（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
1.西都市の概要
西都市は、昭和 28 年市町村合併促進法により、昭和 30 年～昭和 37 年の間に妻・穂北・三納・
都於郡・三財・東米良の 6 町村の合併により誕生した。当時としては、九州では北九州に次ぐ市
域をもつ広域市となった。
西都市は、宮崎県のほぼ中央に位置し、車で宮崎
市街地から約５０分のところにある。かつては、
古代日向の都として栄え、「古事記」「日本書紀」
に登場する伝承地が数多く残り、日本最大の 311
基の古墳が集まる国の特別史跡西都原（さいとば
る）古墳群や天正遣欧少年使節の正使としてロー
マ法王に謁見した伊東マンショが誕生した国の史
跡「都於郡（とのこおり）城跡」があるなど歴史
ロマンあふれるまちである。
西都原台地には、春は桜 2 千本、菜の花 30 万本
が、秋はコスモス約 300 万本が咲き誇り、年間約
100 万人の観光客が訪れる県内でも有数の観光地
である。
また、野球やサッカーをはじめとした多くのプ
ロ、アマチュアチームのスポーツキャンプ地とな
っている。
温暖な気候と豊かな大地から生み出される農作物
（ピーマン、スイートコーン、ニラ、完熟マンゴー）などが全国でも高く評価されている。その
ほか、東米良のゆずを原料とする加工品や良質な水と甘藷を原料とした焼酎もお土産品として人
気がある。
このような特性から、西都市は、平成 23 年 3 月に第
4 次西都市総合計画を策定し、「元気な日本のふるさと
“西都”」を目標に揚げ、
「食」を通して、雇用の創出
や地域の活性化を図り、
「“食”創生都市」の確立を目
指している。

２.西都商工会議所管内の現状と課題
（1）人口の推移
西都商工会議所管内は、中心市街地を含む妻・穂北
・三納・都於郡・東米良の 5 地区からなる。妻地区が
商業、サービス業の中心で他地域では西都市の基幹産
西都原古墳群
業である農業が盛んである。
西都市の人口は、昭和 35 年の 50,948 人をピークに、その後減少を続け、平成 28 年 4 月 30,259
人とピーク時より約 40％の減少となっている。管内人口の推移をみると、全体の人口と同じく
減少傾向となっている。また、市人口に占める高齢者の割合は、平成 28 年には、約 32％になり、
高齢化も進行している。

１

人口の推移
年 月
平成 23 年 4 月
平成 24 年 4 月
平成 25 年 4 月
平成 26 年 4 月
平成 27 年 4 月
平成 28 年 4 月

管内人口
28,368
28,123
27,830
27,409
26,643
26,643

65 歳以上人口
8,268
8,369
8,580
8,766
8,885
9,041

高齢化率
29.15%
29.76%
30.83%
31.98%
31.81%
33.93%

（単位:人）
西都市全体人口
32,402
32,053
31,697
31,168
30,659
30,259

(2)観光客、スポーツキャンプによる入込数と現状
先にも述べたように西都市は、特別史跡西都原古墳群を中心とした観光資源による観光客の集
客とスポーツキャンプの誘致により、野球やサッカーなど多くのプロ、アマチュアチームが訪れ
ている。
西都市の様々な観光資源を活用するため、第４次西都市総合計画前期基本計画において観光産
業の振興として、観光交流増加を目的にグリーンツーリズム事業などを実施している。これらの
取り組みにより、西都市を訪れる観光客は微増傾向にある。スポーツキャンプ等の経済効果は、
一定の効果はあると思われる。
しかし、下記のスポーツキャンプ・イベント誘致による経済効果試算では、一人あたり消費額
が約 761 円(平成 25 年附帯消費推計総額 17 百万÷23 千人)にとどまり、観光客での推計では、
かなり低いものになっている。
このように、西都市には多くの観光客が訪れているが、西都の豊富な地域資源を活かした土産
品等の商品開発や飲食サービスの提供、ＰＲなどの取り組みが不十分で、地域の特色を活かした
西都ブランドが構築できていない。また、各機関、小規模事業者同士の連携も少なく、相乗効果
が見込める取り組みができていないと考えられる。
観光入込
年
平成 22 年
平成 23 年
平成 24 年
平成 25 年
平成 26 年

西都市全体
1,133,132
1,133,132
1,230,602
1,190,323
1,249,604

西都原古墳群
934,278
944,865
979,138
951,893
1,022,803

スポーツキャンプ・イベント誘致による経済効果試算
平成 22 年
平成 23 年
延べ参加者数(人)
22,951
22,376
延べ宿泊者数(人)
10,368
10,363
宿泊費推計(円)
90,232,500
88,735,000
附帯消費推計(円)
18,370,500
15,941,000
市内消費推計総額(円)
108,603,000
104,676,000

宿泊者数
23,720
27,232
28,930
27,883
27,308

平成 24 年
24,102
10,764
90,883,000
17,179,500
108,062,500

(単位：人)
農家民泊
214
300
415
415
493

平成 25 年
23,014
11,444
98,483,000
17,519,000
116,002,000

(3)商工業者の現状と課題
(商工業の現状)
当所における事業所の現状は、平成 24 年に 1,346 事業所、従業者数 9,177 人であり、平成 18
年比約 7.7%減少、従業者数約 5.2％減少している。
２

業種別事業所数で、特に事業者の減少割合が著しいのは、建設業、卸・小売業、宿泊・飲食サ
ービス業である。
建設業、卸・小売業、宿泊・飲食サービス業の減少の原因
【建設業】
〇隣接する新富町に航空自衛隊新田原基地があり、それに伴う防音工事の国からの発注がある
が、工事高が減少傾向にある。
〇土木工事等の公共工事が減少している。
【卸・小売業】
〇東九州道の開通による都市間、商業集積の競争が激化し、買回り品を中心に購買力の流出が
著しい。
〇郊外に大型店、コンビニエンスストアが進出している。
〇宮崎市が西都市から車で約 50 分の位置にあることから宮崎市大型店の商圏となっている。
【宿泊・飲食サービス業】
〇公共工事の減少による業者の長期滞在が少なくなった。
〇郊外に大手外食チエーン店が進出している。
〇接待による飲食の減少
以上から、商店街を含む中心市街地事業者や過疎地の小企業者が、①環境変化に対応できない。
②従前の受け身の経営スタイルから脱却できていない。③店舗へ誘引する取り組み、スキル、ノ
ウハウが確立されていない。④販売機会、受注機会を逃し経営革新を行っていない。そのために、
廃業に繋がっているのではないかと推測される。
18 年事業所統計調査、24 年経済センサス活動調査
区
分
平成 24 年
平成 18 年
事業所 従業者 事業所 従業者
西都市全体総数
1,458
10,302
1,582
10,448
西都商工会議所管内総数
1,353
9,467
1,458
9,916
農林漁業
33
565
20
251
鉱業、採石業、砂利採取業
0
0
1
7
建設業
163
784
184
1,037
製造業
74
1576
64
1,072
電気・ガス・熱供給・水道業
2
21
4
43
情報業
2
4
4
7
運輸業・郵便業
24
290
19
329
卸売業・小売業
361
1,934
400
2,000
金融業・保険業
16
202
15
167
不動産業
28
82
15
39
宿泊業・飲食サービス
191
784
241
721
教育、学習支援業
40
159
66
601
医療、福祉業
97
1,701
90
1,531
複合サービス事業
21
207
18
391
サービス業(他に分類されないもの)
301
1,158
317
1,306

３

増 減
事業所
従業者
△124
△146
△105
△449
13
314
△1
△7
△21
△253
10
504
△2
△22
△2
△3
5
△39
△39
△66
1
35
13
43
△50
63
△26
△442
7
170
3
△184
△16
△148

(商工業の課題)
高齢化の進行など上記の現状を見据えながら、地域に密着したサービスの展開をはじめ、西
都市の地域特性に即した事業活動の展開を促進していく必要から下記のような課題が考えられ
る。
①地元商店ならではの販売や地域に密着した商品・サービスの提供、イベントの実施を行い、
厳しい経営環境を踏まえて、経営の安定化を促す必要がある。
②経営革新や後継者の育成、技術力の向上、製品の高付加価値化などを促進して経営の安定化
を図る必要がある。
③関係機関との連携のもと、創業促進のための取り組みを行い、相談・支援体制の強化を図り、
新規参入者やＵターン者の起業を促進する必要がある。
④特別史跡西都原古墳群に訪れる年間 100 万人の観光客を市街地へと交流を促す工夫が必要
である。また、豊富な地域資源を活かした土産品等の商品開発や飲食サービスの提供を行い、
そのためのＰＲ活動などの取り組みと、地域の特色を活かした西都ブランドを構築する必要が
ある。

3.小規模事業者の現状と課題
(1)小規模事業者の現状
西都商工会議所管内の小規模事業者数は、年々減少傾向にある。平成 22 年に比べ 4.35%減少
し、26 年には、1077 社となっている。減少幅の大きい業種は、卸売・小売業、サービス業であ
る。
原因は、大型量販店の出店、コンビニエンスストアの増加など事業環境変化に対応できていな
いために減少していると思われる。
西都商工会議所管内小規模事業者数及び会員数
年 度
平成 22 年
平成 23 年
小規模事業者数
1126
1136
会員数
836
813

平成 24 年
1104
778

平成 25 年 平成 26 年
1107
1077
792
796

業種別小規模事業所数
農 林 鉱
建 設 製 造 卸・小売 金 融 不 動 産 運 輸 通 電気・ガ サ ー 合計
業種
22 年度
25 年度
増減

水 産
業

業

業

業

業

保 険
業

業

信業

ス・水道
業

ビ ス
業

15
32
17

1
1
－

178
221
43

47
87
40

485
455
△30

5
4
1

15
17
2

18
19
1

4
1
△3

358
270
△88

1,126
1,107
△19

(2)小規模事業者が抱える課題
①小売業、サービス業の集積する商店街の経営環境は、人口の減少や高齢化の進行、宮崎市等
周辺自治体への大型量販店の進出、買い物のレジャー化などにより、消費購買力の市外流出な
ど多大な影響を受けている。
②客層が固定化されているため、新たな顧客の獲得が求められており、販路開拓が必要である。
③建設業では、公共工事の大幅な削減、高齢化などにより、ここ数年、廃業が増えている。
④地域外の消費者等に対し、西都の特徴を活かした商品、飲食サービスの提供を行い、そのＰ
Ｒが必要である。
⑤事業主の高齢化、後継者不足による事業継続、事業承継の対策が必要である。
４

4.支援現場からみた小規模事業者の現状
平成 26 年度、27 年度の小規模事業者持続化補助金申請支援は、事業計画作成支援そのもので
あり、そこから見えてきた小規模事業者の課題は、以下のとおりである。
〇計数把握の機会がなく、考えること、調べることの習慣が少ない。
〇日常業務に追われて時間がなく、目先の仕事・利益優先となっている。
〇どんぶり勘定で管理しているため、経営に貢献している商品がわからない。
〇外部環境の変化などの情報収集ができる体制ができておらず、将来の事業についての中、長
期的な視点がない。
〇事業計画を策定することの重要性・有効性を認識していない。
〇事業者当人の強み、弱みがわかっていないため、何をセールスポイントにしてよいか判断で
きていない。

5.小規模事業者支援の課題
西都市の現状及び小規模事業者の現状を踏まえて下記のような課題がある。
(1）個社支援に関する課題
①金融、税務、労務、記帳などの直面する問題に対してのその場かぎりの支援になりがちで、
経営状況の分析から事業計画策定まで至ってないことが多い。一歩踏み込んだ提案型の支援を
行うために、事業計画にもとづく経営に変更を促し、小規模事業者の実態把握ができる仕組み
作りが必要である。
②小規模事業者自らが問題意識をもって、事業に取り組んでいるが、克服できない問題により、
事業計画を立てても途中で断念しているケースが多い。そのため、持続的に経営できるように
支援することが必要である。特に創業者に対しては、事業開始前から開業後数年間の事業遂行
を細かく支援する必要がある。
③商談会・展示会等の案内によって、小規模事業者が参加するものの、売上増加や利益確保に
直結することが少なかった。また、小規模事業者の商品や技術について、職員が個別に情報を
得ているが、情報共有ができておらず、組織だった需要開拓のためのサポートが不十分である。
これを踏まえ、組織での情報共有により需要開拓をサポートする態勢とツールが必要である。
（2）各種データの調査整備と活用に関する課題
地域経済動向調査などが少なすぎることと経営支援に十分に活用されていないのが現状で
組織として情報を共有して支援に活かせるものにしていくことが課題である。平成 17 年以降
消費者需要動向調査は未実施であり、日経テレコンＰＯＳ情報の活用支援も行っていないこと
から、需要動向の把握が必要である。
（3）相互連携と内部体制の課題
商工会議所、他の支援機関、専門家との連携が少なく、相互の支援ノウハウ等の情報交換の
場が少ないことや商工会議所組織全体のレベルアップのため、経営指導員のみならず、その他
の職員を含めた支援能力の向上と支援ノウハウを共有する仕組みと体制の構築が課題である。

６.経営発達支援計画の目標
(1)小規模事業者の中長期的な振興のあり方
西都商工会議所は、これまでも金融、税務等を中心とする経営改善普及事業に取り組んでき
た。地域経済発展のためには、小規模事業者の振興は、不可欠でありこれまでの経営改善普及
事業に加え、事業計画の策定や需要開拓まで踏み込んだ小規模事業者の売上や利益、雇用の拡
大等の経営基盤の強化を目指した支援を行うことによって小規模事業者の振興を図っていく。
５

小規模事業者は、持続的発展に向け懸命な努力を続けているものの、経営環境の変化に対応
できていない厳しい現状がある。中長期的に持続的発展を目指す小規模事業者を発掘し、継続
的に支援を行うことで、地域内の経営力や競争力を高めていく。具体的に経営分析や事業計画
の策定を定期的に実施し、策定した事業計画に基づき、経営革新、販路開拓などに取り組む積
極的な経営姿勢をもった小規模事業者を増加させていく。
(2)経営発達支援計画期間の目標
西都商工会議所は、地域及び小規模事業者の課題を踏まえ、地域経済の発展を目指すため以
下のとおり経営発達支援計画期間の目標を設定する。
基本方針
① 小規模事業者の経営力向上及び販路開拓のための支援
② 創業・経営革新の促進
③ 地域資源を活かした事業活動の促進
④ 後継者の育成、事業承継のための支援
⑤ 効果的な支援体制の構築
①小規模事業者の経営力向上と販路拡大のための支援
〇巡回・窓口相談及びセミナー等により、小規模事業者の実態の把握、ニーズの収集に努め伴
走型の経営支援に活かし、小規模事業者の売上増加、利益増加ができるよう支援する。
〇経営計画策定への意識啓発を図り、計画策定支援を実施し各支援機関と連携し、伴走型かつ
提案型の指導助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。
〇事業計画策定後も引き続き支援を行い、専門的な課題等が発生した場合には、専門家ととも
にフォローアップしていく。
〇地域の経済動向と需要動向に関する情報を積極的に収集し、その情報を専門家とともに分析
する。そして、収集した情報を活用し、具体的な支援ができるように充実していき、各関係機
関と連携した各種商談会などを通じて販路開拓を支援する。
②創業・経営革新の促進
〇創業者にあたっては、事業計画作成、金融支援にとどまらず、専門家と連携し、販売促進・
労務関係などの指導を伴走型で行うとともに事業計画の遂行状況を逐次把握しフォローアッ
プしていく。
〇経営革新については、新商品・新役務の提供に該当する事業の掘り起しを行い、経営革新計
画策定を積極的に支援し、事業の遂行状況の逐次把握しフォローアップしていく。
③地域資源を活かした事業活動の促進
西都原古墳群やその他の観光資源を活用した地域経済の活性化に努めるとともに、農産物等
地域資源を活用した特産品開発など、関係機関と連携し西都ブランドの構築を目指す。
④後継者育成、事業承継のための支援
〇事業承継に関する調査を行い、現状分析をするとともに、専門家、宮崎県事業引継ぎ支援セ
ンターと連携し事業承継計画を策定、実行支援を行う。
〇後継者のある事業所は後継者育成支援を行い、小規模事業者が持続可能できるように努め
る。
⑤効果的な支援体制の構築
６

〇伴走型支援を構築するために、課題の分析・整理（ＳＷＯＴ分析、財務分析等）→対策の提
案・事業計画策定の支援→計画実行支援→検証と、切れ目なく対応する体制の構築に取り組む。
〇商工会議所、他の支援機関、専門家と連携し、相互の支援ノウハウを情報交換する仕組みの
構築を目指す。
〇事業を実施における評価及び見直しを行うために、ＰＤＣＡサイクルを構築する。

７

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２９年４月１日～平成３４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】
小規模事業者への経済動向の提供は、全国的な経済動向等の資料提供に留まり、有効活用
されていないことが課題となっている。
経済動向を把握することで、経営者からヒアリングした生の声を経営発達支援事業の施策
に反映させ、調査結果から小規模事業者の経営課題を明確化し、経営力強化を図りながら持
続的発展を促進する。
（事業内容）
(1)地域内の景況調査による経済動向の情報収集と分析提供【指針③】
①目
的
経営支援の基礎資料とするため地域の景気動向を調査・分析する。
②現
状
(一社)宮崎県商工会議所連合会が県内会議所地区の景況調査を取りまとめている。当商工
会議所では、現在 2 企業の調査を実施しているが管内の景況を把握するには調査数が少ない
ため調査数を増やす。
③調査方法
管内小規模事業者の中から、飲食サービス、卸小売、食品加工の中から２５社から３０社
を抽出し、経営指導員により四半期ごとに調査を実施する。調査用紙に企業が直接記入、ま
たは、経営指導員がヒアリングによって記入する。
④調査項目
〇前年同期、前期と比較した売上(受注)、採算(経常利益)、資金繰り、材料商品仕入価格、
雇用(労働力)、についての「増加」
・「不変」・「減少」の状況
〇来期見通しの状況
〇前期比・前年同期比・来期の設備投資計画
〇直面している経営上の問題点
〇自社が感じる業界内の状況
⑤調査結果の活用方法
小規模事業者等への巡回指導時の説明資料に活用。調査結果は、当所会報、当所ホームペ
ージ等により、情報提供していく。
(2)中心市街地通行量調査の実施【指針③】
①目
的
毎年実施している通行量調査を継続し、分析することで中心市街地の商業者や今後、中心
市街地の空き店舗に出店を検討している小規模事業者、創業者に対する参考データとして提
供する。
②項
目
通行量を把握するための項目 (歩行者数、自動車、自転車)
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③調査方法
年 1 回 8 月上旬に実施する。
④調査結果の活用方法
通行量を集計分析し、中心市街地に出店する創業者等に提供する。中心市街地商店街へ提
供し今後の商店街活性化に活用する。調査結果は、会報、ホームページ等により、情報提供
していく。
(3)経済課題特別調査(新規)【指針③】
①目
的
消費税率の引き上げ、円高・円安などの経営環境が大きく変化する場合において特別調査
を実施し、小規模事業者の課題の抽出を行うことを目的に実施する。
②調査項目
消費税引き上げに伴う影響調査、経営者意識調査等小規模事業者の課題に応じた調査を行
う。
○消費引上げに伴う影響調査
・売上への影響
・価格変動 ・価格転嫁など
○経営者意識調査
・業況(売上、収益状況) ・人材不足の実態 ・原油、原材料高
・資金繰り ・後継者など
③調査結果の活用方法
小規模事業者等へ巡回を行う時の説明資料、支援等に活用する。また、西都市等へ小規模
事業者支援施策立案に活用していただく。調査結果は、会報、ホームページ等により、情報
提供を行う。
(4)各種調査資料利用【指針③】
①調査項目
宮崎県中小企業月次景況調査、みやぎん経済研究所企業動向調査、各種新聞・インターネ
ット等から業界の景況や動向、また市場ニーズ等を調査し、取りまとめる。
調査名簿
中小企業月次調査(宮崎県)景況調査
みやぎん経済研究所企業動向調査
宮崎県主要指標

調査項目
業況判断・個人消費・雇用情勢・物価等

②調査結果の活用方法
調査結果は、小規模事業者へ情報提供し、経営分析や事業計画策定を行う際に利用する。ま
た、会報、ホームページ等により、情報提供を行う。
項 目
景況調査企業数(社)
通行量調査(回)
経営課題特別調査(回)
消費税引上影響調査(回)

現状
2
1
未実施
未実施

29 年
25
1
2
0

９

30 年
25
1
2
0

31 年
25
1
2
1

32 年
30
1
2
1

33 年
30
1
2
1

２.経営状況の分析に関すること【指針①】
小規模事業者の持続的発展のため、資金繰りや補助金獲得を目指した小規模事業者を掘り起
し、その中から経営分析を行い、小規模事業者の抱える課題の解決に向けた伴走支援をする。
(事業内容)
①目 標
小規模事業者が抱える経営課題を抽出、その課題を解決するための支援を行い持続的発展
につなげていく。また、小規模事業者の保有する経営資源や財務内容を分析することで、効
果的な事業計画策定につなげていく。
②項 目
〇財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャシュフロー計算書）をもとにした、安全性分析、
収益性分析、生産性分析、成長性分析、ＣＶＰ分析を行う。
〇定性的なことについては、ＳＷＯＴ分析を行い、自社の「強み、弱み、機会、脅威」を整
理する。
③手 段
〇巡回訪問、窓口相談により経営状況を把握し、経営分析対象事業者掘り起しを行い、経営
分析を行う。
〇「財務診断」「資金繰り計画策定」等の小規模事業者の経営力向上に資するセミナーを開催
する。また、セミナー参加者の中から５件以上の経営分析を行い経営状況の実態を把握する。
④活用方法
○「経営改善計画」「資金繰り計画」等の作成に活用し、財務体質改善を図る。
〇分析結果から専門知識が求められる事項には、宮崎県地域力連携推進本部等の専門家派遣
制度、ミラサポ等を活用し、課題解決に向けた支援を行う。
〇得られた情報は、経営指導員等で共有し、経営指導・助言のスキルアップに繋げるととも
に、事業計画策定支援の基礎資料として活用する。
〇分析結果を分析対象者と共有し、実現可能な事業計画策定に繋げる。また、伴走型支援に
より継続してモニタリング・分析を行い事業計画の進捗、計画の見直しに活用する。
項
目
経営分析対象事業者の掘り起
しによる巡回件数(回)
テーマ別セミナーの開催(回)

現状
150

29 年
200

30 年
200

31 年
240

32 年
240

33 年
240

1

2

2

2

2

2

セミナー参加事業所数(社)

20

20

23

28

32

35

経営状況の分析(社)
（財務／SWOT 分析）

50

50

50

60

60

60

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】
（現状と課題）
これまで小規模事業者は、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等各種補助金、日
本政策金融公庫等の中小企業経営力強化資金、創業資金などの金融支援で必要な際に事業計画
策定の機会があり、外部資金を獲得するための手段としての計画づくりを行っていた。事業運
営の根幹として活用が不十分であった。
支援体制については、経営改善普及事業である小規模事業者の年末調整や確定申告等の税務
相談、マル経資金融資等の金融相談に応じてきたが、その相談対応のみで終わることが多くあ
１０

った。
もともと自分の構想を紙に書くことが苦手な小規模事業者が多く、計画策定にあたっては、
支援者に任せたきりであり、主体的に策定してないため小規模事業者の意志が反映されていな
いことが多かった。今後は、事業計画の必要性、有効性の説明を強化し、事業者が認識するこ
とで経営力向上につながるように改善していく必要がある。
（目

標）
小規模事業者の経営課題を解決するために事業計画策定の必要性、有効性の説明を強化し、
事業計画策定の意識啓発を図る。また、地域経済動向調査、経営状況分析の結果を十分に把
握した上で、需要動向調査を活用し、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、西都市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。

(事業内容)
(1)事業計画策定支援【指針②】
①事業計画策定事業者の掘り起し及び計画策定支援実施【指針②】
巡回訪問、各種セミナーの参加事業者からピックアップし経営状況の分析を行った小規模
事業者に対して、事業計画策定の必要性、有効性を普及・啓蒙していく。
また、事業計画作成セミナー、個別相談会を開催し、セミナー・個別相談会に参加した小
規模事業者やマル経融資を申し込んだ事業者、記帳指導先等から事業計画策定を目指す支援
対象小規模事業者の掘り起しを行う。また、金融機関、税理士等との情報交換から事業計画
策定を目指す支援対象者を抽出する。
経営状況分析結果をもとに、日本政策金融公庫の小企業の経営指標等を参考に経営の安定
性、収益性、効率性を確認し、事業計画策定の支援を行う。事業計画策定においては、宮崎
県地域力連携推進本部等、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支援し
ていく。
②事業計画策定セミナー、個別相談会の開催【指針②】
事業計画策定セミナー、個別相談会を開催し小規模事業者に事業計画の必要性、重要性の
理解を促進し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。また、セミナー参加
者、個別相談に参加した事業所に対して、計画策定支援の伴走型の支援をする。
(2)創業・事業承継支援及び経営革新計画策定支援【指針②】
①創業支援
西都市と連携し市の創業支援事業計画にもとづき、創業塾を開催し創業者へ創業計画の策
定支援をする。創業計画の策定支援を行うことで 地域内の創業を促す。また、地域金融機
関及び各専門家、他の支援機関と連携し潜在的な創業者の発掘及び創業計画策定支援に取り
組む。
②事業承継計画策定支援【指針②】
当地域においても事業者の高齢化などにより、後継者問題及び事業承継問題は、現在進行
形の課題である。よって後継者不足等による廃業に歯止めをかけるために事業継続を目的と
した、家内後継者や事業所内従業員等への事業承継計画策定支援を行う。また、事業承継が
難しい事業所には、経営課題調査等で抽出した調査によって、創業者と親族以外の事業承継
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を考えている小規模事業者とのマッチングを宮崎県事業引き継ぎ支援センター及び専門家な
どと連携し事業承継セミナー、事業承継計画、実行支援を行う。
③経営革新計画策定支援
新商品・役務の開発等新たな取り組みについては、県の経営革新計画認定が取得できるよ
う更なる成果を得ることを目的とした事業企画にポイントをおいた計画づくりを支援する。高
度なものについては、専門家、各支援機関と連携しながら支援していく。
（支援対象）
○自主的に計画づくりを希望される事業者
○経営状況の分析を行った事業所
○創業及び第二創業を考えている方
○事業承継を計画している事業所
○経営革申請や補助金申請などに該当する事業所
項
目
事業計画作成セミナー・個別相談(回)
セミナー受講者数(1 開催毎)(人)
事業計画策定支援事業所数(社)
事業計画策定事業所数(社)
創業塾(回)
創業支援件数
経営革新支援件数
事業承継セミナー(回)
事業承継計画支援事業所数

現状
1
15

29 年
2
30

35
26
1
8
0
0
0

35
30
1
8
2
1
1

30 年
3
35
40
32
1
8
2
1
2

31 年
3
35
40
33
1
8
3
1
2

32 年
4
40
45
38
1
8
3
1
3

33 年
4
40
50
40
1
8
3
1
4

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
(現状と課題)
当商工会議所の既存の取組では、小規模事業者の事業計画策定の機会となった補助金申請や
金融支援時に活用されて以降、実施状況や進捗状況について、定期的、客観的に管理すること
がなされていない状態であった。事業計画を策定することが、小規模事業者等と経営指導員等
の双方の目的となり、計画ができた時点で支援が終了していたため実施支援が不十分なケース
があった。今後は、事業所の持続的発展を支援することが事業計画策定の本来の目的であるこ
とをしっかり認識し、小規模事業者の状況に応じたフォローアップが必要である。
(目
標)
事業計画の策定支援を行った小規模事業者等に対して、①事業計画の実施状況の確認、②計
画と実績との差の確認、③計画と実績の差から事業計画の修正や売上アップ、収益確保に向け
た取り組み立案を行う。進捗状況の確認、問題点等を聞き取り必要があれば各支援機関と協力
しながら計画の見直し・再検討を行っていく。これによりＰＤＣＡサイクルを回す支援を意識
し実施していく。
(事業内容)
(1)事業計画の進捗状況の確認、計画の検証【指針②】
１２

○事業計画を策定した小規模事業者については、ＰＤＣＡにより管理し計画策定後は、３か
月に１回巡回を行い、進捗状況を確認する。経営計画の実行管理（経営計画の周知徹底と実
行）、計画の進捗状況管理（管理項目の明確化、タイミング）、計画と実績管理(かい離原因
の明確化、解決手段の検討)、計画の修正管理（解決するための行動計画）までの伴走型の
支援を行う。
○計画通りの成果が上がったか否かを検証し、計画通りであっても思うような成果（顧客獲
得、売上増加、コストダウンなど）が上がらなかった場合は、原因を抽出し修正を行い、継
続の是非を検討する。計画どおりの成果が出ていない、専門的な課題が上がった場合は、必
要に応じて連携する各支援機関と協力し、当初計画から下振れすることが予想される場合
は、速やかに専門家を活用しながら事業計画を見直し再検討する。
(2)創業者の創業計画策定後の実施支援【指針②】
創業計画策定後の指導については、3 か月に 1 回進捗状況の確認を行う。創業当初におい
ては、状況を鑑み、事業を進める上で困ったこと等を確認し、新商品開発・販路開拓など新
たな課題が出てきた場合は、連携する支援機関と協力してフォローアップしていく。
月次損益のチェックや資金繰り表の作成支援も行い、併せて金融機関との情報交換や連携
支援により、資金不足が生じないよう円滑な事業運営をサポートする。
(3)経営革新計画策定認定後の実施支援【指針②】
経営革新計画策定後は、3 か月に１回進捗状況を確認する。計画期間中に新たな課題が出
てきた場合は、連携する支援機関及び専門家を活用しフォローアップしていく。
経営革新で実施した新商品、新サービスの提供等について、顧客からの反応、評価を分析
し結果に応じて改善支援も行う。
(4)事業承継計画策定後の実施支援【指針②】
事業承継計画策定後の指導については、3 か月に 1 回進捗状況の確認を行う。計画期間中
に新たな課題が出てきた場合は、連携する支援機関及び専門家を活用しフォローアップして
いく
(5)小規模事業者経営発達支援融資制度の活用【指針②】
事業計画で、販路開拓のための積極的な広告宣伝活動、設備投資など経営発達に必要な資
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。
項
目
事業計画後フォロー回数(新規事業所)
1 企業×4 回

現状
104

29 年
120

30 年
128

31 年
132

32 年
152

33 年
160

創業計画策定後フォロー回数
1 企業×4 回

32

32

32

32

32

32

経営革新計画策定認定支援フォロー回数
1 企業×4 回
事業承継計画作成後フォロー回数
小規模事業者経営発達支援融資制度活用

0

8

8

12

12

12

0
0

4
1

8
3

8
3

12
3

16
3
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５.需要動向調査に関すること【指針③】
(現状と課題）
需要動向については、小規模事業者は、ほとんど把握をしておらず、市場の動向に応じた商
品開発ができていないケースや品揃えが不十分なケースも多い。また、経営指導員等が個別で
新聞、書籍やインターネット等から情報収集し、小規模事業者に提供し、経営上の課題等に活
用されていたかは明確でなかった。これまで市場ニーズを正確にとらえずに経営してきた小規
模事業者に対してマーケットインの考え方を浸透させていくことが課題である。
(目 標）
客観的な調査結果を活用した経営は、消費者ニーズを満たした商品を市場に導入することが
可能になることから、商工会議所において、管内小規模事業者の取り扱う商品の需要動向調査
を行い事業所に情報提供する。これらの情報を活用した経営を実践することによって、マーケ
ットインの考え方を普及させ小規模事業者の経営力向上を図る。
(事業内容）
小規模事業者の需要を的確に把握するために、新商品開発や新たなサービス提供を行おうと
する小規模事業者に対して、製造・販売する商品または提供する役務の需要動向調査を各支援
事業者に応じて行い、そのうえで、データ整理、分析を行いその結果をフィードバックする。
特に「飲食サービス」「食料品」「小売業」に対象者を絞り業種別のタイムリーな動向を収集分
析して「西都ブランド」の「柚子」「牛肉」「地鶏」「マンゴー」などや西都市の農産物を使用し
た加工品などの動向を収集分析して提供していく。
また、平成 27 年度から継続して開催している、消費者の購買意識を直接聴取できる「西都ま
ちゼミ」により各個店の消費者ニーズを把握する。
(1)需要動向調査を行う商品のピックアップ
地域の小規模事業者の中から需要動向調査を行う事業所商品及び商品の選定を行う。基本的
には小規模授業者の取り扱うすべての商品を需要動向調査の対象とするが、地域のブランド化
につながる商品を優先することとする。西都市の特産品を使った飲食サービス、加工品の商品
については実施する。なお、需要動向調査は、将来において希望する小規模事業者すべてが利
用できる支援メニューとしてできるようノウハウを蓄積していく。
(2)需要動向調査の実施内容
(情報収集の項目)
①市場動向(売上、シェアなど、市場規模、競合企業、今後の見通しなど)
②消費者のニーズ
③売れ筋情報、トレンド調査、ＰＯＳ分析でのＡＢＣランキング
④パッケージ、味、色彩、分量など
(調査、分析を行う手段、手法)
①業界動向、売れ筋動向調査
○小規模事業者の対象とする商品、サービスの市場規模、売上規模などを調査し、比較
分析やポジショニングマップによる分析を行う。
〇新商品の開発前の業界で話題となっている商品やサービスのトレンドを捉え、売れて
いる要因、強み、成功事例を収集し、小規模事業者自社商品との比較分析を行う。
(ツール)
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・日経テレコンによる市場動向、売れ筋情報、トレンド調査、ＰＯＳでのＡＢＣランキ
ングを調査、分析。
・日本経済新聞、日経ＭＪ，日経トレンディ等各種新聞、業界雑誌などによる新製品ラ
ンキング、トレンド情報などを調査分析
②アンケート、モニター調査分析
外部の調査会社や中小企業診断士等の専門家を活用し、新商品等、試作品等のアンケー
ト調査、分析を行う。試作品、新商品を来店客に提供し、味、価格、彩り、パッケージ、
サービス、などの満足度等のアンケート、モニター調査、分析支援を実施する。
③商圏分析
小規模事業者や創業者が販路開拓を想定している地域の人口、市場規模、消費特性をビ
ジュアルに訴えたマップや帳票等の調査結果を提供し、顧客ターゲットの明確化を行い、
小規模事業者や創業者の製造販売する商品または提供するサービスの絞り込みや品揃え
を検討する際に活用し、既存商品のブラッシュアップや新商品開発、新たなサービスの実
現化を促進させる。
(分析ツール)
・市場情報評価ナビ等商圏分析ツール：選択した地域の 500ｍ、1 ㎞、3 ㎞圏内の居住者
特性、産業特性、消費購買力、市場規模、成長度、富裕度など
④まちゼミ事業の実施に伴う調査
平成 27 年度から中心市街地で開催している「まちゼミ」
（※）で、直接一般消費者を対
象に店主が消費者の属性別の購買意識、消費トレンド、消費者動向などをアンケートで調
査し、その内容を小規模事業者に提供する。
※まちゼミとは、個店のスタッフが講師となり、プロならではの専門的な知識と情報、コ
ツを受講者(お客様)にお伝えする少人数制のゼミで地域の方々に、お店の存在や特長を知
っていただくとともに、お店のファン創りを勧め個店と商店街の活性化を行う事業であ
る。
○地域消費者のニーズを獲得するためにテーマの検討、選定を行う。
○受講者確保のための告知と募集
○満足度を高めるためのセミナー運営を行う。
○受講者から評価を受けることによる各個店の消費者ニーズの調査。
○セミナー終了後、参加店同士の情報交換による需要動向の集計を行う。
○需要動向の集計分析後、まちゼミ参加店へフィードバックする。
調査対象 近隣消費者
調査内容 購買動向 個店認知度 顧客満足度 顧客ニーズ
調査結果の提供先 小売業・サービス業を中心、まちゼミ参加店約 30 店舗
効
果 地域の小規模事業者が行う商品・サービスが地域の市場にマッチする。
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(西都まちゼミのチラシ)
(3)調査結果の活用
需要動向調査の結果は、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。なお、単に調査し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ち、小規模事業者の課題抽出や解決を伴走型で支援し
ていく。また、高度な専門的な課題に関しては、それぞれの専門家や他の支援機関と連携して
解決していく
項
目
業界動向、売れ筋動向調査の
事業所数(社)
新商品等アンケート、モニタ
ー調査支援事業所数(社)
商圏分析事業所数(社)
まちゼミ実施参加店舗の消
費者ニーズ調査等
参加店舗/受講者数

現 状
未実施

29 年
25

30 年
25

31 年
30

32 年
30

33 年
35

未実施

5

6

7

8

10

未実施
2
27/97

10
2
30/120

13
2
35/140

15
2
35/140

17
2
40/150

20
2
40/150

６.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
(現状と課題)
当商工会議所では、これまで、小規模事業者に対する販路開拓等の支援は、西都市地場産業
振興協議会と連携した物産展の開催、宮崎県商工会議所連合会等が開催する商談会、イベント
等に参加を促す案内のみに留まっている。参加する事業者も限られ、新たな需要の開拓にはな
かなかつながらない状況になっていた。また、小規模事業者には商談会や展示会への出展経験
はないものが多く、参加に二の足を踏む傾向があった。
イベント等へ出展した小規模事業者の多くは、いままでの出展イベント等の状況からみると
その日の売上確保が目的であったと思われる。その日の売上確保だけでなく、後につながるよ
うな顧客確保が必要であるがその状態に至っていなかった。
成約、新規顧客獲得につながる効果的な出展を実施するためには、情報提供の方法や出展後
の販路拡大につながる成果を意識したきめ細かい支援が必要である。
また、多くの小規模事業者は独自でＰＲを行った経験が少なく、各事業者が扱う商品の品揃
え、サービス等について消費者への周知ができていない。地域住民への広報活動が必要であり、
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消費者ニーズに合った商品やサービスの提供や販売促進のあり方も考える必要がある。
(目 標)
小規模事業者が、
「自社の商品・サービスの強み」「ターゲットは誰か」など現状分析をしっ
かり行い、新規顧客と既存顧客、潜在顧客に対するアプローチをどのように実施してきたかな
どの取り組み状況を勘案し、取組むべき事項を設定する必要がある。ターゲットが決まれば「何
を」「どのように」のアプローチ方法がわかってくる。
ただ単に商品を販売、紹介する場を提案するだけでなく、地域力連携推進本部等支援機関と
連携し専門家を活用し販路開拓を成功させるための「商品づくり」
「顧客づくり」「売り方づく
り」を同時進行で検討していく。
商品・サービスのＰＲについては、「自社の商品・サービス」を世間に広く知ってもらう活
動ができるようＰＲする場を提供していく。イベント出展の際には、小規模事業者に販売機会
であると同時に新規顧客開拓のための広報活動であることを認識してもらう。
※西都市地場産業協議会は、西都市内の地場産業相互の連携を強化し、情報の交流を図り地
域内地場産品の品質向上、新製品開発及び需要開拓を図り、地域内地場産業の振興に寄与す
る。
(事業内容)
(1)商談会・展示会開催情報の提供、商談会参加促進の支援【指針④】
〇商談会や物産展に参加して実際の売上や利益の増加を図るために、マーケティングの専門
家などに具体的な改善点や狙うべきターゲットの設定などについてアドバイスを行う。ま
た、取引の成約を目指し具体的な提案ができるよう準備をし、専門家の指導を仰ぎながら
商談交渉の方法、プレゼンテーションの方法やＰＲ資料の作成等を伴走型で支援する。
〇東京等大都市などで開催されている商談会や展示会情報を入手し、販路開拓先を探してい
る事業者に参加支援を行う。
〇大都市圏(東京、大阪など)のホテルのバイヤー等が参加する「宮崎うまいものアピール商
談会（宮崎県商工会議所連合会主催）」、西都市物産観光交流協議会が福岡市で開催する「西
都フェアー」への参加を促すことで、小規模事業者の販路開拓のための支援を行う。
〇日本政策金融公庫、地方銀行等が行っている商談会の情報を収集し、小規模事業者に参加
を促し、販路開拓の支援を行う。
(目

的)
新商品、新サービスのＰＲの場として小規模事業者の取り扱う製品・商品・サービスに
光を当て、小規模事業者の売上アップに繋げていく。域外の方に知ってもらうことで、新
規顧客獲得・売上ＵＰにつなげていく。
展示販売会・商談会に参加することで、バイヤー等との商談を通じて、小規模事業者の顧客
アップ」の目標達成に寄与する事業内容と位置づける。
また、展示即売会・展示販売における成約率を高めるために、事前に商品のセールスポイン
トの整理や有効な陳列方法、ＰＯＰ、交渉の方法等について具体的な支援を行う。
さらに、商談会・展示即売後に、バイヤー等の評価・指摘内容を収集して、小規模事業者に
対してフォローアップを行い、商品のブラッシュアップを進め、新たな販売機会につなげてい
く。
なお、事前支援、事後支援、交渉術の向上の支援として、専門家等を活用して支援すること
で成果を高める。
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(支援対象)
独自の新商品・新サービスを持ち、積極的に打って出ようと意気込みのある小規模事業者
(2)専門家派遣事業の活用【指針④】
(目 的)
小規模事業者が売上ＵＰ、販路拡大を図るために商談会、展示会等でのアプローチ方法、
「商品づくり」に関する知識アップと現場対応力の習得支援を行う。
事業目標である「商品づくり」を具体的に推進するために、日本商工会議所が推奨する、
「ＦＣＰ展示会・商談会シート」を参考に、商品特徴や賞味期限、食品表示に関する基礎
知識を習得してもらうための専門家派遣を行う。これにより、商談会参加の成約率を高め
ると共に、事業者への参加意識向上と事前準備の重要性を認識してもらう。
(支援方法)
「ミラサポ」や中小企業経営基盤強化事業での専門家派遣等を利用し、経営指導員と中小
企業診断士や販路開拓アドバイザー等の専門家と同行し課題を解決する。
(支援対象)
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、販路開拓に課題のある小規模事業者
(3)販路開拓セミナー・個別相談会の開催【指針④】
(目 的)
ユーザー目線に立った市場で売れる商品開発、利益のとれる価格設定、マーケティング
についての研修会を開催し小規模事業者の販路開拓を支援する。
ここでは「売り場づくり」を支援するために、展示会出展にあたり「ブースの魅せ方講
座」を中心にセミナーを開催する。商談会の参加経験の少ない小規模事業者向けに、商談
会を効果的に進めるためのきめ細やかなセミナーを開催する。
具体的には、「目を惹くＰＯＰ」や「キャッチコピーの作り方」「陳列方法」「初心者でも
できるブースの作り方」についての知識を習得できるプログラムとする。
また、商談成約に向けたポイント（準備／当日／アフターフォロー）と、商談戦術（ブ
ースに足を止めてもらうための交渉術）など、商談会に臨むにあたっての必要事項が習得
できる具体的な内容のセミナーを実施する。
(支援対象)
販路開拓に課題がある小規模事業者、事業計画策定を行う意気込みのある小規模事業者
(支援方法)
みやざきフードビジネス相談センター（公益財団法人宮崎県産業振興機構）と連携する。
また、中小企業診断士、販路開拓アドバイザー等の専門家によるセミナー、個別相談を開
催する。
(4)まちゼミ事業の実施【指針④】
市街地の各商店が講師となり、各店舗の専門知識や特性、ネットワークを活かして少人数
のゼミナールを無料（あるいは材料費実費）で開催することで、各商店の存在や特徴を知っ
ていただくとともに、各商店とお客様との交流を通し、商店街ならびに各商店のファンづく
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りを推進する。新規顧客獲得との関係性をつくり販路拡大に結び付ける。
上記 6.需要動向調査であげた「まちゼミ」での調査項目を参考にし、顧客ニーズをみたす
「品揃え」
「店づくり」等を支援していく。必要に応じて専門家派遣を行う。
(5)マスコミ等の活用【指針④】
新たな商品・サービスについて地元宮崎日日新聞、各テレビ局などのプレスリリース、商工
会議所会報を積極的に活用し認知度の向上を図る。
自社・自店の商品、サービスをＰＲしまずは、知ってもらうことで新規顧客へアプローチを
し、自社・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。
(6)ビジネスマッチング支援情報の提供【指針④】
日本政策金融公庫国民事業のインターネットビジネスマッチング、高鍋信用金庫の企業紹介
ガイドブック、宮崎銀行のビジネスマッチングの情報提供
(目 的)
小規模事業者の新商品、新サービス等のマッチング、販路開拓のための情報提供を行う。
当所のホームページ等を通じて地域の小規模事業者に対し、幅広く開催に関する情報提供を
行うことで、新たな販路開拓の機会につなげていく。
また、事業者に対し、販路開拓に成功した事例をホームページ等を通じて紹介していくこ
とにより販売知識等の視野を広め、新たな販路へ向けて取り組む意欲をもってもらう。
(支援対象)
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、販路開拓に課題のある小規模事業者
支援内容
商談会等情報提供数(社)
商談会における商談成立件数
販路開拓等セミナー(回)
販売促進等専門家派遣件数(社)
まちゼミ開催(回)

現状
3
未実地
未実施
8
2

29 年度
5
2
1
10
2

30 年度
6
2
1
10
2

31 年度
7
3
1
13
2

3 年度
7
4
1
14
2

32 年度
8
5
1
15
2

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
西都市が策定した「まちづくりビジョン」をもとに西都市、中心市街地の商店街と連携し今
後の中心市街地活性化に向けた協議および効果的な事業実施を行う。
また、西都まつり振興会、西都市観光協会、西都市地場産業振興協議会、青年部組織と連携
を図りながら中心市街地でのイベント、物産展等を開催し地域活性化を図る。
(1)中心市街地活性化に伴う協議
まちづくりに関する協議、研修を行い今後の中心市街地活性化に向けた方向性を検討する。
27 年に作成した「10 年後の商店街の未来図」をもとに検証、実行していく。
（検討会のメンバー）
・西都市商工観光課職員
・西都商工会議所役職員
・宮崎銀行、宮崎太陽銀行行員
・妻駅西地区商店街振興組合、平助通り商店会、えびす通り商店会
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西都市の中心商店街に出店しようとする創業者等に「西都市商店街空店舗活用推進補助金」
を紹介し、中心市街地活性化を図る。
(選考委員会のメンバー)
・西都市副市長 西都市商工観光課長 総務課長 総合政策課課長
・西都市地域婦人連絡協議会会長
・西都商工会議所中小企業相談所長
(2)にぎわい創出事業の実施
西都まつり振興会と連携し、毎年、中心市街地で開催される「西都夏まつり」西都原古墳
群で開催される「西都花まつり」に対する支援を行い、西都市の交流人口の増加に努める。
（西都夏まつり振興会 西都花まつり実行委員会
事務局 西都商工会議所）
現在、「食」を題材としたイベントを開催しているが、引き続き事業を行いご当地グルメの
開発、物産展の開催、商店街への交流人口の増加を図る。
(連携先 桜町商店会 妻駅西地区商店街振興組合)
(3)地域商品券の発行事業
①西都市プレミアム商品券実行委員会（西都市、各商店会代表、西都市三財商工会、西都
商工会議所）を組織し地域内の経済の循環を図り消費喚起を実施する。
②現在行っている「西都商工会議所ギフト券」発行事業の参加店の増加を図り、地域内の
経済の循環を図る。西都市が行っている「西都市住宅等新築リフォーム支援事業助成金」
と連携し、
「西都商工会議所ギフト券」の発行数増加を図り消費の喚起を促す。
(4)歳末大売り出し事業
年末大売り出しを開催し、地元消費の喚起を促し、小規模事業者の販売促進を支援する。
歳末大売り出し実行委員会（妻駅西地区商店街振興組合 協同組合西都ショッピングセン
ター えびす通り商店会 平助通り商店会 本町商店会 桜川商店会 桜町商店会 事務局
西都商工会議所）

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
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
当商工会議所は、現状として、地域力連携推進本部や県内商工会議所、日本政策金融公庫
等と小規模事業者の経営支援に関するノウハウ、支援事例について情報交換を行っている。
小規模事業者の収益拡大を図るには、それぞれの機関が有する強みを活かした経営支援を
行い、小規模事業者が抱える資金繰り、販売促進、販路開拓等の様々な経営課題、問題に迅
速に対応することや、収益が低迷している小規模事業者に対し、連携支援による経営の抜本
的な改善にも取り組んでいく必要がある。
このために、さまざまな支援機関とより緊密な連携を取り、困難な経営支援にも積極的な
取り組みを行い経営支援に関するノウハウを蓄積し組織基盤の強化を図る。
(1)宮崎県内の商工会議所等との情報交換、共有
(目 的)
県内各地の小規模事業者への支援実施の状況、新たな需要につながった施策、事例紹介支
援の取り組みなど他の地域での支援事例を当地域に展開し、支援能力の向上を図る。
①宮崎県下商工会議所中小企業相談所長会議
宮崎県内の商工会議所（宮崎、都城、延岡、日向、小林、高鍋、日南、串間、西都）の中
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小企業相談所長及び経営指導員と情報交換。(年 3 回 宮崎県内各地開催)
②宮崎県商工会議所連合会主催の地域力連携推進本部会議による経営支援に関する情報交換
(年 4 回程度)
(2)行政機関等の各種施策、ノウハウ、事例集の利活用、情報交換
(目 的)
国、県、市から施策情報、各種助成金制度紹介、説明を受け小規模事業者に対してどのよ
うな施策、補助金等が有効活用できるか情報交換を行う。
①日本商工会議所が行うブロック別中小企業相談所長会議、イントラネットなどから国の施
策の情報、支援事例ノウハウを習得。(適宜)
②宮崎県庁・西都市役所からの施策情報、各種補助金制度の紹介、説明を受け、施策、助成
金制度の有効な利活用のための情報交換。(適宜)
(3)日本政策金融公庫国民生活事業との勉強会
(目 的)
マル経資金制度、小規模事業者経営発達支援融資制度を利用した小規模事業者の経営改善
事例や日本政策金融公庫が保有する先進的な小規模事業者の販路開拓事例について情報交換
を行う。
①マル経審査委員及び経営指導員等と日本政策金融公庫国民生活事業と情報交換（年 1 回）
(4)南九州税理士会高鍋支部との意見交換会
(目 的)
税理士の関与先の小規模事業者の収益拡大が図れている事例、税制改正の情報、節税対策
について習得する。
①南九州税理士会高鍋支部会議の情報交換。(年 1 回)
②派遣税理士との勉強会(適宜)
(5)株式会社宮崎銀行主催「みやぎんアグリ未来塾」情報交換
(目 的)
西都市は「食創生都市」を標榜していることから、株式会社宮崎銀行が事務局を務める農
商工連携の取り組みを行う「みやぎんアグリ未来塾」に参加し参加者との情報共有、金融機
関の支援ノウハウについて情報交換を行う。
①「みやぎんアグリ未来塾」への参加（年３～４回）
※みやぎんアグリ未来塾…株式会社宮崎銀行西都支店が事務局を務める西都・児湯地区の
農商工連携の取組（会員３６社 ４１名）
宮崎銀行と次世代を担う農業従事者及び農業後継者および 6 次産業化、農商工連携の取り
組む事業者がお互いに親睦を図り、農業経営に関する理解を深め農業の産業化に取り組むこ
とで、地域経済の発展に貢献することを目的としている。
具体的活動・・講演会、経営講演会、会員相互の意見交換会、先進経営者の視察、セミナ
ーおよび商談会への参加及び実施
(6)各金融機関との個別対話
(目 的)
各種セミナーの案内、施策紹介、支援を望む小規模事業者の掘り起し、事業計画策定支援
先の掘り起しなどの情報交換。
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①西都市内の 4 つの金融機関（株式会社宮崎銀行西都支店、株式会社宮崎太陽銀行西都支店、
宮崎信用金庫西都支店、高鍋信用金庫西都支店）で会議を開催しても、戦略のちがいから本
音で話ができない可能性がある。そこで、経営指導員が 3 か月に 1 度を目安に各金融機関を
訪問し情報交換を行う。(適宜)
２.経営指導員等の資質向上等に関すること
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。経営指導員等が効果的・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に努める。また、支援した取組情報の組織内での共有化
を図る。
(1)商工会議所経営指導員研修会への参加
宮崎県商工会議所連合会、宮崎県商工会連合会が主催する経営指導員一般研修、および宮
崎県商工会議所連合会が主催する経営指導員課題別研修に参加する。
(2)国や関係機関が実施する研修会への参加
日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、中小企業庁が主催する小規模事業者支援研
修や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年１回以上参加することで、事業計画策
定、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。
(3)経営指導員等内部勉強会の開催及び専門家帯同による支援スキルの向上
（現状と課題）
組織内において、小規模事業者の分析結果や支援ノウハウや成功事例等、個々の経営指
導員等に属人的に暗黙知として集積されがちである。組織内の個人の暗黙知をいかにして
組織として共有するのか、が行われていない。そのため、以下の内容に取り組み、組織全
体の知識向上と共有化のスパイラル向上を図る。
(取り組み内容)
①毎月 1 回、経営指導員だけでなく、他の職員とともに内部研修を行い、支援事例の共有化、
支援スキルの向上を図る。内部研修は、小規模事業者の経営や支援制度（補助金を含む）に
関する情報、販路開拓など職員が出席したセミナーについての研修発表を行い共有化、スキ
ルアップを行う。
②経営指導員等 Web 研修の受講、宮崎県中小企業支援ポータルサイト、ミラサポ等の情報か
ら「販路開拓セミナー」等に参加し、売上、利益を確保することを重視した支援能力の向上
を図る。
③若手経営指導員については、ベテラン経営指導員、専門家に帯同し小規模事業者を支援す
ること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援
能力の向上を図る。小規模事業者への対応にあたっては、経営指導員・経営支援員による２人
組体制をとる。また、専門研修の知識や情報を共有し、迅速に問題解決できる体制を構築する。
④人事異動等で経営指導員の変更があっても組織の財産として残していくために、その取組
内容を蓄積するためのデータベース化等を進める。具体的には、事業所に関するヒアリング
内容、近況報告事項、などのデータが一元管理できるようにする。
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
毎年度、本計画に記載の事業実施状況及び成果について、ＰＤＣＡサイクルにより以下の
方法により毎年 1 回以上評価・検証を行う。
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(1)中小企業診断士、税理士等専門家の外部有識者及び西都市商工観光課、地元金融機関、小
規模事業者などにより外部評価委員会を組織し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提
示を行い効果的なＰＤＣＡサイクルの構築を行う。
(2)正副会頭会において、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・見直しの結果を西都商工会議所事務所に閲覧できるよう設置する。ま
た、ホームページ（http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito）で計画期間中公表する。

２３

（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 28 年 11 月現在）
（１）組織体制
主に中小企業相談所相談所長 経営指導員２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 事務局長
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５名 (経営指導員有資格者２名)
総務課長 業務係３名 会計１名
プレミアム商品券発行事業 臨時職員 1 名
（２）連絡先
西都商工会議所中小企業相談所
〒881－0033 宮崎県西都市大字妻 1538－1
電話番号 0983－43－2111
FAX 番号 0983－43－5722
ＨＰアドレス
http://miyazaki-cci.or.jp
e-mail アドレス
scci@miyazaki-cci.or.jp

（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
29 年度
( 年 月以
30 年度
31 年度
32 年度
降)
51,100
52,100
52,600
53,100
必要な資金の額
45,000
46,500
47,000
中小企業相談所
46,000
1,000
1,000
1,000
まちゼミ事業
1,000
歳末大売り出し事業
2,600
2,600
2,600
2,600
地域振興事業
2,800
2,800
2,800
2,800
伴走型支援補助金
3,000
3,000
3,000
3,000
（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・手数料収入・県補助金・市補助金・国補助金・事業受託費
（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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千円）

33 年度
53,600
47,500
1,000
2,600
2,800
3,000

（別表４）
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
連携する内容
1.地域の経済動向調査に関すること
①景気動向調査に関すること ②経済課題特別調査に関すること ③各種調査資料に関する
こと
2. 経営状況の分析に関すること
①専門家の派遣、助言
3.事業計画策定支援に関すること
①事業計画作成セミナー、個別相談会 ②経営革新支援 ③創業支援、セミナー
④事業承継セミナー
⑤専門家の助言
4.事業計画策定後の実施支援に関すること
①専門家の助言
②小規模事業者経営発達支援融資制度
5. 需要動向調査に関すること
①アンケート、モニター調査の専門家の助言 ②まちゼミ実施に伴う調査
6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること
①商談会、展示会、物産展 ②専門家による助言 ②販路開拓セミナー ③まちゼミ事業
6.地域経済の活性化に資する取り組みに関する事業
①中心市街地活性化に伴う協議 ②にぎわい創出事業の実施 ③地域商品券発行事業
④歳末大売り出し
7.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
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に関すること

連携者及びその役割
1.地域の経済動向調査に関すること
(連携者)
(1) 宮 崎 県
(2) 宮 崎 県 商 工 会 議 所 連 合 会
(3) 宮 崎 県 地 域 力 連 携 推 進 本 部
(4)宮崎県産業振興機構 (5)宮崎県よろず支援拠点
(役割)
・景況調査に関する県内の経済動向の情報提供 ・専門家による助言
2.経営分析
(連携者)
(1)宮崎県地域力連携推進本部
(2)宮崎県産業振興機構
(3)宮崎県よろず支援拠点
(4)南九州税理士会高鍋支部
(役 割)
指導員では対応できない支援対象者に対して、税理士並びに中小企業診断士等による専門的な
分析。
3.事業計画策定支援に関すること
(連携者)
(1）中小企業基盤整備機構 九州本部 経営支援部 経営支援課
（2）宮崎県商工労働部商工政策課 (3)宮崎県地域力連携推進本部
(4)宮崎県産業振興機構
(5)宮崎県よろず支援拠点
(6)南九州税理士会高鍋支部
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(7)西都市 商工観光課 (8)宮崎銀行西都支店 (9)宮崎太陽銀行西都支店
(10)宮崎信用金庫西都支店 (11)高鍋信用金庫西都支店
(12)日本政策金融公庫宮崎支店国民事業 (13)西都市三財商工会
(14)宮崎県事業承継支援センター
(役 割)
・高度で専門的な課題解決を図るための専門家の派遣、助言、経営革新計画策定の助言
・西都市の策定した創業支援計画にもとづいた連携、金融機関による企業への金融支援
・事業承継計画策定の助言、事業承継の支援
4.事業計画策定後の実施支援に関すること
(連携者)
(1) 中小企業基盤整備機構 九州本部 経営支援部 経営支援課
(2)宮崎県商工労働部商工政策課
(3)宮崎県地域力連携推進本部
(4)宮崎県産業振興機構
(5)宮崎県よろず支援拠点 (6)南九州税理士会高鍋支部
(7)日本政策金融公庫宮崎支店国民事業部
(役 割)
・フォローアップのための高度で専門的な課題解決を図るための専門家の派遣、助言、
・小規模事業者経営発達支援融資制度の企業への金融支援
5.需要動向に関すること
(連携者)
(1) 中小企業基盤整備機構 九州本部 経営支援部 経営支援課
(2)宮崎県商工労働部商工政策課
(3)宮崎県地域力連携推進本部
(4)宮崎県産業振興機構
(5)宮崎県よろず支援拠点 (6)全国まちゼミネットワーク
(役 割)
・動向分析などの専門家派遣、助言
6.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること
(連携者)
(1)西都市商工観光課、農政課 (2)宮崎県物産貿易振興センター
(3)宮崎県商工会議所連合会
(4)宮崎銀行西都支店 (5)宮崎太陽銀行西都支店
(6)日本政策金融公庫宮崎支店国民事業部 (7)高鍋信用金庫西都支店
(8)宮崎信用金庫西都支店 (9)西都市地場産業振興協議会 (10)西都物産・観光交流協議会
(11)みやざきフードビジネス相談ステーション(公益財団法人宮崎県産業振興機構)
(役 割)
・各商談会、物産店、展示会の情報提供、西都市物産フェアーの開催
・専門家派遣、助言
7.地域経済の活性化に資する取り組みに関する事業
中心市街地活性化事業、にぎわい創出事業 地域商品券発行事業 歳末大売り出し事業
(連携者)
(1)西都市商工観光課 (2)中小企業基盤整備機構 （3）全国商店街支援センター
(4)妻駅西地区商店街振興組合 （5）えびす通り商店会 (6)平助通り商店会
(7)桜川商店会 (8)桜町商店会 (9)本町商店会 (10)西都まつり振興会
(11)西都市観光協会
(役 割)
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協議 助言 専門家の派遣
事業の実施
8. 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
連携者
(1)中小企業基盤整備機構中小企業大学校 (2)宮崎県商工会議所連合会
(3)宮崎県地域力連携推進本部 (4)日本政策金融公庫宮崎支店国民事業部
(5)宮崎銀行西都支店
(6)南九州税理士会高鍋支部
役 割
外部研修
(連絡先名簿)
連携者
代表者
所在地
連絡先（TEL）
宮崎県商工労働部商工政策課 黒木義博
宮崎市橘通り 2－10－1
0985-26-7098
宮崎県貿易物産振興センター 佐多芳大
宮崎市宮田町 1 番 6 号
0985－22-7389
中小企業基盤整備機構 九州 齊藤 三
福岡市博多区祇園町 4－2
092-263-1500
岡村 巌
宮 崎 市 佐 土 原 町 東 上 那 珂 0985－74-3850
宮崎県産業振興機構
16500－2
宮崎県よろず支援拠点
みやざきフードビジネス相談
宮崎市錦町 1－10 宮崎グリ 0985-89-4452
ステーション
ーンスフィア壱番館
宮崎県商工会議所連合会
宮崎県事業引継ぎ支援センター

西都市農政課
西都市商工観光課
西都市観光協会
日本政策金融公庫宮崎支店国
民事業部
金 融 宮崎銀行西都支店
機関 宮崎太陽銀行西都支店

米良充典
米良充典
大河内敏雄
田中尚子

宮崎市錦町 1－10
宮崎市錦町 1－10
西都市聖陵町 2－1
西都市聖陵町 2－1

0985-22-2161
0985-22-2161
0983-43-2111
0983-43-2111

橋田和実
松井 斎

西都市聖陵町 2－1
宮崎市橘通東 3-6-30

0983－
0985-23-3274

竹嶋豊明
平嶋俊和

西都市御舟町 2－27
西都市妻町 1－78

0983-43-3131
0983-43-1150
0983-43-0351
0983-42-2222
0983-23-8186

宮崎信用金庫西都支店 柿塚丈治
高鍋信用金庫西都支店 日高秀雄
南九州税理士会高鍋支部
黒木譲二
西都市地場産業振興協議会
西都市物産・観光交流協議会
全国まちゼミネットワーク

浜砂修司
橋田和実
松井洋一郎

妻駅西地区商店街振興組合

松根喜一郎

西都市御舟町 2－72
西都市大字妻 1677－1
児湯郡高鍋町大字北高鍋
2548
西都市大字妻 1538-1
西都市聖陵町 2-1
岡崎市康生通東 1 丁目 21 番
地
西都市小野崎 1－76

えびす通り商店会

大塚直純

西都市御舟町 2－45

0983-43-0016

平助通り商店会
桜川商店会
桜町商店会
本町商店会

堀 康久
松山 達郎
加持益也
岩切 昇

西都市妻町 1 丁目 4７
西都市御舟町 2－20
西都市妻 208
西都市妻町 2 丁目 24

0983-43-0374
0983-43-1030
0983-42-0253
0983-43－1744
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0983-43-2111
0983-43-0382
0564-21-0985
0983-43-5444

連携体制図等
(全体図)
目標：小規模事業者の持続的発展、経営の発達
関係機関
宮崎県・西都市

経営の発達
経営の改善

中小企業基盤整備機構九州

西都商工会議所
経営改善普及事業
経営発達支援事業

小規模事業者

支援

宮崎県産業振興機構
宮崎県よろず支援拠点
みやざきフードビジネス相
談ステーション

事務局

連携

宮崎県商工会議所連合会
宮崎県事業引継ぎ支援セン
ター
日本政策金融公庫宮崎支店
宮崎銀行西都支店
宮崎太陽銀行西都支店
宮崎信用金庫西都支店
高鍋信用金庫西都支店
南九州税理士会高鍋支部
西都市地場産業振興協議会

(地域経済動向調査、経営分析)
目標：小規模事業者の経営課題抽出、事業計画に結び付ける

小規模事業者

関係支援機関

西都商工会議所
支援

景況調査
経済動向
経営分析
(財務分析
・ＳＷＯＴ分析)

ミラサポ
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・宮崎県
・宮崎県商工会議所連合会
派遣・助言

・宮崎県地域力連携推進本
部
・宮崎県よろず支援拠点
・宮崎県産業推進機構
・南九州税理士会高鍋支部

（事業計画策定、事業計画策定後のフォロー）
目標：小規模事業者の事業計画策定：フォローUP

小規模事業者

関係支援機関

西都商工会議所
・事業計画作成支
援、フォローＵ
Ｐ
・セミナーの開催
・経営革新計画
・事業承継計画
・創業支援

支援

・中小企業基盤整備機構
・宮崎県地域力連携推進本部

専 門
家 派
遣

・宮崎県よろず支援拠点
・宮崎県産業振興機構
・南九州税理士会高鍋支部
・宮崎県

・宮崎県事業引き継ぎセンタ
ー

金融機関
・日本政策金融公庫
創業支援・融資制 ・宮崎銀行西都支店
度、事業承継
・宮崎太陽銀行西都支店
・宮崎信用金庫西都支店
・高鍋信用金庫西都支店

(需要動向)
小規模事業者

情報提供

西都商工会議所
・業界動向、売れ筋動向
調

まちゼ
ミ参加

関係機関

査

専門家派遣

・宮崎県地域力連携推進
本部

・商圏分析

・中小企業基盤整備機構

・アンケートモニター調

・宮崎県よろず支援拠点

査支援

・宮崎県産業振興機構

・まちゼミでの調査
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(新たな需要開拓に寄与する事業)

小規模事業者

関係機関
西都市商工観光課・農政課
西都商工会議所
宮崎県物産貿易振興センタ
・物産展・商談会等への
ー
参加募集
情 報 みやざきフードビジネス相
(西都まちゼミ実行委員
提供 談ステーション
会)
宮崎県商工会議所連合会
・まちゼミ開催
宮崎銀行西都支店
宮崎太陽銀行西都支店
アドバイス、講師派遣
日本政策金融公庫
西都市地場産業協議会
全国まちゼミネットワーク
西都市物産・観光交流協議
岡崎まちゼミの会
会

情報 提
供・募集

参加

（地域経済の活性化に資する取り組みに関する事業）
中心市街地活性化事業

西都商工会議所

協議

西都市

助言・専門家派遣

中小企業基盤整備機構
宮崎県
(株)全国商店街支援センター

(にぎわい創出事業

地域商品券発行事業、歳末大売り出し事業)
関係機関

小規模事業者

・妻駅西地区商店街振興組合
・えびす通り商店会

情報 提
供・募集

西都商工会議所
事務局

協力

・平助通り商店会

実施

・本町通り商店会
・桜川商店会

企画、募集

・桜町商店会

参加

・西都市地場産業振興協議会

・西都市商工観光課
補助金、助言
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・西都まつり振興会

(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)
関係機関

西都商工会議所
経営指導員等

セミナ－情報

・日本商工会議所

交換会への参

・中小企業基盤整備機構中小企業大学校

加

・宮崎県商工会議所連合会
・宮崎県地域力連携推進本部
・日本政策金融公庫宮崎支店国民事業部
・宮崎銀行西都支店
・南九州税理士会高鍋支部
セミナー、Ｗｅｂ研修の開催、情報交換
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