
平成 29年度日南商工会議所 経営発達支援計画の報告 

 

 

 日南商工会議所では、経済産業省より平成 27年 11月に経営発達支援計画の

認定を受けました。 

 この計画は、平成 27年度からの 5年間に、小規模事業者の持続的発展につな

がるような支援を推進していくものです。 

 平成 29年度実績について外部有識者により事業の評価・見直し案を受け、正

副会頭会議で方針案の決定、常議員会で承認されましたのでご報告いたします。 

 

（平成 29年度経営発達支援計画事業内容） 

平成 29年度については、それぞれの項目について定量的、定性的側面からほ

とんどの項目で目標をクリアしており、達成率も十分であった。 

平成30年度については、全体的に特に大きな見直しは必要ないと思われるが、

外部専門家より、下記の通り提案を受けた。 

 

●見直し案の提案等 

 １.⑥新たな需要開拓支援における（4）「ギフト商品開発支援パック」のサー

ビス事業については、今年度より商品開発に関わるセミナーを実施し、支援企

業を選定する予定である。 

 今後も日南市等との連携を進め、例えばふるさと納税品としてのギフト商材

の開発支援等にも取り組んでいただきたい。 

 また、本年度より宮崎県プッシュ型事業承継支援高度化事業の取り組みがス

タートし、日南地域でも当所を中心に地域版事業承継ネットワークの組成と面

的支援体制の構築が計画されている。 

 これらの支援と絡めながら、当計画内にある創業、第 2創業、経営革新、事

業計画策定支援等の相乗効果を発揮する視点で実施いただきたいと考える。 

 

日南商工会議所では、上記の外部専門家による提案を踏まえながら、平成 30

年度も巡回・窓口指導による伴走型支援を継続し、事業計画策定や販売促進支

援等を通じて小規模事業者の持続的発展に繋がる支援を実施して参ります。 

 



1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】

目標 四半期1回

実績 四半期1回

目標 四半期1回

実績 四半期1回

目標 30社

実績 27社

目標 8箇所

実績 8箇所

目標 4回

実績 7回

目標 60件

目標 35回

目標 500回

実績 552回

目標 1300回

実績 1467回

目標 7

実績 16

目標 35

目標 1

実績 1

目標 16

実績 39

目標 6

実績 6

目標 14件

実績 39件

目標 35回（1）　商品・サービスの情報収集回数
　　　　販路開拓19、まちゼミ17、経営革新13、専門家派遣8、持続化補助金6、商品開発2

実績 70回
　　　　経営力強化貸付融資他10

○

(1)周知によるフォローアップ件数
○

5.需要動向調査に関すること【指針③】

項　目 平成29年度

　　　　創業支援15、持続化補助金12、専門家派遣5、ものづくり補助金2、経営革新3、
　　　　マルケイ2

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】

項　目 平成29年度

（6）　創業支援者数
○

　　　　　創業支援者数21名　創業予定支援者18名

（7）　第二創業（経営革新）支援者数
○

　　　　　経営革新法承認事業所3社　経営革新法支援事業所3社

（4）　事業計画策定事業者数
○

　　　　専門家派遣11、販路開拓他10

（5）　創業塾開催回数
○

　　　　　平成29年7月～9月（12回シリーズ）

　　　　マルケイ資金等融資18、持続化補助金20、経営革新14、経営力向上2
実績 75

（2）　個別企業指導数（窓口）（経営指導員3名で窓口1300回以上）
○

　　　　経営指導員3名で窓口1467回
（3）　セミナー・個別相談会開催回数

○
　　　　　事業計画セミナー7回（10月に3回、11月に4回）　個別相談会9回（11月に6回、12月に2回、1月に１回）　

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】

項　目 平成29年度
（１）　個別企業指導数（巡回）（経営指導員3名で巡回500回以上）

○
　　　　経営指導員3名で巡回552回

（2）　経営分析件数
○

　　　　財務分析8、経営力向上2、事業承継他6

（3）　商品・サービスの情報収集回数
○

　　　　経営力向上5、事業承継2、販路拡大他9

　　　　持続化補助金23、　マルケイ資金等融資30、経営革新13、ものづくり補助金2、
実績 84件

　　　　マルケイ資金等融資22、経営革新20、持続化補助金11、ものづくり補助金1、
実績 70回

2．経営状況の分析に関すること【指針①】

項　目 平成29年度
（1）　セミナー開催回数

○
　　　　消費税軽減税率対策、クラウド会計、経営力強化IT、経営分析他

日南商工会議所　経営発達支援計画　平成29年度目標と実績について

（2）-1調査対象事業所数
△

（3）商店街通行量調査箇所
○

項　目 平成29年度

○
（1）県南経済動向活用提供時期

（2）景況調査
○

Ⅰ．経営発達支援事業の内容
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目標 2回

実績 6回

目標 2回

実績 7回

目標 8社

実績 9社

目標 3社

実績 0社

目標 1回

実績 1回

目標 40社

実績 37社

目標 19,000人

実績 16,000人

目標 13

実績 11

目標 32,000食

実績 22,924食

目標 166,000

実績 124,950

■　直接売上（日南一本釣りカツオ炙り重@1,300円、H29年度1月より@1,500円）　
　　1,300円×　15,760食＝20,488,000円・・・・・・・・・①
　　1,500円×  　7,164食＝10,746,000円・・・・・・・・・②
■　原材料費売上
　　1,300円×0.45×　15,760食＝9,219,600円・・・・・③
　　1,500円×0.45×　  7,164食＝4,835,700円・・・・・④
■　連れ消費
　　900円×　22,924食×1.5＝30,947,400円・・・・・・・⑤
■　関連消費
　　850円×　22,924食×2.5店＝48,713,500円・・・・・・・⑥

合計経済効果額　①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＝124,950,200円

②年間食数
△

22,924食
③経済効果(単位：千円)

△

（2）「新・ご当地グルメ「日南一本釣りカツオ炙り重」

項　目 平成29年度
①参加事業所

△
　日南市内10事業所　東京1事業所（日南一本釣りカツオ炙り重ＰＲ特別大使）　

②出展者数
△

　　　37社
③来場者数

△
　　　16,000人(2日間合計）

（1）「海幸山幸マルシェ日南」（キャナルマルシェ）

項　目 平成29年度
①開催回数

○
　　　平成29年5月12日（土）13日（日）

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組
1.     地域経済活性化事業

（3）「農林水産特産品」の展示会出展支援者数
○

　　　焼酎ノンジョルノ宮崎、九州食の展示相談会他　

（4）「ギフト商品開発支援パック」のサービス
△

（1）販路開拓セミナー開催回数
○

　 　油津キャナルマルシェPOP（5月に1回）、外国人接遇（6月に1回）、チラシ作成他（9月～10月に4回）

（2）「農林水産特産品」の展示会参加回数
○

　　　焼酎ノンジョルノ宮崎、九州食の展示相談会他

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】

項　目 平成29年度
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Ⅲ.支援能力向上の取り組み

目標

　　　日南市内行政区にある、南郷町商工会、北郷町商工会との情報交換会議（適宜）
　　　消費税軽減税率対策ブロック別相談所長会議参加（1回）
　　　宮崎県下中小企業相談所長会議への参加（3回）
　　　宮崎県商工会議所連合会中小企業等経営基盤強化事業会議への参加（2回）
　　　宮崎県中小企業団体中央会との補助事業に関する情報交換（適宜）

　　　産学官連携事業における大学等（宮崎大学）との研修会参加（1回）
　  　宮崎県産業振興機構、宮崎県信用保証協会との経営支援に関する情報交換（適宜）
　　　 

目標

○

　　　日本政策金融公庫宮崎支店との資金繰り支援での情報交換（適宜）
実績

項　目 平成29年度
（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）経営指導員等の支援能力の向上の仕組み

○
実績

①研修会
　　　宮崎県商工会議所連合会主催研修会参加（5回）
       中小企業等計強化法研修会参加（2回）       
    　小規模事業者向け事業計画作成支援研修会参加（2回）
　　　小規模事業者向け支援研修会（個別支援）参加（1回）
　　　小規模事業者向け支援研修会（ＩＴスキル向上）参加（1回）
　　　事業承継支援に係る関係機関連絡会議参加（3回）
　　　みやざき6次産業化促進交流会参加（1回）

　　　ヒット商品・ブランド化へのヒントセミナー参加（1回）

②　ＯＪＴ（平成29年4月より毎月1回開催）
　　　　

開催日

4月28日

5月25日

6月21日

6月30日

8月18日

9月29日

10月10日

11月29日

1月19日

1月25日

2月27日

3月25日

目標

　各種補助金申請支援で支援ノウハウを共有した。

Ⅳ連携に関する事項

○

13：00～14：00

13：00～14：00

13：00～14：00

｢経営分析について｣

｢スライド作成ポイント（脱！初心者編）｣

「創業者支援について」

「決算申告について」

｢原産地証明について｣

｢経営革新承認事例｣

｢持続化補助金申請書作成のポイントについて」

実績
上記、関係機関と連携を図った。

(1)　創業・第二創業（経営革新）支援事業（9機関と連携）
(2)　小規模事業者販路開拓支援事業（6機関と連携） 目標

｢県南経済の動向（平成29年1-3月期分）について｣

｢創業支援について｣

｢宮崎GISとウイルス対策について｣

　創業支援、資金繰り支援、経営革新支援、経営力向上計画支援、 実績

項　目 平成29年度

(3)　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事業（10機関と連携）

（3）支援ノウハウ等を組織内で共有する体制

○

○

実績時　間

16：00～17：00

テーマ

｢会員・議員負担金・収益事業について｣

13：00～14：00

13：30～14：30

13：00～14：00

13：00～14：00

13：00～14：00

｢経営発達支援計画　平成29年度事業目標について｣

16：00～17：00

13：00～14：00

13：00～14：00
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