
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
木城町商工会(法人番号 ６３５０００５００１８９４) 

木城町（地方公共団体コード ４５４０４４） 

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 

(1)小規模事業者の体質強化と発展的な経営サイクル確立 

(2)事業承継の促進、新規創業の推進 

(3)地域資源を活用した商品開発の支援 

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 

域内の小規模事業者の現況や支援ニーズ等を調査し、他機関の公表す

る統計的なデータを参考に比較分析を行い個別の支援に活用する。成果

は商工会 HP上でも公開・提供する。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

個別の支援を通じて、経営分析の意義や必要性を啓発し、実施事業者

の掘り起こしを図る。事業承継の課題を抱える事業者については早期に

経営分析を行い承継計画策定につなげる。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

経営分析を実施した小規模事業者に対し、セミナーを通じて事業計画

策定の意義と手法を学習させ、関係機関等と連携して継続的に個別支援

を行う。事業承継計画も同様に支援する。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の進歩状況を定期的に検証し、必要に応じて専門家派遣等を

活用して解決策を講ずるなど事業計画の着実な実施を支援する。 

５．需要動向調査に関すること 

食品製造業者の商品改良や新商品開発を支援し、テスト販売及びアン

ケート調査を行い、分析結果を商品開発の見直し、販路開拓に活用する。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

  事業計画策定を支援した商品のブラッシュアップや展示会や商談会

への出店を支援し、新たな販路開拓や継続的な商品開発に繋げる。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

  町の経済対策協議会に参画し、町内の各団体等と方向性を共有した上

で観光メニュー開発や地域特産品(ブランド商品)の開発などに取組む。 

連絡先 

木城町商工会 

〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城４０４０－１ 

TEL:0983-32-2070 FAX:0983-32-2467 E-mail:kijo@miya-shoko.or.jp  

木城町まちづくり推進課 

〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城１２２７－１ 

TEL:0983-32-4727 FAX:0983-32-3440 E-mail:machi@town.kijo.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題

① 現状

（ア）立地

本町は、宮崎県のほぼ中央に位置し、宮崎市

から車で 1時間以内の距離にある。町域は東西 

24km、南北 6km、面積 145.96㎢という帯状の 

地形をなし、町の中央を小丸川が流れ、下流の 

椎木、高城は平坦で開けているが、中上流域の 

川原、石河内、中之又は、山間・山岳地区とな 

っている。 

町域の83％が林野で占められ、可住地は 

16.4％、耕地は4.7％となっている。 

本町は稲作、畜産、施設野菜を中心とする農業が盛んな地域である。 

平成22年には本町が属する西都児湯地区を中心に家畜伝染病である口蹄疫が発

生し、宮崎県全体で牛、豚など297,808頭殺処分され、畜産出荷額・畜産関連産

業・食肉関連産業の被害は約1,400億円と言われている。また、商工業者もイベ

ントの自粛、風評被害などにより大きなダメージを受け、宮崎県全体の被害額は

約950億円と言われている。本町においても、同年5月21日から6月10日の間に牛

6,716頭、豚20,607頭、猪・鹿など21頭合計27,344頭が殺処分されたことから、

畜産農家への直接的な被害に加え、地域全体への風評被害など甚大な被害に見舞

われた。

中山間地域にある本町では林業もかつては盛んに行われていたが、経済センサ

スによると、平成22年の事業所数が28事業所、素材生産が52,640㎥であったの

が、平成27年には、16事業所、素材生産38,983㎥まで減少している。これは、経

営者・従事者の高齢化、素材単価の低迷など宮崎県全体が抱える問題があったた

めだが、近時では、日向市に進出した大手木材会社への素材供給量の拡大や木質

バイオマスの利活用が進んでいることから盛り返している。

本町の観光については、平成 26年度の宮崎県観光動向調査によると近隣の他市

町村と比べて多くはないが年間約 33 万人の入込客があり 99%が町外客であるが、

県都宮崎市から車で 1 時間程度と近いこともあり滞在型の観光客が少ないことが

課題である。主な観光スポットは以下のとおり。 

【比木神社】 

西暦６６０年に滅亡した朝鮮半島の古代国家「百済」の王族の１人である 

「福智王」をはじめとする神々が祀られた神社。境内には直径６ｍを超え 

るクスノキの大木や、宮崎の巨樹百選に選ばれたチシャの木などがうっそ 

うと生い茂っており、高鍋藩主に深く崇められたことがうかがわれる。 

福智王にまつわる祭りが今も伝承されており、福智王の御神体（袋神）が

美郷町の神門神社に祀られている父の禎嘉王に対面する祭礼「神門御神

幸祭（師走まつり）」が、毎年１月に行われている。 

宮崎県 
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【木城温泉館湯らら】 

木城温泉館湯ららは平成12年4月、役場から 

川南町方面へむかって車で約3分の場所に 

オープンした。美しい空気と緑、お湯がゆ

っくりと心と体をほぐす「癒し」のお湯を

選べる木城流、が売りで、平成31年1月には

入場者250万人を突破している。

【木城町農産物販売所「菜っ葉屋」】 

菜っ葉屋は、木城温泉館湯ららに隣接しており、 

木城町で生産された農産物などを直売している。 

最近では町内の菓子店が製造した新商品のテスト 

販売を行うなどアンテナショップとしての役割も 

大きい。 

【木城えほんの郷】 

木城町中心部から少し離れたみどり深い山々に 

囲まれた木城えほんの郷は、世界の色とりどり 

の絵本約 18,000 冊や自然への深い愛を語り、 

生きる喜びをうたう絵本原画を中心に展示して 

いる施設で、絵本の販売も行っている。また、 

「お米づくり」「里山虫むし合宿」「10 才のひとり旅」

など自然とのかかわりを大切にした体験活動や、水

のステージでのコンサートなど様々な活動を行って

いる。 

【川原自然公園】 

川原自然公園は小丸川の中流域 

にある自然公園で、キャンプ場 

や河川プール、ボルダリング、 

ＭＴＢ常設コースなどのアウト 

ドア施設が充実しており、県内 

でも数少ない常時カヌー体験が 

できるスポット。 

宮崎市から1時間程度の近さか 

ら多くの入込客がある。 

(出典:木城町役場 HP) 
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（イ）木城町の人口等の状況

平成30年の人口は5,090人、世帯数1,961世帯である。

平成13年以降平成21年まで減少傾向で推移していたが、平成22年においては17

人の増加に転じた。 

本町は宮崎県でも人口減少の少ない町であり、平成22年と30年を比較すると 

全体で87人減少している。しかし年齢別にみると、15歳から64歳の生産年齢人口

は444人減少し、14歳以下が113人、65歳以上が244人増加している。14歳以下の人

口増加は他の町村に先駆けて実施してきた木城町移住定住促進事業、特に生活支

援制度の一環として実施している出産や就学などへの奨励金制度の効果が表れて

きているためだと思われる。 

このように老年人口割合は増加傾向で推移している。特に、山間部における過

疎化、高齢化率は進行しており、地域コミュニティ、産業経済、教育・福祉など

様々な面で少子高齢化の影響が顕著になりつつある。 

なお、令和12(2030)年には4,154人まで減少すると予測されており、人口減少

の影響はますます深刻度を増してくる。 

木城町の人口の推移と将来予測  

区  分 
2010年 

(H22) 

2018年 

(H30) 

2030年 

(R12) 

増減 

(2010-2030) 

0～14歳 
人数(人) 687 800 412 △275

割合(%) 13.3 15.7 9.9 △40.0

15～64歳 
人数(人) 2,919 2,475 2,022 △897

割合(%) 56.3 48.6 48.7 △30.7

65歳～ 
人数(人) 1,571 1,815 1,718 147 

割合(%) 30.4 35.7 41.4 9.4 

合  計 人数(人) 5,177 5,090 4,154 △1,023

  (出典:国立社会保障・人口問題研究所、宮崎県統計 BOX) 

（ウ）木城町の産業

宮崎県が作成している加工統計「宮崎県市町村内総生産」によると平成26年度

の木城町の就業者数は約2,500人、総生産額は約182億円になっている。 

産業別の内訳は次のとおりである。 

【一次産業】 

一次産業は農林業のみで総生産額が約11億円の規模である。 

農業は稲作、畜産、施設野菜が中心だが生産不利地が多いことから小規模な経

営体が多い。 

林業は木材価格の低迷や従事者の高齢化、後継者難などから長らく停滞してい

たが、木質バイオマスなどの新規需要が見込まれることから新たな加工場、流通

体制の整備が進んでいる。 

本町の特徴として農林業の男性の特化係数が7.51(H22国勢調査)と特異的に高

い。 
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【二次産業】 

二次産業は総生産額が約70億円の規模である。 

建設業は公共工事の減少や工事単価の低下などが続き企業数、従業者数とも減

少している。 

製造業は本町経済の中核をなしている６つの誘致企業の中の１社で、単体で従

業者数が1,000人を超える大手電子機器メーカーの工場が本年度に町外に移転し

たため、今後、地域の雇用への影響が懸念されている。 

その他の製造業は、小規模な農畜産物加工業や木製品製造業などが多い。 

【三次産業】 

三次産業は総生産額が約93億円の規模である。 

卸小売業、飲食店は隣接する高鍋町(人口20,900人;H29.12.1現在)に購買力が

吸収されており、平成12年の中心部の道路改良に際して廃業が増えた。 

現在は町の定住促進の取組効果により人口が増加してきており、最寄り品や生

活関連の店が多いが、商店数はほぼ維持されている。しかし、中心部は非商店な

どが混在して商店集積は進んでおらず、あまりにぎわいがない。 

現在も隣接する高鍋町や宮崎市に購買力の約1/2が流出していると推測される。 

（エ）商工業の現状

本町は町の定住促進政策などにより人口減少に歯止めがかっかており、商工業

振興施策も手厚く商工業者・小規模事業者数はほぼ横ばいの状況である。 

【建設業】 

公共工事の減少、工事単価の低下などが続いているが、現存の約半数が比較的

経営規模が大きく安定している総合工事業である。残りの半数が職別工事業・設

備工事業で下請けが多く受注に不安定さがある。 

【製造業】 

誘致企業として５社の工場が立地しているが、従業者が1,000人を超えていた

大手電子機器メーカーの町外移転により、今後の地域経済へのマイナスの影響が

心配されている。 

また、農畜産物などの食料品製造（加工）業者が数件あるが、木城ブランドを

確立するといえるほどの取り組みは少ない。 

【卸小売業】 

飲食料品、建材、機械器具などが約30事業所ほどあり、中心部には小規模な食

品スーパーが２店ある。全体的に最寄り品中心の店が多いが、数は少ないが独自

の商品やサービスを有する顧客吸引力の高い店もある。 

【宿泊、飲食業】 

日帰り客が多いことから、民宿など２店程度である。 

飲食店も主に地元住民を対象としたうどんそば店、喫茶店などはあるが、特徴

のある店は少ない。 
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【サービス業】 

本町の特徴として自動車整備業が14社と多い。 

町内にディーラー系の自動車販売業者がなく以前から自動車整備業が多かった

が、ディーラーにないきめ細かなサービスの提供により町外からも受注を増やし

て伸びている。 

本町の商工業者数・小規模事業者数の推移は下表のとおり。 

商工業者・小規模事業者数の推移 (単位:人) 

業  種 

平成 18年 平成 30年 増 減 

商工 

業者 

小規模 

事業者 

商工 

業者 

小規模 

事業者 

商工 

業者 

小規模 

事業者 

建設業 47 44 41 39 △6 △5

製造業 29 22 27 19 △2 △3

卸小売業 54 48 41 36 △13 △12

宿泊、飲食業 16 16 16 16 0 0 

サービス業 32 30 47 42 15 12 

その他 12 10 19 18 7 8 

合  計 190 170 191 170 1 0 

(出典:商工会実態調査)  

② 商工業の課題

（ア）商業者の経営力強化

本町は町の定住促進策が奏功して人口減少に歯止めがかかっている状況であ

り、食品や生活関連サービスなど日常的な商品、サービスについては町内で需給

が均衡していると推測される。しかしその他の商品やサービスについては店がな

い、あるいは既存店の品ぞろえや価格に満足できない消費者が多く、以前から隣

町の高鍋町や宮崎市に流れている。近年、若い世帯が増えてきていることからこ

の傾向はさらに顕著になっており、今後淘汰される店が増えてくる懸念がある。 

本町の商業者はこのような環境変化を常に察知し自ら改善していく必要がある

が、経営者の高齢化や後継者不在で改善の意欲は低い。 

商工会としては、このような個社の課題解決を図りながら持続的な経営を支援

していく必要がある。 

（イ）事業承継、新規創業による小規模事業者数の維持

本町では町の施策等により小規模事業者数は横ばいという状況にあるが、経営

者の高齢化は確実に進んでおり、今後、後継者不在で廃業する事業者がかなり増

えてくる恐れがある。 

管内の小規模事業者数を維持するためにも後継者不在による廃業の防止や創業

予定者の掘り起しと創業支援が必要である。 
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（ウ）地域資源を活用した食品製造業者の育成

本町にはいわゆる“名物”といえる外貨を稼げるモノが少ないため、外部から

の資金流入も少なく、地域内の産業連携も進んでいない。 

そのため、地場の食品製造業者を育成して特産品開発からＪＡなどの生産者団

体や町内の小売店、飲食店等との異業種間の連携を促進する必要がある。 

③ 商工会の課題

商工会は小規模事業者の経営支援を行う唯一の支援機関であるが、地域全体の活

性化のためのイベント事業などが多かった。 

特に、町の商業振興策を具現する中心的存在として、町が補助するプレミアム商

品券の発行や特産品開発などの事業に取り組んでそれなりの効果は上げているが、

本町の経済を支える小規模事業者が持続的な経営を維持するための継続的な支援は

不十分であった。 

また、他の支援機関や専門家と連携した支援を行っているが単発的であり、十分

に対応できているとは言い難い。 

今後は町の商工業振興施策に沿って計画的で伴走的な支援が必要である。 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方

① １０年程度の期間を見据えて

町の各種施策により、現在は、人口及び小規模事業者数はほぼ横ばいで推移して

いるが、後継者不在や未確定の事業者が多く、今後は事業者数が減少していくこと

が予想される。 

小規模事業者の減少を防ぎ、地域雇用の場を確保するため、また、地域経済の循

環を維持するためにも、既存事業者の持続的発展と、事業承継支援、そして創業者

の開拓、支援を推進する。 

  併せて、ＪＡなどの生産者団体や南九州大学等の関係機関及び町内の小売店、飲

食店等の異業種間の連携を促進し、“木城町名物”となる地域資源を活用した商品

開発を行うなど、他地域との差別化を図るべく地場産品のブランド化に取り組む。 

② 木城町総合計画との連動性・整合性

第五次木城町総合計画の後期基本計画（2019年から2023年）において、産業振

興の方針として、「にぎわいと活力あふれるまちづくり、雇用の場の確保に向け、

商工業経営の安定化や企業誘致に努めるとともに、特産品開発や６次産業化などを

促進する。」と定めている。具体的には、商工会や関連機関、企業との連携のもと

次のような取組を行うという内容である。 

（ア）商工業経営の安定化・活性化の促進

商工会・金融機関・既存企業との連携のもと、研修・相談機会の拡充や情報提

供の充実など、指導・支援体制の強化を図り、経営意欲の向上や後継者の育成、

地域に密着したサービスやＩＣＴを活用したサービスの展開、魅力ある特産品の

開発・販売、事業の拡大等を促進する。 

また、厳しさを増す経営環境に対応し、各種事業・融資制度の周知と活用を促

し、経営体質・基盤の強化を促進する。 
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（イ）農業や観光との連携の強化

各種物産展や商談会等への出展によるＰＲ活動やふるさと納税の返礼品への採

用等により、町内の特産品の販売を促進するとともに、各種事業の強化・充実を

図りながら、町内の商工業振興に積極的に取組む。 

また、観光客を対象としたサービス需要の掘り起こしや、商工業への新規参入

者を募るなど、広域的対応も含めて農業と観光業の連携強化に努める。 

（ウ）企業誘致の推進

県や関係機関との連携のもと、東九州自動車道高鍋インターチェンジへのアク

セスの良さを活かしながら企業誘致活動を展開し、優良企業等の立地を促進する

とともに、第１次産業と関連した企業や新たな企業の誘致を図るため、優遇措置

や優遇制度を見直し、その活用とＰＲを行う。

（エ）特産品開発、新産業創出等への支援

起業や新産業・新ビジネスの創出に向け、関係機関・団体との連携のもと、情

報交換、技術交流の場や研修機会の提供、支援制度の整備など、産業支援・研究

開発体制の整備を図り、農産物加工における技術の高度化や新たな特産品の開

発、起業や新産業の創出、コミュニティビジネスなどの育成を促進する。 

商工会は町の商工業振興施策を推進する立場で、プレミアム商品券の発行や地域イ

ベントの実施などに取り組んでいるが、小規模事業者個々の経営力強化という点では

十分ではなかった。今後は町の商工業支援施策を活用しながら、個社の経営力強化の

支援により力を注いでいく。 

③ 商工会としての役割

（ア）成長する小規模事業者の育成

計画的な経営の必要性をアピールして小規模事業者の意識改革を促進し、自主

的な経営改善や新たな事業展開に取組んで成長する小規模事業者を増やしてい

く。 

（イ）事業承継や新規創業による小規模事業者の新陳代謝の促進

円滑な事業承継や新規創業による経営者の若返りを図り、持続的な経営を促進

する。 

（ウ）地場産品のブランド化に取組む食品製造業者の掘り起しと育成

地域資源を活かした特産品等を開発して“木城町の名物”と言われるところま

で育てていくためにも、その主体となる地場の食品製造業者を掘り起こして育成

していく。 

（３）経営発達支援事業の目標

本町小規模事業者の１０年後のあり方を実現するため、当初５年間の目標を次の

とおり設定する。 
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① 小規模事業者の体質強化と発展的な経営サイクルの確立

小規模事業者が自社の経営状況・課題を把握して、それを反映した事業計画を

策定して実行、評価を繰り返す発展的な経営サイクルを確立させることで経営体

質を強化し成長を促進する。 

② 事業承継の促進、新規創業の推進

経営者の高齢化が進み、後継者のいない小規模事業者の廃業が増えている。特

に商業において後継者不在の廃業が目立っている。 

商工会としては昨年度から会員向けの調査を実施しているが、管内すべての小

規模事業者の後継者情報を把握していないので早急に実態を把握して対応する。 

後継者不在の場合は第３者への事業引継ぎあるいは円滑な廃業を支援する。 

また、新規創業による新たな小規模事業者の参入も重要であるため、町の創業

支援策などを活用して創業予定者の掘起しと開業実現を促進する。 

③ 地域資源を活用した商品開発の支援

主に食品製造業の小規模事業者と地域資源とを組み合わせ、地域個性の光る商

品いわゆる“木城名物”の開発を支援することで他地域との差別化を図り、地域

外顧客の増加を促進して需要増加につなげる。またＪＡなどの生産者団体や町内

の小売店、飲食店等との異業種間の連携も促進していく。 

（４）目標の達成に向けた方針

① 小規模事業者の経営力強化への取組方針

小規模事業者の経営力強化には、まず、自社の経営改善に取組むという小規模

事業者の意欲が必要であり、経営指導員等の巡回や窓口支援あるいは各種セミナ

ーなど様々な機会をとらえて啓発し、取組む小規模事業者を掘り起こしていく。 

自社の経営力強化に取組む小規模事業者には、経営分析による現状と課題の把

握を行い、この課題解決への取組や個社が目指す経営の実現に向けた取組などを

内容とする事業計画策定とその実践を継続的に支援することでＰＤＣＡサイクル

を回す発展的な経営サイクルを確立させる。 

この取り組みは商工会が中心となり、必要に応じて専門家の活用も行う。 

また、小規模事業者である商業者の経営力強化に関しては、中心商店街活性化

の観点から共通の観光グッズや飲食店の共通メニューの設定、地元グルメの再発

見など新たな入込客の誘致と需要開拓に繋がる側面的な支援も行う。 

② 事業承継の促進、新規創業の推進に向けた取組方針

商工会としては、管内すべての小規模事業者の後継者情報を把握している訳で

はないので早急に実態を把握して対応する。 

対象となる小規模事業者については、現経営者の意向を確認して、親族内後継

者がいる場合は、宮崎県事業承継ネットワークのコーディネーターと連携して承

継計画の策定と遂行を支援し、後継者不在の場合は第３者への事業引継ぎあるい

は円滑な廃業を支援する。 

また新規創業については、町の創業支援策のＰＲや他の支援機関との情報交換

などを通じて創業予定者の掘起しと創業実現を促進する。  
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③ 地域資源を活用した商品開発支援への取組方針

新商品開発、販路開拓にあたって必要となる商品等の需要動向調査を実施し、

ターゲットや消費者ニーズ、市場の規模や特徴などを把握することで開発の方向

性を明確にする。

開発した新商品は、木城町農産物販売所「菜っ葉屋」（アンテナショップ）や

木城ふるさとまつり等の催事を活用してテスト販売と改善を重ね、市場に出せる

段階でパッケージデザイン、価格設定、販売方法など具体的な販売プラン策定を

支援する。その間必要に応じて専門家等の支援を交えながら成果がでるよう支援

していく。 
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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 

（１）現状と課題

これまでは、経営指導員が巡回、窓口相談時に事業者の要望を受け個別的に調査

を行ってきたが、定期的な調査は行ってこなかった。小規模事業者に対し、地域経済

の動向を踏まえた的確な指導を行うため、地域内外の経済動向につき定期的な調査

を行う必要がある。 

（２）事業内容

本商工会は平成２９年度から全国商工会連合会主催の中小企業景況調査の担当商

工会になり５年間継続する。この調査は、業種別に選考した管内１５事業者に対し

て四半期ごとにアンケート調査を行うもので、回収したアンケート調査票は、全国

商工会連合会に送付後四半期毎に、宮崎県版（１０商工会地区の１５０事業所デー

タ）、全国版（全国の約１９千事業所データ）の報告書として商工会にフィードバッ

クされる。

このデータは小規模事業者の景況感を如実に反映するものであり、本町のデータ

と宮崎県及び全国のデータと比較分析することで、本町の小規模事業者の景況感を

より鮮明に把握することができる。 

比較分析の際には、県内金融機関等が定期的に公表している地域経済動向に関す

る報告書を参考に、主要経済指標等の動きなども独自にまとめた報告書として作成

し、小規模事業者の経営支援に活用する。 

① 収集するデータと収集方法

（ア）中小企業景況調査データ

【調査対象】町内１５事業所(製造業３社、建設業２社、小売業４社、サービス

業６社) 

【調査項目】売上、資金繰り、採算、業況、経営状況・課題、事業承継の予定や

後継者の有無など 

【調査頻度】四半期ごとに年４回 

【調査方法】経営指導員が巡回ヒアリングにより収集する。 

宮崎県版（１０商工会地区１５０事業所分）と全国版（全国約１９

千事業所分）のデータは、四半期ごとに送られてくる報告書から収

集する。 

（イ）地域経済動向に関する公表データ

みやぎん経済研究所が四半期ごとに公表する「調査月報」から主要経済指標(公

共工事請負高、百貨店・スーパー販売額、消費者物価指数など)を収集する。 
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② データの比較分析・報告書の作成方法

経営指導員が以下の手法で外部専門家と連携して分析・報告書作成を行う。

（ア）景況調査データ

中小企業景況調査データは本町-宮崎-全国のデータを比較して業種別、地域別

の傾向と推移を図表化する。 

（イ）その他のデータ

「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）や公表データから収集したデータも参

考資料として活用する。 

（ウ）作成頻度

報告書は四半期ごとに作成する。

（３）成果の活用

報告書は商工会ホームページ上で広く公開する。また、小規模事業者の事業計画

策定支援などに活用する。 

（４）目標
調査名等 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

中小企業景況調査報告書 

作成回数/年 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

商工会 HPでの公開回数/年 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

（５）期待される効果

商工会が情報を収集して分析した報告書を定期的に公開することで経営判断に活

用できる機会が増える。また、経営状況・課題を把握することにより、経営指導員の

より適切な支援サービスの提供が可能になる。 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題

経営分析の支援は一部の小規模事業者の求めに応じてその都度対応してきたが、

金融など特定目的の支援がほとんどで、経営分析の意義・必要性を理解して実施し

ている小規模事業者は少ない。経営分析の意義・必要性を啓発して自社の経営状況

と経営課題を把握した計画的な事業経営に導く伴走的な支援が必要である。 

（２）事業内容

① 経営分析の意義・必要性の啓発と実施事業者の掘起し

経営指導員や経営・情報支援員が巡回や窓口相談での支援の際に、経営分析の意

義や必要性を啓発し、経営分析に取組む小規模事業者の掘起しを図る。特に本会が

実施している記帳代行や決算その他の支援を通じて財務データを把握している小規

模事業者には、簡易な財務分析表を作成提示してより具体的な説明を行うなど、本

会からの積極的なアプローチで実施事業者の掘起しを図る。 
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また、事業承継の課題を抱える事業者には承継計画の策定に時間がかかることか

ら既存事業の評価などの意義を説明してなるべく早期に経営分析を行い承継計画策

定に誘導する。 

② 分析を行う項目と分析の手法

（ア）分析項目

・経営資源（設備、人材、ノウハウ、取引先その他）

・ＳＷＯＴ（強み、弱み、機会、脅威）

・財務（売上高・経常利益・付加価値額、損益分岐点、生産性、安全性）

（イ）分析の手法

・今年度、宮崎県内商工会が一斉導入するクラウド型経営支援ツール「ＢＩＺミ

ル」を活用した財務分析

・業種別動向、景況調査のデータによる比較分析

（３）成果の活用

分析結果は、経営指導員が巡回して当該小規模事業者にフィードバックし、小規

模事業者の事業計画策定などの支援において活用する。 

  また、クラウド型経営支援ツール「ＢＩＺミル※」により分析データを職員間で

共有する事により経営指導員のみならず全職員の経営支援に関するスキルアップを

図る。 
※ＢＩＺミル・・・（株）ＨＡＬの提供するクラウド型経営支援基幹システムであり、経営分析

や事業計画の作成機能があり、小規模事業者支援に有用なツールである。

また、経営支援のデータを入力する事で、支援情報やノウハウ等を組織内

で共有できる。 

（４）目標

（５）期待される効果

自社の経営状況を正しく把握することの意義を理解することで小規模事業者が計

画的な経営の意義・必要性を認識することができ、スムーズに事業計画策定へ誘導

できる。 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題

これまで、小規模事業者支援においては、事業者の直面する課題解決の実施が主

体となり、事業計画策定の必要性の啓発、計画策定、その後の実施支援というサイク

ルは確立されていなかった。

本事業において、事業者の経営課題の解決を効果的かつ計画的に実行するため

に、事業計画策定支援事業に取り組む必要がある。また、当地域においては、町の定

事業内容 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

経営分析件数/年 未実施 20社 20社 20社 20社 20社 
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住施策による新規創業者も、わずかではあるが増えつつあるため、継続的な支援を

行うことで地域経済の発展を促すことができる。 

（２）支援に対する考え方

小規模事業者に対し、事業計画策定の必要性を認識してもらうためには、計画策

定後の結果検証までが重要であることを理解してもらうことが必要となる。 

３．で経営分析を行った事業者の７５％程度の事業計画策定を目指す。 

また、経済動向調査・需要動向調査・経営分析等の分析結果を反映させた実効性の

高い事業計画の策定支援を行う。 

（３）事業内容

経営分析の実施により把握された経営課題を解決するための経営ビジョンや数値

目標を設定・見える化することで、事業者の継続的発展を支援する。事業の実施につ

いては、「みやざきフードビジネス相談ステーション」や、「よろず支援拠点」など関

係機関と連携し、事業者の抱える経営課題を解決し、企業発展のための事業計画を

作成して、持続的発展を促す。 

支援対象としては、経営分析を行った小規模事業者、事業承継の課題を抱えてい

る小規模事業者等とする。 

支援手段・手法としては下記のとおりとする。 

① 事業計画策定セミナーの開催による意識啓発

経営分析を実施した小規模事業者に対して、年１回事業計画策定セミナー開催を

通じて事業計画策定の意義と手法を学習させ、事業計画策定の個別支援につなげる。 

② 経営指導員や専門家等と連携した事業計画策定のための個別支援

事業計画策定セミナー受講者や創業予定者で事業計画策定を実践する者には、経

営指導員等が外部専門家の支援を受けながら、継続的に個別支援を行う。 

また、事業承継予定者に対しては、宮崎県事業承継ネットワーク事業のコーディ

ネーターと連携して承継計画の策定を支援する。

（４）目標

事業内容 現 状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画策定セ

ミナーの開催

開催回数/年 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

参加者数/年 未実施 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

事業計画策定件数/年※ 未実施 １５件 １５件 １５件 １５件 １５件 

創業計画策定件数/年 未実施 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

※事業計画策定件数には、事業承継計画を含む。

（５）期待される効果

経営分析の結果、自社の経営課題を認識して、事業計画の策定につなげることの

意義と計画策定のノウハウを学習することで、計画的な経営の重要性を認識させ、

計画の実行を促すことで小規模事業者の持続的な経営を支援することができる。 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題

これまでは、せっかくの事業計画も、実施後は計画通りに進捗した事業者が少な

いのが現状である。商工会も、策定後のフォローに明確な指針がなかったため、充分

な支援があったとはいいがたい。 

これらのことから、事業計画策定後は、その計画実現に向けて、常に商工会が伴走

型の支援を行うとともに、補助金や融資制度等、各種支援制度を活用した場合も、充

分なフォローアップを行う支援のスキーム作りが必要となる。 

（２）支援に対する考え方

小規模事業者の経営発達にとって事業計画策定後の実行及び進捗管理は非常に重

要である。しかし、限られた人員や経営資源の中で経営を行っている小規模事業者

においては業務上の優先順位が低くなりがちである。そこで、事業計画を策定した

全ての事業者を対象に、下記の支援内容や手段・手法によって事業計画策定後の円

滑な実行及び進捗管理の支援を行う。 

（３）事業内容

① 定期的なフォローアップの実施

事業計画を策定した全事業者に四半期ごとに巡回訪問を行い、事業計画の進捗状

況の確認を行う。実施した事業は目標達成度を評価し、実施できなかった事業につ

いては実施できなかった理由を確認する。確認は経営者のみならず必要に応じて関

係者からのヒアリングも行う。 

また、計画と進捗状況の乖離がある場合や、関連する法律の改正や許認可手続き

の変更、資金不足など計画策定時に想定してなかった課題解決が生じた場合には、

状況に応じてフォロー回数を増やし、経営指導員がヒアリングによりその原因を洗

い出し、解決に必要な情報の収集提供を通じて解決の支援を行う。 

なお、経営指導員だけでは対応できない高度で専門的な課題解決については、連

携支援機関の専門家派遣などを活用し、課題解決に取り組む。 

② 金融機関等との連携

事業計画に沿い資金需要が発生する場合は、日本政策金融公庫と連携し、マル経

資金等活用する他、地元金融機関と連携し、県、町の制度融資等も活用し円滑な資金

繰りの支援を行う。 

③ 施策情報等の提供

国・県・町等の補助金等の支援策や各種講習会の紹介を商工会ホームページに掲

載するとともに、巡回指導時に情報提供を行う。 
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（４）目標

事業内容 現 状 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
未実施 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

頻度（延回数） 未実施 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 

フォローアップ対象

創業予定者数
未実施 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

頻度（延回数） 未実施 ８回 ８回 ８回 ８回 ８回 

売上増加事業者数 未実施 ５社 ５社 ７社 ７社 １０社 

（５）期待される効果

事業計画は、取引先の変更、金融事情の変化、関連する法律の改正などにより変更

が生じる場合も多い。想定外の変更で計画の遂行が停滞することは小規模事業者の

意欲減退につながる恐れがあるだけではなく、事業承継あるいは新たな投資や新分

野への進出などを伴う事業計画の遂行においては、実行のタイミングを失すること

で経営の危機を招く恐れもある。 

そのため、定期的に訪問して遂行状況を確認することで、遂行の障害となる諸問  

題の早期発見、早期解決の支援が可能になる。また、計画実行による成功体験を積み

重ねることで達成意欲が増す効果も期待できる。 

６．需要動向調査に関すること 

(１）現状と課題

小規模事業者が保有する商品・サービスについて、需要動向データの取得、効果的

活用方法の整理、事業への展開を自ら行うことは現実的に厳しい側面もあり、商工

会としても、商品・サービスの改善あるいは新たな開発などの支援を継続的に行っ

てきていないことから、需要動向を調査する仕組みや制度は持ち合わせていないの

が現状である。 

そのため、小規模事業者が必要とする商圏内の需要動向を商工会が正確に調査し

て、当該小規模事業者に提供していくことが必要である。 

(２）事業内容

① 食品製造業者の商品に関する需要動向調査の実施

需要動向調査の実施により、地域資源活用型の商品を製造している管内の食品製

造業者の商品改良あるいは新たな商品開発を支援することで、小規模事業者の付加

価値の向上を実現し持続的な経営に繋げる。 

② 実施方法

（ア）対象事業者の選考

対象の事業者は、事業計画策定を支援する小規模事業者のうち、本町の農畜産物

や特用林産物を素材とする商品を製造・販売している食品製造業者から選考する。 

なお、本商工会の支援体制を勘案して、牛肉、豚肉、鶏肉を使用した商品の製造

業者や野菜加工品、椎茸加工品などを製造している事業者、加工グループの中か
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ら各年２社程度を対象とする。 

（イ）対象商品の選考

選考した事業者が取扱う商品の中から、新たな販路開拓や販路拡大、これから

商品化を目指す商品等を３品目程度ピックアップして調査を実施する。 

（ウ）調査方法

本町の温泉施設に隣接する木城町農産物販売所「菜っ葉屋」や「木城ふるさとま

つり」等のイベントの際にテスト販売を実施し、その際に、経営指導員等がアンケ

ート調査を行う。 

（エ）調査項目

調査項目は、回答者の属性（居住地、性別、年代など）、商品試食の感想（味、

見た目など）、容量・価格、パッケージデザイン、その他商品化への提案（どこで

売れば良いかなど）等とする。 

（オ）分析方法・成果の活用方法

回収したアンケート調査は、専門家と連携して分析し、報告書を作成する。

作成した報告書は対象事業者に提示・説明する。事業者は報告書を商品開発の

見直しに活用する。 

また、需要動向調査の分析結果を事業計画策定や展示商談会への出展等の新た

な販路開拓への取り組みに対して活用する。 

（３）目標

（４）期待される効果

消費者から直接商品に対する評価を受けることで、消費者ニーズを的確に把握で

き販路拡大に向けた商品の更なるブラッシュアップに繋げることができる。 

また、町内加工グループが製造している商品も対象にすることで、加工グループ

の企業化・商品の事業化にも繋げていく。 

現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

需要動向調査事業者数 未実施 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

１社あたり調査品目数 未実施 ３品 ３品 ３品 ３品 ３品 
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７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題

当地域には、際立った地域資源があるわけではないが、小規模事業者や、地元団体

が特産品開発を行い、宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンド事業や、持続化補助金等

活用した商品開発や、展示会等への出店等に取り組んできた。しかしながら、販売量、

知名度ともに県外進出するまでには至っていない。 

商工会としても、補助事業実施の支援の中で事業計画策定時点から支援を行って

きたが、このような点から、活用できる地域資源、開発を担当する小規模事業者や協

力事業者の掘り起こしなど、企画から製造、販売までパッケージでの支援を行う必

要がある。 

（２）支援に対する考え方

小規模事業者の経営発達にとって新たな需要の開拓は重要な経営課題の一つであ

る。しかし、時間的・資金的な制約がある事や出展ノウハウを保有していない事など

から、小規模事業者が展示会や商談会へ参加することは難しい現状である。そこで、

下記の支援内容や手段・手法によって、展示会及び商談会への積極的な出展を促し、

新たな需要の開拓に関して支援を行う。 

なお、支援対象は、他地域と差別化を図り“木城町名物“となる特産品の開発へと

つながる地域資源を活用した食品製造業者とする。 

（３）事業内容

① 展示会・商談会等による需要開拓支援

事業計画を策定した事業者で、商品の開発に取組む小規模事業者については、商

品のブラッシュアップを行い、想定するターゲット、県内外など商圏に応じた展示

会・商談会への出展を支援することで新たな販路開拓、継続的な新商品開発に繋げ

る。 

（ア）フードスタイルへの出展支援

毎年１１月に福岡市の「マリンメッセ福岡」で開催される展示商談会「フードス

タイル」への出展支援を行う。「フードスタイル」は、小売・中食・外食業界の販

路拡大を目的とした展示商談会で、約３５０社が出展し１３，０００人のバイヤ

ー等が来場する九州最大級の展示商談会である。

木城町から地理的に近い福岡市での開催であり日程も２日間と短期間のため、

都市部への販路拡大を目指す事業者にとって参加しやすい展示商談会である。 

（イ）宮崎県商工会連合会が主催する商談会への出展支援

宮崎県商工会連合会が主催する「みやざき地場産品商談会」への出展支援を行

う。「みやざき地場産品商談会」は、首都圏の百貨店や通信販売会社のバイヤー約

４社を招いて行う宮崎県内の食品関連事業者を対象にした事前マッチングによる

個別商談会であり、昨年度は１５事業者が参加し３件の成約実績がある。 

宮崎県商工会連合会の主催であり、参加事業者へのフォローも手厚いことなど

から、商談会への参加経験が少ない事業者にとっても参加しやすい商談会である。 

また、今年度、宮崎県商工会連合会と宮崎空港ビル（株）が「特産品の販路開拓

に関する連携協定」を締結し、個別商談会の共同開催など販路開拓事業に取組ん



１８ 

でいることから、新たに「宮崎空港ビル㈱との個別求評会（仮）」が開催される予

定であるので参加支援を行う。 

 年間３３０万人が利用する宮崎空港との取引獲得は大きな需要開拓が見込め

る。また、宮崎空港との取引実績は大きな信用となることから、更なる県内外への

販路開拓へとつながる事が期待されるので、本町事業者の積極的な参加を促す。 

② 支援内容

（ア）事前支援

参加する事業者には、ＦＣＰシートの作成、商品の特徴やセールスポイントを

的確に伝えるための手法、展示ブースや商品構成、チラシ・ＤＭなど広告媒体の作

成など、専門家の協力を得ながら事前指導を実施する。 

（イ）商談会等会場での支援

経営指導員が商談会等に同行し、ディスプレイの支援、バイヤー等からの意見

収集、さらにバイヤーとの今後の商談を円滑に実施するための連絡調整等の現地

支援を実施する。 

（ウ）事後支援

商談会等終了後も経営指導員の巡回等によるフォローアップを実施し、バイヤ

ーからの意見等をもとにした商品の改良など、成約獲得に向けた取組を支援する。 

（４）目標
現 状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

展示商談会出展事業

者数 
未実施 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

成約件数／社 未実施 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

（５）期待される効果

需要動向を勘案した商品の改善・開発は需要者側の視点で「商品づくり」を考える

ことの重要性を意識させることができ、改善・開発と評価という作業を繰り返すこ

とで「売れる商品づくり」の目利きを育てることができる。 

 また、展示会・商談会の出展ノウハウを取得することにより、次の展示会・商談会

への出展やバイヤーとの交渉等、小規模事業者の自主的・積極的な販路開拓への取

り組みが期待できる。 

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 

（１）現状と課題

当地域においては、季節のイベントとして、春の「城山公園花まつり」や秋の「木

城ふるさとまつり」などがある。 

しかしながら、これらは、祭りイベントとして毎年実施しているものの、短期的な

にぎわい創出にとどまり、地域の特色や地域資源の活用・ＰＲとして十分に活用で

きているとは言いがたい。 
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 また、町の定住施策により、町内人口は、ほぼ横ばいとなっているものの、定住人

口を維持、拡大していくための住民満足に向けた商業・サービス業者の取り組みは

十分なものとは言いがたい。 

そのためにも、定住人口の増加と共に、交流人口の増加を促進するため、地域小規

模事業者による経済の活性化への取り組みについて地域の実情や資源に応じた取り

組みを実施する必要がある。 

（２）事業内容

① 木城町経済対策協議会の参画（年２回）

木城町当局が設立する「木城町経済対策協議会」に参画し、地域特性を活かした観

光・交流機能の拡充や特産品（ブランド商品）開発、農商工連携の充実、中心市街地

の活性化など、町内の各団体等が方向性を共有した上での経済活性化に取組む。 

【参加団体（予定）】木城町、商工会、ＪＡ、観光協会、高鍋信用金庫 

② 観光メニュー開発の取組み

上記経済対策協議会で共有した方向性に沿って、共通の観光グッズや飲食店の共

通メニューの設定、地元グルメの再発見など入込客の誘致に繋がる取組を行い、統

一テーマを取り込んだ新商品、新サービスの開発を促進して、商業・宿泊飲食業の

付加価値の向上を目指す。 

③ 地域特産品(ブランド商品)の開発

商工会では食品製造業者が行う地域資源を活用した特産品となりうる商品開発を

支援することで農商工連携や地域内異業種連携を推進し、外部資金の流入や入込客

の拡大を進めていき、最終的には小売店、飲食店などを巻き込んだ地域全体の連携・

活性化を目指す。 

また、木城町と南九州大学との連携事業にて開発したドレッシング等の新商品を

製造している加工グループの企業化及び商品の事業化を推進する。 

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 

（１）現状と課題

商工会の経営指導員等は小規模事業者と直接接触して支援する現場で広範囲の知

識やヒアリング技術などが求められている。現在、行政や支援機関による職員の研

修制度が拡充されているので、必要な研修会などに参加して知識習得に努めている

が、受講できる時間や少ない人材という制約があるので必要最低限の知識習得にな

っている。そのため高度に専門的な支援課題については、外部専門家の支援に依存

していることから、他の支援機関等と連携して対応する。 

（２）事業内容

① 西都児湯地区商工会職員連絡協議会「経営支援会議」への出席（年２回）

宮崎県西都児湯地区６商工会の経営指導員等が集まり、支援事例、支援ノウハウ

等小規模事業者の支援ニーズに応えるべく意見交換、情報の提供等行う「経営支援

会議」へ出席する。経済圏の近い小規模事業者の経営支援を行っている商工団体が

集まって事例研究や情報交換を行うことで、地域の経済動向等を把握するとともに、
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経験年数や得意分野が違う出席者の支援ノウハウを学ぶことができる。 

② 日本政策金融公庫宮崎支店との意見交換会の開催（年１回）

日本政策金融公庫宮崎支店と連携して行う「1日公庫」開催時に、当会金融委員を

交えたマル経の利用促進等を目的とした勉強会を開催して情報交換を行い支援ノウ

ハウや他の制度融資等含めた情報を支援ノウハウとして蓄積する。

また、年度ごとに変更が多い融資制度や金利情報など最新の情報が収集でき適切

な支援に活用できる。 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題

① 現状

宮崎県商工会連合会等が主催する研修に参加して経営支援スキルの向上を図って

いるが、研修後は復命書を回覧するだけに留まっており、職員全体の支援スキルの

向上へは結びついていない。 

また、職員間のミーティングも連絡報告事項がある場合のみ都度開催するに留ま

っており、経営支援の取り組みや支援ノウハウ等の共有といった資質向上を図るも

のとはなっていない。 

② 課題

経営指導員のみならず経営・情報支援員等を含む全職員が、研修で学んだ支援ノ

ウハウや知識を共有できる体制・仕組みを構築することが課題となっている。

また、属人的な支援体制にならないように、組織として経営支援の取り組みや支

援ノウハウの蓄積が可能となる支援体制を構築することも必要である。 

（２）事業内容

他の支援機関等の事例研修会などに積極的に参加して支援スキルの向上を目指し

て学習する。 

① 研修会への計画的参加によるノウハウ習得

宮崎県商工会連合会が主催する研修会は職種別、経験別、課題別等のテーマで体

系化されており、ほぼ全職員が重複することもなく参加できるので、計画的に参加

する。また、担当業務以外の学習をして支援の幅を広げることもできる。 

② 職員間の定期的ミーティングの開催

全職員会議を毎月 1 回開催し、経営発達支援計画に関する取り組み状況について

情報を共有し組織全体で取り組み体制を構築する。 

③ 支援データ等の共有化

支援データは復命、経営カルテ、その他事業者別のファイルを共有のフォルダに

保存しセキュリティを担保した上で他の職員も随時活用できるシステムにする。 

また、経営状況分析や事業計画策定については、ＢＩＺミルのシステムを活用す

ることで、全職員が共有化することができる。 



２１ 

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 

（１）現状と課題

① 現状

当会は、商工会アクションプランにて巡回回数や補助金申請数等の目標を設定

し、事業評価を行っているが、実績報告は理事会や総会時に報告するだけであり、木

城町役場や金融機関等の外部機関の意見や評価は受けていない。 

② 課題

木城町役場や金融機関等の外部機関を交えた評価委員会の設置及び評価及び見

直し結果を受けて改善を行い、ＰＤＣＡサイクルを円滑に回す仕組みを構築するこ

とが必要である。 

（２）事業内容

① 評価委員会の実施

木城町まちづくり推進課商工観光係長、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診

断士等）、高鍋信用金庫木城支店長等をメンバーとする「評価委員会」を年１回開催

し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

② 理事会への報告

本会は、評価委員会の評価・助言を受けて、計画の見直し方針を理事会に報告し承

認を得る。 

③ 評価・見直し結果の公表

評価委員会による評価及び見直し結果は、理事会にフィードバックした上で、事

業実施方針等に反映させるとともに、商工会ホームページに掲載して周知するとと

もに、商工会事務所に常備して閲覧に供する。 



２２ 

（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４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：佐藤 友哉 

  連絡先：木城町商工会 TEL ０９８３－３２－２０７０ 

  氏 名：有島 雄二 

  連絡先：宮崎県商工会連合会 TEL ０９８５－８６－６００４ 

氏 名：里見 憲一 

  連絡先：宮崎県商工会連合会 TEL ０９８５－８６－６００４ 

氏 名：阪元 洋介 

  連絡先：宮崎県商工会連合会 TEL ０９８５－８６－６００４ 

氏 名：長友 柚香里 

  連絡先：宮崎県商工会連合会 TEL ０９８５－８６－６００４ 

木城町商工会 

法定経営指導員 １名 

経営・情報支援員２名 

木城町 

まちづくり推進課 

課 長 １名 

課長補佐 １名 

係 長 １名 

宮崎県商工会連合会 

法定経営指導員 ４名 



２３ 

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を行う。 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先

①木城町商工会

住  所：〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城４０４０－１ 

組 織 名：木城町商工会  

電話番号：０９８３－３２－２０７０ 

FAX番号：０９８３－３２－２４６７ 

E-mail ：kijo@miya-shoko.or.jp

②木城町

住  所：〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城１２２７－１ 

組 織 名：木城町 まちづくり推進課 

電話番号：０９８３-３２-４７２７ 

FAX番号：０９８３-３２-３４４０ 

E-mail ：machi@town.kijo.lg.jp

mailto:kijo@miya-shoko.or.jp


２４ 

（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 ２,８５０ ２,８５０ ３,１００ ３,１００ ３,１００ 

地域の経済動向調査に 

関する事業費 

事業計画の策定支援に

関する事業費 

需要動向の調査に関す

る事業費 

新たな需要の開拓に寄

与する事業に関する事

業費 

地域経済活性化事業費 

４００ 

１５０ 

５００ 

１,５００ 

３００ 

４００ 

１５０ 

５００ 

１,５００ 

３００ 

４００ 

２００ 

５００ 

１,５００ 

５００ 

４００ 

２００ 

５００ 

１,５００ 

５００ 

４００ 

２００ 

５００ 

１,５００ 

５００ 

（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、各種手数料、国補助金、宮崎県補助金、木城町補助金等 

（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。 



２５ 

（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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