高田市の地域活性化の方向性・実現化を図るため、豊後高田市と連携強化し、

協議会の発足を図る。そのため、各種団体との連携を深め、各種団体等が活性化委員会を

設置し、意見交換・情報共有を行い、協議会の発足を行う。（年１回以上） 

② 香々地ツーリズムの実施（継続） 

     これまで多くの漁業体験「おもてなし」をコンセプトに、交流人口拡大に寄与してきた。
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一貫性でなく、継続的な事業である。今後も、滞在型観光の促進として、都市との交流を

深め、体験メニューの開発・提案を行い、地域が一体となり、地域活性化に繋げる。 

③ 地域の主要イベントの実施（継続） 

     旧計画から継続している下記事業にさらなる磨きをかけ、菅内の賑わいではなく、市外

からも多くの人を呼び寄せ、地域経済の活性化に繋げる。 

 

※ よっちょくれ祭り 

     真玉地区の唯一のイベントであり、県内外から約２千人が訪れ、一層の賑わい効果が期待できる。 

※ 香々地サマーフェスタ 

     豊後高田市が滞在型観光拠点として、力を注いでいるのが「長崎鼻」である。7 月に長崎鼻海水浴場で様々

なイベントを開催し、県内外から約１万人が訪れ、一層の賑わい効果が期待できる。 

※ 夷谷仙境春祭り 

     県内外のウォーキング愛好者をターゲットに参道をウォーキングするイベントである。会場では多くの

イベントが開催され、約１千人超が訪れ、一層の賑わい効果が期待できる。 

 

 

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組 

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 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＢ（目標を概ね達成することができた）評価であった。 

   旧計画では、専門家と連携し、経営状況分析、事業計画策定・実施支援及びフォローアップ

支援などの実行の中で、支援ノウハウ・支援の現状を把握し、情報交換に取組み、支援能力向

上に努めた。（平成２７年度３２回、平成２８年度１６回、平成２９年度６回、平成３０年度１

９回） 

   また、大分県、大分県商工会連合会、日本政策金融公庫等との研修会において、小規模事業

者の経営支援に関する支援現況・ノウハウ・情報や支援事例等について情報交換も行った。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

    本会はこれまで、小規模事業者の経営課題を解決するため、関係機関との連携を図り、専

門家派遣等を活用し、支援力強化・向上を図ってきた。 

    今後も、他支援機関との連携をさらに強化し、地域の経済動向、支援ノウハウ等の情報収

集・交換・共有し、小規模事業者への支援力強化・向上を図ることが必要である。 

 

（２）事業内容 

小規模事業者の複雑・多様化する課題解決による支援内容の充実と経営指導員等のスキル

アップを図るため、他の支援機関との連携を通じ支援ノウハウ等の情報収集・交換・共有を

行う。 

 

① 大分県商工会連合会（継続） 

ア 広域指導課長会議（年２回） 

各地域の経済動向、支援現況、支援ノウハウ、課題解決等の情報・意見交換を行い、

連携強化を図りながら支援力向上に努める。 

イ その他 

      単独で対応できない高度専門的案件の相談、需要動向、支援ノウハウ等について連携・

情報交換を行い、支援力の強化を図る。 

② 小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会（年１回）（継続） 
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     日本政策金融公庫が主催する。事業承継、創業、新分野等についての情報交換を行う。

また、地域経済動向、金融支援ノウハウについて情報交換も行い、支援力向上を図る。 

③ 大分県事業引継ぎ支援センター（新規） 

事業承継に係る知識、コミュニケーション力、現状把握力、折衝・調整力の習得、事業

承継・後継者育成のための支援スキルアップを図る。 

④ 豊後高田市との連携強化（継続） 

     豊後高田市と連携を強化し、小規模事業者施策・支援策、地域経済動向等の情報交換・

共有を行い、特に、創業支援に関する進捗状況や補助金活用状況を踏まえ、創業者の伴走

型支援を進める。 

⑤ その他の支援機関（継続） 

 経営発達支援事業の円滑な実施に向け、大分県、大分県よろず支援拠点、豊後高田商工

会議所とは、専門家派遣、支援事例や支援ノウハウ等の情報収集・交換・共有し、小規模

事業者に有益な情報提供等を行い、支援力の強化を図る。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

〈旧計画における取組と成果〉 

経営発達支援事業評価委員会の評価はＢ（目標を概ね達成することができた）評価であった。 

大分県商工会連合会が主催する研修会、中小企業整備機構が主催する研修などへ参加した。

大分県商工会連合会の研修会では、効果的な研修となるよう、職員それぞれの強みや弱みを把

握し、それに対応した研修へ参加し、経営支援力向上及びマネジメント能力の向上、Ｗｅｂ研

修や効果測定によるスキルアップを図った。また、専門家派遣により、多面的診断可能な専門

家に同行することで、スキルアップにも繋がった。しかし、ＯＪＴによる支援ノウハウ等の共

有化については、部分的なものであった。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

    経営指導員等は、大分県商工会連合会等の主催する研修会に積極的に参加し、経営支援力

及びマネジメント能力の向上を図った。 

しかし、マンパワー不足等を解決し、小規模事業者の支援力を強化させるためには、ＯＪ

Ｔ等でスキルを取得した職員が他の職員へ効率よくフィードバックし、情報・知識の共有化

を図ることが必要である。 

今後は、ＩＴを活用するとともに「経営計画・事業計画策定マニュアル」などの各種マニ

ュアルの作成及び活用やＯＪＴ等で組織全体をレベルアップし、支援能力の向上を図ること

が必要である。 

 

（２）事業内容 

小規模事業者の経営力強化を支援するためには、意思決定に関与可能な高度な支援能力、

実践的なノウハウ、職員間の知の共有・フィードバックが重要である。 

 そこで、以下の方法により、支援力向上に取組む。 

 

① 研修会による支援能力向上（継続） 

経営指導員及び他の職員の支援能力の一層の向上のため、大分県商工会連合会が主催の

「経営計画策定研修」及び中小企業基盤整備機構主催の「小規模事業者支援研修」へ計画的

に経営指導員等を参加させる。 

② 専門家と連携した支援能力向上（継続） 

         専門家と連携し、小規模事業の支援を通じ、指導手順・助言内容・情報収集方法等を習
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得し、職場内ＯＪＴにより、支援能力向上を図る。 

③ 職員間の支援能力向上（継続） 

     経営指導員等が研修及び情報収集等で得た支援ノウハウの共有化を図るため、毎月職員

会議を開催する。会議で意見交換・共有を行うことで、職員の支援力向上を図る。 

④ データベース化（拡充） 

     担当経営指導員等が商工会基幹システム（注）上のデータ入力を適宜・適切に行い、支

援中の小規模事業者の状況等を職員全員が情報共有することにより、担当外の職員でも一

定レベル以上の対応ができるようにし、支援力の向上を図る。 

     ※注「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、商工業者(カルテ)システム、進捗 

理等の機能を持つ。 

 

 

１１．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 

〈旧計画における取組と評価〉 

① 職員会議 

     毎月開催する職員会議にて、事業の進捗状況を職員間で共有し、目標値達成に向け事業

の成果・評価・見直しを行ってきた。また、経営発達支援事業評価報告書に基づき、来期

の事業の取組みについて協議し、事業実施に反映をした。 

② 経営発達支援事業評価委員会 

     大分県商工会連合会に設置する委員会で、学識経験者等で構成される。平成２７年度１

１月１７に認定され、当年度の委員会の評価はＣ（ほぼ良好）であったが、平成２８年度

から平成３０年度の３ヶ年間はＢ（目標を概ね達成することができた）評価であった。 

③ 理事会・通常総会 

     経営発達支援事業自己評価報告書は、理事会で承認を受け、経営発達支援事業評価員会

に提出した。通常総会に経営発達支援事業評価報告書を掲載し、事業の成果・評価・見直

しの結果を報告した。 

また、本会ホームページ（http://nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp/）でも計画期

間中に公表した。 

 

〈今回の申請における取組の方向性〉 

（１）現状と課題 

職員会議で目標値達成に向け、進捗状況等の報告を行い事業に取組んだ。しかし、ＰＤＣ

Ａサイクルを適切に回し、経営発達支援事業の効果的な実施には至らなく、小規模事業者の

経営発達支援事業の関心度を高めることは出来なかった。 

    今後は、経営発達支援事業の効果的な実施を図るため、関係者及び第三者による「協議会」

を設置し、商工会基幹システム（注）を活用した進捗状況等の把握を行うとともに、ＰＤＣ

Ａサイクルを適切に回すこととする。 

 

（２）事業内容 

経営発達支援事業の効果的な実施のため「経営力強化支援事業推進協議会」を新たに設置

し、旧計画同様に下記事業を行う。 

 

① 職員会議（継続） 

     法定経営指導員が中心となり、職員会議で四半期毎に事業の進捗管理、成果・評価・見

直しを行い、「経営力強化支援事業推進協議会」に進捗状況等を年２回報告する。 

② 協議会・理事会・通常総会（継続拡充） 
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本会の役員会と併設して、①外部有識者②豊後高田市商工観光課商工労政係職員③法定

経営指導員③大分県北部振興局地域振興部職員⑤大分県商工会連合会職員をメンバーとす

る「協議会」を年２回以上開催し、経営発達支援事業の進捗状況や改善について評価を行

う。  

また、当該協議会の評価報告書は役員会にフィードバックし、事業実施方針等に反映さ

せる。評価報告書については、役員会で承認を受け、事業評価委員会に提出する。事業評

価委員会の結果を受けて、事業の成果・評価・見直しを協議会及び職員会議で協議し、理

事会に提出する。通常総会では、議案書に自己評価報告書を記載し、事業の成果・評価・

見直しの結果を報告する。 

また、本会ホームページ（http://nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp/）でも計画期

間中に公表し、事務所への常時備え付けを行う。 

③ 経営発達支援事業外部評価委員会（継続） 

     事業年度終了後、事業内容・目標数値・支援体制・支援事業者アンケート結果を基に、

自己評価報告書を作成し、経営発達支援事業評価委員会に提出する。経営発達支援事業評

価委員会は、目標達成の確認、結果についての妥当性を審議、評価し、改善すべき事項が

ある場合は、助言を行う。 

 

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 
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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７月現在） 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

   ■氏 名：伊東 龍馬 

   ■連絡先：西国東商工会（本所）    TEL：0978－53－4320 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本所 
事務局長 
法定経営指導員 

１名 

豊後高田市 
商工観光課商業係 

経営支援員 
１名 

香々地支所 
経営指導員 

１名 
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（３）商工会、関係市町村連絡先 

 

  ①商工会 

〒872－1101 

    大分県豊後高田市中真玉 21 番地 1 

     西国東商工会 

      TEL：0978－53－4320 / FAX：0978－53－4340 

E-mail:info@nishi-kunisaki.oita-shokokai.or.jp 

 

②関係市町村 

〒879－0692 

大分県豊後高田市是永町 39 番地 3 

豊後高田市 商工観光課商業係 

TEL：0978－25－6219 / FAX：0978－22－0955 

E-mail:kouta@city.bungotakada.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 １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ 

 

専門家派遣 

セミナー開催費 

需要開拓支援費 

支援体制の整備事業費 

 

４００ 

１００ 

９００ 

１００ 

４００ 

１００ 

９００ 

１００ 

４００ 

１００ 

９００ 

１００ 

４００ 

１００ 

９００ 

１００ 

４００ 

１００ 

９００ 

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 

 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費 等 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


