
経営発達支援計画の概要 

実施者名 大野城市商工会  （法人番号）7290005006651 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

 

個々の小規模事業者が抱える経営課題を掘り起し、経営基盤強化に向けた

伴走型支援を実施し、それぞれの小規模事業者の経営力の底上げを行なっ

ていくことを目指します。 

併せて、西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴うまちづくりの検討、雇用

の維持・改善による小規模事業者の経営基盤の安定、大野城ブランド確立に

よる流入人口の増加によって、大野城市が目指している『「まちの活力｣創出』

に取り組んでいきます。 
 

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 

地域経済動向調査や駅周辺の交通量調査に基づく情報を収集・分析し小

規模事業者に提供するとともに、事業承継に関する調査を実施します。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者が財務分析・経営分析に取り組むことを支援し、質の高い

経営計画策定へ繋げて行きます。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経済動向調査･経営分析を活用した事業計画策定、事業承継のための事

業計画・創業計画の策定を支援します。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

フォローアップ強化により事業計画や創業計画策定後の実施を支援する

とともに、不動産事業者との連携によりコワーキング等を推進し創業者等を

支援します。 

５．需要動向調査に関すること 

消費者アンケート実施や日経テレコン活用により、小規模事業者への需要

動向に関する情報提供を行ないます。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

体系的な販売促進支援の実施や商談会・物産展への参加を積極的に推

進することにより、小規模事業者の新たな需要の開拓を支援して行きます。
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴う取組み 

西鉄天神大牟田線の高架下及びその周辺地域の有効活用・活性化につ

いて提言を行ないます。 

２．雇用の維持・改善に関する取組み  

従業員の採用から社員教育・福利厚生対策を支援することで、雇用の維

持・改善に取り組み小規模事業者の安定的発展を支援します。 

３． 「大野城ブランド」確立に関する取組み 

特産品・推奨品の販路拡大を図るとともに、大野城市ご当地キャラクター

「大野ジョー」を使った地域ブランド化に取り組みます。 
 

連絡先 

 

大野城市商工会  所在地：福岡県大野城市瓦田２丁目６-１２ 

TEL：092‐581-3412  FAX：092-581-3703  e-mail：oonojo@shokokai.ne.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 

 

Ⅰ．大野城市の現状 

１．位置・地勢・歴史的特性 

 大野城市は福岡市(人口約１５５万人)南東

部に隣接し、福岡都市圏(福岡市及びその近隣

１６市町、人口約２５２万人)のなかでも、特

に人口の多い筑紫地区に位置し、平成２８年

８月には人口が１０万人を突破しました。 

交通面でも西日本鉄道（以下「西鉄」）天神

大牟田線，ＪＲ九州（以下「ＪＲ」）鹿児島本

線、九州自動車道、福岡都市高速、国道３号

線が市内を縦断しており、市内及び市境に西

鉄・ＪＲ合せて五つの駅、九州自動車道太宰

府ＩＣや都市高速出入口三ヶ所があるなど交

通の要所となっています。 

地勢は南北に長く伸び、北部は福岡空港に

程近い住宅・工業地の混在地域、南部は福岡

市のベッドタウンとして発展した住宅街、市

中心部はＪＲ・西鉄の駅、大型ＳＣ、市役所・文化施設が集中する賑わいのある街とな

っています。 

歴史的にみると日本最古の朝鮮式山城「大野城(おおののき)」は当市の名前の由来に

もなっており、太宰府市から当市を経て春日市に続く土塁「水城(みずき)」とともに昨

年築造１３５０年を迎えたもので、白村江の戦いに敗れた大和朝廷が唐・新羅から大宰

府を守るために築いた防衛線でした。 

 

２．人口・世帯数 

市内の人口および世帯数は逓増傾向にあるものの、伸び悩みの時期が近いことが予測

されます。また、ＪＲ・西鉄が縦断する市中心部を主として人口は増えてはいるものの、

戸建てが多く駅から離れた市南部の特に丘陵地は人口減少・高齢化が進み、買い物難民

の増加が懸念されます。 
 

人口統計 人口 
    

世帯数 
男 女 

H28.10 100,057 48,169 51,888 42,722 

H27.12 99,635 47,981 51,654 42,221 

H26.12 99,327 47,876 51,451 41,744 

H25.12 98,748 47,632 51,116 41,240 
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３．地域産業の現状 

 市内の商工業者数は 3,087 者、うち小規模事業者数は 2,303 者で、数としては県内で

も上位であるものの、地域産業全体を見ても基幹産業と言えるものは特になく、都市部

の産業構造に見られる特徴のとおり第３次産業がそのほとんどを占めており、卸売・小

売業に次いで建設業が上位を占めています。近年の商業販売額、工業出荷額はともに伸

び悩んでおり、特に小売業・飲食業は福岡都市圏の中でも大型ＳＣが多数点在する筑紫

地区（大野城市・春日市・太宰府市・筑紫野市・那珂川町、以下「筑紫地区」）にあっ

て苦戦を強いられ、後継者難による廃業も年々増加しています。 

 

■産業構造                     (百万円･％･人･％) 

区  分 総生産額(平成 23 年度) 就業人口(平成22年10月１日) 

第１次産業 165 0.1 140 0.3 

第２次産業 31,456 14.4 7,269 16.8 

第３次産業 185,249 84.8 33,543 77.4 

関税等 1,648 0.8 - - 

合  計 218,517 100.0 43,336 100.0 

 

■産業別事業所数・事業所割合・従業員数             (所･％･人) 

区     分 事業所数 事業所割合 従業員数 

鉱業 1 0.03 8

建設業 419 11.54 2,705

製造業 310 8.54 3,926

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.03 12

情報通信業 24 0.66 143

運輸・郵便業 97 2.67 1,645

卸売・小売業 1,099 30.28 9,767

金融・保険業 47 1.29 424

不動産業，物品賃貸業 321 8.84 1,323

学術研究，専門・技術サービス業 99 2.73 493

宿泊業、飲食サービス業 318 8.76 2,391

生活関連サービス業，娯楽業 285 7.85 1,637

教育、学習支援業 138 3.80 1,105

医療、福祉 255 7.02 4,456

複合サービス事業 7 0.19 43

サービス業（他に分類されないもの） 209 5.76 2,153

合     計 3,630 100.00 32,231
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■商業の状況                         (所･百万円) 

区   分 平成 11 年度 平成 14 年度 平成 16 年度 平成 19 年度

卸売業 
事業所数 410 394 413 389

年間販売額 409,552 306,982 242,312 264,893

小売業 
事業所数 686 679 653 618

年間販売額 80,650 83,5010 85,560 80,283

 

■工業の状況(従業者 4人以上の工場)              (所･百万円) 

区   分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

事業所数 167 147 140 144

年間出荷額 44,076 41,520 39,457 42,424

 

 また、近隣３市(筑紫野市・春日市・太宰府市)と比較すると、事業所数・従業者数が

最も多く、第２次産業従業者数、他市町からの通勤者数が突出していることから当市は

筑紫地区における、ものづくりと雇用の中心となっていることがわかります。 

 

■事業所数                 ■従業者数 

   
 

■第２次産業従業者数            ■通勤者数 
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Ⅱ．大野城市の商工業者等の現状と課題 

１．商工業者の現状と課題 

■商業・サービス業の概要 

 当市においても消費構造の変化や後継者問題などにより事業所数が減少し、厳しい状

況が続いています。市内には四つの商店会があり軽トラ市などのイベントを開催し集客

を図っているものの、買い物客は大型ＳＣに吸い上げられ、また交通の便が非常に良い

ことから、福岡市中心部の天神・博多駅地区への消費流出は拡大しています。商工会で

は、以前から商品券事業等を実施し消費の市外流出を防ごうとしていますが、その効果

が追いつかないのが現状です。 

また、西鉄天神大牟田線連続立体高架事業が現在進行中で高架工事が市内各所で行な

われおり、平成３３年の事業完了の際には高架下がどうなっているか未だ定かでなく、

人の流れがどう変わるかという不安を抱えています。 

 

■工業･建設業の概要 

工業においては、特に市北部において準工業地域と住居地域が混在している状況で、

宅地化が進むところでは立ち退きの問題も出てきています。また、経営者の高齢化や工

場施設の老朽化も進んでいます。 

建設業においては何とか事業を維持している事業所も多く、原材料費の高騰による収

益率低下や人手不足に加え、大手建設会社との競争が激化しており、今後の持続的発展

が大きな課題となっています。 

また、本商工会で平成２７年度に実施した事業所アンケートの結果によると、特に建

設業においては若い人材を採用しても長続きせず、所謂“職人”が育っていない状況で、

今後の経営の根幹を揺るがしかねないとの懸念が多く聴かれました。人材の確保・育成

や営業力・販売力の強化に大きな課題を抱えています。 

 

 

２．地域活性化の現状と課題  

■西鉄天神大牟田線連続立体交差事業 

西鉄天神大牟田線は当市の中心市街地を縦断し、交通・商業等の拠点となっています。

しかし、市内１２箇所の踏切による交通渋滞は慢性化し、市街地の分断によってまちの

発展が阻害されています。これを解消するため市内の西鉄沿線約３．３㎞の間を高架化

する「西鉄天神大牟田線連続立体交差事業」が実施中で、各所で工事が行われています。

この事業により平成３２年に市内の西鉄天神大牟田線が高架に切り替わり、平成３３

年には高架化事業が完了します。事業終了後に高架下空間の整備が着手される予定です

が、高架下空間とその周辺地域の有効活用と併せ、将来的なまちづくりの検討が急がれ

るところです。 

 

■特産品・推奨品 

当商工会では市の協力を得ながら特産品開発事業を実施し、特産品・推奨品の開発・

認定を行なってきました。これまでに特産品として「大野城焼酎」ほか２品目、推奨品

として「大野城梅酒」ほか１８品目がラインナップされています。 
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このうち市内の酒店で販売されている「大野城焼酎」と「大野城梅酒」は他の推奨品

の素材として使われるなど相乗効果も生まれています。 

推奨品のうち、郷土料理を元にした「大野城鶏ぼっかけ」は現在では市内１４店（う

ち１店は地元有名居酒屋チェーン店）の飲食店でそれぞれ工夫を凝らして提供されるメ

ニューとなり、また、推奨品「大野ジョーハッピーリング」（「大野ジョー」については

p.18 参照）は市内５店舗の洋菓子店で製造・販売されています。このふたつの推奨品は

ともに「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」（次項）から生まれたもので、市

内の学校給食でも取り入れられています。 

このように特産品・推奨品は徐々に「大野城ブランド」として浸透しつつあるものの、

各店舗の売上に貢献しているとまでは言い難く、知名度アップと売上向上・販路拡大が

今後の大きな課題となっています。 

 

     
 

 

 

 

 

■おおのじょうまちなかわくわくパビリオン 

平成２３年度から３か年にわたり全国商工会連合会

を通じて助成を受けた「地域力活用新事業∞全国展開

プロジェクト調査研究事業補助金」や市補助金を利用

して、大野城市着地型観光※開発プロジェクト事業「お

おのじょうまちなかわくわくパビリオン」を今年度ま

でに４回開催してきました。 

事業の内容は①自動車学校の全面協力による市民参

加型三輪車レース「輪音祭」を皮切りに、②４商店会

や商工会商業部会が主催する各種イベント、③市内小

規模事業者が自店の特色を生かし市民や消費者に向け

てＰＲする参加型イベント、④市内の自然や歴史遺産

にふれるイベントに大別できるものです。 

これらは市民からも好評をもって迎えられており、

各種マスメディアから大きく取り上げられ、賑わいの 

鶏をしょうゆ味で煮た汁を 
ご飯にぶ (ぼ) っかけた 

「大 野 城 鶏 ぼっかけ」 

山城「大野城」のイメージで 
統一感を持たせた 

「大野ジョーハッピーリング」 
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あるまちづくりに大きな役割を果たしています。 

なお、本事業の実施主体は、平成２８年度から一般社団法人大野城市にぎわいづくり

協議会へ移管されましたが、本事業の継続と地域経済への貢献度の向上が今後の課題と

思われます。 
 

※【着地型観光】 観光客の受け入れ先が地元ならではのプログラムを企画し、参加者が現地集

合・現地解散する新しい観光の形態。旅行会社が参加者を目的地へ連れて行く

従来の「発地型観光」と比べて、地域の振興につながると期待されている。 

 

 

３．大野城市商工会の現状と課題 

これまでの大野城市商工会は、特に記帳・税務・金融・労働等を中心とした経営改善

普及事業を行ない、小規模事業者から更に具体的な経営相談を受けた際に個別の経営支

援業務を実施してきました。また、これと併せて地域振興のためのイベント等を実施し、

まちづくりを通じて地域経済と小規模事業者の発展に寄与してきました。 

この結果として経営改善普及事業と地域振興事業の業務比率が高く、伴走型の経営支

援業務が受動的となっている傾向があることは否めません。 

 しかし、すべてが受動的ということではなく、平成２７年度における小規模事業者に

対する支援としては以下のような実績があります。 

   

小規模事業者持続化補助金             採択 ３５件  

  ものづくり補助金                 採択  ３件 

  中小企業販売力強化支援事業            採択  ３件 

  小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業   採択  ２件 

  県・県連主催の補助事業(商談会等)         採択  ３件 

  税務相談受託件数                   ４４８件 

  労働保険受託件数                   ３２２件 

 

 

Ⅲ．大野城市における経営発達支援事業の今後の目標 

１．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 市内の小規模事業者の抱える課題は多岐にわたり、廃業する事業者も増加している中

で、西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴うまち・人の流れ等の大きな変化に対して

小規模事業者から不安の声も聴かれます。 

 その一方で市の人口は増加を続けており、大野城市は「大野城市総合計画後期基本計

画」等で『着地型観光開発、特産品・推奨品の普及促進、地域資源の活用等を通じた｢ま

ちの活力｣創出』を図ることを目指しています。 

 大野城市商工会は「まちの活力」創出を推進するため、小規模事業者の持続的発展を

支える積極的な伴走型支援と地域資源を活用した新たな需要開拓に取り組むことで、小

規模事業者の中長期的な振興を図って行きます。 

 個々の小規模事業者が抱える課題を個々に掘り起し、その解決に向けた事業計画の策
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定と実行に向けた支援を行ない、個々の小規模事業者が持つ経営力の底上げを行なって

いくことを目指します。 

 そのためには小規模事業者に対する従来の支援方法・支援体制を見直し、市や他の支

援機関・専門家との連携を強化して、個々の小規模事業者に寄り添いながら経営基盤強

化に向けた伴走型支援を推進して行きます。 

また、地域経済活性化に資する取組みとして、西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に

伴うまちづくりの検討、雇用の維持・改善による小規模事業者の経営基盤の安定化、大

野城ブランド確立による「まちの活力」創出に取り組んで行きます。 

 

 

２．経営発達支援計画の目標 

本経営発達支援計画の期間内において目標を以下のとおり設定し、他の支援機関等と

連携し支援ノウハウを共有することにより個社・個店の磨き上げを行いながら、小規模

事業者の成長発展・持続的発展の支援に取り組んで行きます。 

 

■伴走型支援の実施に関すること 

これからは地域の経済動向調査や小規模事業者個々の経営分析を行なったうえで、こ

れらを活かした事業計画の策定や事業実施の支援、さらに需要動向調査に基づく需要開

拓支援を行ない、小規模事業者の成長発展または持続的発展のための伴走型支援を行な

います。 

 

■小規模事業者の販路開拓に関すること 

今後も商品券事業を継続させて市外への購買力流出を防ぎ市内での消費を喚起する

とともに、小規模事業者の販路開拓を積極的に支援して行きます。 

特に当市においては、卸売・小売業と建設業が全体の約４２％を占めているため、こ

の業種の小規模事業者に重点を置いて販路開拓を支援します。 

また、筑紫地区５商工会が合同で開催している商談会「筑紫地区商工会個別商談会」

（p.15 参照）や「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」の中の事業所ＰＲイベン

ト部分（p.16 参照）をさらに拡充・発展させ小規模事業者の販路開拓の一助とします。

 

■西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴うこと 

西鉄天神大牟田線の高架下及びその周辺地域の有効活用・活性化について専門家を交

えた検討会を開催し、商工業者としての意見を取りまとめるとともに、本事業に積極的

に参加してこれまでの小規模事業者への支援ノウハウや地域の現状を踏まえた提言を

行ないます。また、駅周辺地域の商店会活性化のための事業への支援を行ないます。 

 

■雇用の維持・改善に関すること 

 大野城市は筑紫地区でも特に雇用の中心となっていることから、従業員の採用から社

員教育・福利厚生対策を支援することで、雇用の維持・改善に取り組み小規模事業者の

安定的発展を支援します。 
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■「大野城ブランド」確立に関すること 

 特産品・推奨品の販路拡大のため通販サイトによる販売や特産品の詰め合わせによる

販売の検討を行なっていきます。また、当市のご当地キャラクター「大野ジョー」（p.18

参照）使った地域ブランド化に取り組みます。併せて、小売店・飲食店を中心とした小

規模事業者が出展し自店を広くＰＲするため毎年開催している「まちづくり産業展」

（p.14 参照）の内容を見直し、大野城ブランドを市内外へ広く発信できるイベントへ発

展させます。 

 

 

３．目標達成に向けた基本方針 

本経営発達支援計画の期間内における小規模事業者への伴走型支援と地域経済活性

化のための取組みを効果的にリンクさせ、これを通じて「まちの活力」創出に繋げて行

きます。 

また、既存事業の評価・検証によって無駄な事業・業務を減らし、職員の経営支援業

務への従事時間の増加と従事内容の向上を図るとともに、外部支援機関・専門家等との

連携強化により職員の資質向上を図り、小規模事業者への積極的な支援を行なうことが

できる経営発達支援事業を実施します。 
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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 ： 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】 

（現状と今後の目標・取組み） 

これまで小規模事業者に対する地域経済動向についての情報提供は、提供を求められ

た時のみの一方的なものに留まっていました。 

今後は専門家等と連携して地域経済動向についての調査分析と補足説明を付加した

資料を作成し、事業計画策定への活用を提案するなどして小規模事業者の持続的発展に

寄与できるものに改善して行きます。 

 

⑴地域の経済動向の情報収集と分析提供 （新規） 

今後は専門家と共に各種調査資料等の二次データ（国勢調査・経済センサス・商業統

計・工業統計・日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」・地元金融機関による各種

経済動向調査・福岡県商工会連合会「中小企業景況調査」等）を調査分析するとともに、

市内事業所への統計的手法に基づく経済動向調査として、市内事業者全般についてはア

ンケートにより、また業種・業績・業歴などから数社を抽出した調査を巡回時のヒアリ

ングにより実施します。集計結果については小規模事業者へフィードバックするともに

web上で公開します。【指針③】 

《調査項目》景況・在庫水準・資金繰り・雇用人員・販売数量・販売単価・仕入価格 

・売上高・経常利益・設備投資 等 

 

⑵交通量調査の実施による経済動向の情報収集と分析提供 （新規）  

西鉄高架事業による歩行者・車輛の流れの変化を把握し今後のまちづくりに役立てる

ため、西鉄３駅周辺において地域の商工業への影響を把握可能な交通量調査・歩行者動

線調査等を調査会社により実施し、駅周辺の商店会及び小規模事業者への情報提供を行

ないます。【指針③】 

《調査項目》歩行者交通量・自転車交通量・自動車交通量・歩行者動線 等 

 

⑶事業承継に関するアンケート調査 （拡充）  

小規模事業者の事業承継に関する情報については、個々の職員による情報収集に留ま

っていました。 

今後は後継者の有無や経営者の事業承継に関する意識調査を行ない、廃業率低減・空

き店舗対策・創業者支援への活用を図ります。【指針③】 

《調査項目》事業所概況・事業承継の状況(創業者以外) 

・今後の事業運営方針と事業承継の意向・事業承継準備の状況 等 
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 (目標件数) 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経済動向調査実施回数 未実施 2 2 2 2 2 

交通量調査実施回数 未実施 1 1 1 1 2 

事業承継アンケート回数 未実施 1 1 1 1 1 

 

 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

（現状と今後の目標・取組み） 

これまで小規模事業者の経営分析は事業者本人の要望がある場合に留まり、経営計画

策定等に活用できていませんでした。 

今後は経営分析セミナー開催、巡回指導を通じて小規模事業者の経営状況や商品・サ

ービス等の分析への取組みを促し、質の高い経営戦略構築のための基礎的数値として活

用を図れるよう改善して行きます。 

 

⑴経営分析セミナー開催 （拡充） 

まず、小規模事業者を対象とした専門家による「経営分析セミナー」を開催します。

よりわかりやすく、より効果的なものとするため、市内事業所の業種で最多の約３０％

を占める卸売・小売業とその他の業種に分けて開催します。 

小規模事業者が財務諸表に関する基礎知識を習得し、主要な分析比率を学ぶことによ

り、積極的に経営分析に取り組んで行くきっかけづくりとします。【指針①】 

 

⑵小規模事業者の経営分析 （拡充） 

①小規模事業者の財務分析（定量分析） 

上記の経営分析セミナーを受講した小規模事業者を対象として、専門家と連携した財

務分析を行ない、結果を当該小規模事業者にフィードバックします。 

当商工会に設置している税務相談所で経理・申告・納税の指導をしている小規模事業

者（個人事業のみ）については、会計ソフト「会計王」や全国商工会連合会「ネットde

記帳」により、それ以外の小規模事業者（個人・法人問わず）については、日本政策金

融公庫「財務診断サービス」や中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」等によ

りを財務分析を行ないます。 

これにより事業計画策定等での活用を図るとともに、次の経営分析への取組みを促し

て行きます。【指針①】 

《分析項目》売上高利益率・総資本回転率・総資本利益率・流動比率・収益性 等 

 

②小規模事業者の経営分析（定性分析） 

上記の財務分析から更に経営分析に取り組む小規模事業者を対象として、職員による

個別にヒアリング調査を行なった後、専門家と連携して現状における経営状況の分析の

ほか、商品・サービスや個社の持つ強み等についてＳＷＯＴ分析を行ない、個社それぞ

れが持つ経営資源や経営課題等を個別・具体的に把握し、個社毎の商品・サービスにつ
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いての販売戦略構築や事業計画策定での活用を図ります。 

また、上記で得られた経営分析の結果を後述Ⅲ．２．⑵の経営カルテに詳細に入力・

データ化して職員全員で共有し、個々の小規模事業者に対応する具体的・効果的な伴走

型支援へ活用して行きます。【指針①】 

《分析項目》経営者の属性・経営方針・経営組織・従業員の状況・事業承継の状況 等 
 

(目標件数) 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営分析セミナー開催回数 未実施 4 4 4 4 4 

財務分析企業数 未実施 70 72 74 76 78 

経営分析企業数 未実施 50 52 54 56 58 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

（現状と今後の目標・取組み） 

これまで小規模事業者に対する事業計画策定支援は、主として経営革新や各種補助金

の申請書類作成時に実施するなどに留まっていましたが、小規模事業者が成長発展・持

続的発展して行くためには事業計画の策定が最重要と考えます。 

今後は専門家と連携し、事業者が経営課題を解決するため、経済動向調査・経営分析

の結果を踏まえた事業計画策定を支援することにより小規模事業者の持続的発展を図

れるよう改善して行きます。 

 

⑴経済動向調査・経営分析を活用した事業計画策定 （拡充）  

今後は地域経済動向調査・経営分析から得られた情報を活用した事業計画策定を推進

するため、経営分析に取り組んだ小規模事業者が引き続き事業計画策定をできるよう支

援を行います。併せて経営革新や各種補助金の申請書類作成を支援した（する）事業者

にも、地域経済動向・経営分析に関する支援を行なったうえで再度事業計画策定を推進

し、事業の持続的発展を図ります。 

また、専門家による「事業計画策定セミナー」（異なる経営課題に対応できるよう業

種・業態ごとに区分し開催）や「経営革新セミナー」（事例発表を取り入れ解りやすい

内容で開催）を開催することにより、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし

や新たな取り組みを促します。【指針②】   

 

⑵事業承継を見据えた事業計画策定支援 （新規）  

廃業率増加による地域経済の地盤沈下を防ぐため、前述１．⑶のアンケート調査の結

果を踏まえて、福岡県事業引継ぎ支援センターと連携して事業承継を積極的に推進する

とともに、事業承継による事業存続を見据えた事業計画策定を目指す既存小規模事業者

の掘り起こしを行ない、専門家と連携した積極的な提案による事業計画策定支援を行い

ます。【指針②】 
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⑶創業計画策定支援 （拡充）  

市と連携して策定した「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、

今年度から専門家と連携した「創業支援セミナー」（集団講習会）、「創業に係るハンズ 

オン支援」（講習会受講修了者向け個別相談）を開催・実施しています。今後もこれら

を継続するとともに、市や市内金融機関等と連携して創業予定者の掘り起こしを行な

い、創業計画策定支援を通じて創業者の増加を図ります。 

また、今後の創業セミナーはより多くの創業希望者を集め創業実現につなげるため、

業種・業態ごとに“飲食店開業セミナー”や“ものづくり実技セミナー”といったテー

マ性を持たせて開催します。【指針②】  

 

(目標件数) 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定企業数 随 時 20 24 28 32 36 

事業承継計画策定企業数 未実施 5 7 8 10 12 

創業計画策定件数 随 時 5 7 8 10 12 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】  

（現状と今後の目標・取組み） 

これまでの小規模事業者への事業計画策定後の支援は、不定期や課題が生じた際のフ

ォローアップ実施に留まっていました。 

今後は定期的なフォローアップのための巡回指導を実施し、専門家や金融機関などと

連携して事業計画の見直し・金融支援等の事業計画実現に向けて必要な指導・助言を行

なえるよう改善して行きます。 

 

⑴フォローアップ強化による事業計画実施支援 （拡充）  

今後は事業計画実施に必要な情報の提供を適宜行なうとともに、四半期に１回巡回訪

問を実施し小規模事業者ごとにＰＤＣＡサイクルによる事業計画策定後の進捗状況の

確認を行い、個々の事業者の課題に対応できるよう必要に応じ専門家・金融機関等と連

携して事業計画の見直し・金融支援など必要なフォローアップを実施します。【指針②】

 

⑵フォローアップ強化による創業計画実施支援 （拡充）  

創業者に対しては毎月巡回訪問を実施し、創業計画の進捗状況の確認を行ない開業後

に必要な情報の提供を行います。また、記帳・税務・労務・販売促進など創業後特に必

要となる事項について支援を行うとともに、個々の創業者の悩みに対応できるよう専門

家による個別フォローアップなどの伴走型の支援を行います。【指針②】 

 

⑶不動産事業者との連携による創業者等の支援 （新規）  

市内不動産業者との連携により空き店舗や不足業種などの情報を商工会が把握し、主

体的に創業者等への物件紹介・テナントミックスなどを行ないます。併せて商工会がデ



１３ 
 

 

ベロッパーに近い役割を担って、コワーキングスペースへの入居を希望する創業者等を

取りまとめ共同入居を促すことにより創業者等の初期投資負担の軽減と事業開始後の

安定化を図ることにより、創業者等の新たなビジネスチャンスを構築します。【指針②】

 

(目標件数) 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画実施支援企業数 随 時 20 24 28 32 36 

創業計画実施支援件数 随 時 5 7 8 10 12 

※事業承継に関する事業計画を策定した事業者については、事業承継終了後に再度事業計画策定

と事業計画実施を支援します。 

 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

（現状と今後の目標・取組み） 

これまで小規模事業者への需要動向に関する情報提供は、提供を求められた時のみの

一般的・一方的なものに留まっていました。 

今後は個々の小規模事業者が持つ個別の商品等に対する消費者ニーズを探る需要動

向調査を実施し、需要を見据えた商品・サービス戦略を構築できる情報を小規模事業者

に提供できるよう改善して行きます。 

 

⑴消費者アンケート等の実施による情報収集・提供 （新規） 

 大野城市で開催される「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」※、「まちづくり

産業展」※に来場する消費者を対象とする、試供品・試作品の提供等を伴うアンケート

調査・モニタリング調査を専門家等と連携して実施します。 

 調査は事業計画の策定・実施に取り組んでいる小規模事業者の既存の商品・サービス

または新たに開発した商品・サービスを対象とし、消費者からの評価・改善点・アドバ

イス等を収集・分析することで消費者ニーズを把握し、これを小規模事業者へ提供する

ことでその商品・サービスの改良につなげ、売れる商品・サービスづくりに活用できる

よう支援を行ないます。 

また、上記の需要動向調査によって収集された消費者ニーズ等を他の小規模事業者の

既存商品の改良・新商品の開発に繋げて行くため、業種毎にわかりやすく整理・加工し

て蓄積し、新たな伴走型支援に活用して行きます。【指針③】 

 
※【おおのじょうまちなかわくわくパビリオン】 
開催概要：着地型観光事業として大野城市商工会が平成２４年度からスタートさせた参加型

イベント。市民だけでなく市外からの参加者も多く、商工業者は自身の事業所で
体験型イベント等を行なうことにより、自社のＰＲや販路開拓に繋げることがで
きる。 

出展者数：３０事業所  来場者数：約13,000人 （いずれも平成２７年度） 
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※【まちづくり産業展】 
開催概要：大野城市及び市内各種団体が連携して開催するイベントで、２日間で合計１０の

イベントが開催される。このうち大野城市商工会が主催するまちづくり産業展
は、市内の商工業者が出展し即売・ＰＲを行なうことにより、自社を広く市民に
告知するためのイベントとして毎年開催している。 

出展者数：４６事業所  来場者数：約45,000人 （いずれも平成２７年度） 
 

【実施例Ⅰ】食品製造業の既存商品改良または新商品開発をイメージしたアンケート 

 調査対象：経営計画策定・実施する小規模事業者事業者の既存または新しい商品 

 実施方法：試供品・試作品に対するアンケート等 目標標本数５０件以上 

 調査項目：属性、味、容量、パッケージ、価格、満足度、購入意欲 等 

 活用方法：商品の改良・開発に対するブラッシュアップに活用 

 

【実施例Ⅱ】理美容店の顧客数ＵＰに向けたアンケート 

 調査対象：経営計画策定・実施する小規模事業者事業者の既存または新しいサービス

 実施方法：属性を絞ったアンケート等 目標標本数３０件以上 

 調査項目：属性、居住地区、現在利用しているサービスに対する利用頻度・価格・満

足度、店舗の認知、受けたいサービス、サービスに求めるもの 等 

 活用方法：店舗でのサービスの提供に対する改善・戦略に活用 

 

⑵日経テレコンを活用した情報収集・提供 （拡充） 
事業計画の策定・実施に取り組んでいる小規模事業者の既存の商品・サービスの改良

または新たな商品・サービスの開発に向けて、日経テレコン※を活用した情報提供を行

います。マーケット全体のトレンドや各商品の消費動向を収集・整理し、小規模事業者

へ提供します。最新の情報を提供することにより、新たな商品・サービスの販売戦略に

結び付けられるよう支援します。 

また、上記で得られた情報を他の小規模事業者の既存の商品・サービスの改良または

新たな商品・サービスの開発に繋げて行くため、業種毎にわかりやすく整理・加工して

蓄積し、新たな伴走型支援に活用して行きます。【指針③】 
 

※【日経テレコン】 日本経済新聞社が提供するビジネス向けオンラインデータベースサービス

の名称。 同社のデータベース NEEDSに蓄積されている膨大な情報の中か
ら、新聞・雑誌記事、人事、企業、新製品、法律、特許、科学技術、POS
などのデータを閲覧することができる。 

 

 支援対象：経営計画策定・実施する小規模事業者 

 収集項目：売れ筋ランキング、商品別・メーカー別売上高推移、消費動向、 

トレンド情報 

 実施方法：経営指導員の巡回指導時に、タブレットから日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ

により随時情報提供 

 活用方法：消費者ニーズや３ヵ月先の動向を予測することにより取扱商品の見直し 

販売戦略に活用 
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 (目標件数) 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
消費者アンケート等による支援企業数 未実施 10 12 14 16 18 
日経テレコン活用による支援企業数 未実施 10 12 14 16 18 

 

 

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】 

（現状と今後の目標・取組み） 

これまで小規模事業者に対する販路開拓支援は、商談会等の開催に関する情報提供や

具体的な経営相談を受けた際の取引先紹介等に留まっていました。小規模事業者にとっ

て販路開拓は大変重要なものですが、同時に最大の弱点であると言っても過言ではあり

ません。 

今後は他の支援機関等と連携して小規模事業者個々の課題に応じた販路開拓への支

援を行なうとともに、商談会・物産展への参加を積極的に支援できるよう改善して行き

ます。事業計画の策定・実施に取り組んでいる小規模事業者だけでなく、当市で多数を

占めている卸売・小売業と建設業の小規模事業者に特に重点を置いて販路開拓を支援し

ます。 

 

⑴販売促進支援セミナー開催と個社支援の実施 （拡充） 

市内では卸売・小売業者が圧倒的に多いことを踏まえ、今後は専門家と連携して、卸

売・小売業の小規模事業者を対象とするＰＯＰ・チラシ・ＤＭ作成から接客接遇、通販・

Web販売への進出、ＳＮＳ活用による販路拡大までを体系的に学ぶことができる販売促

進支援セミナーを開催し、効果的な伴走型支援に繋げて行きます。特に、前述５．(1)

の消費者アンケート等を実施した小規模事業者は受講必須とし、販路開拓支援に向けた

基礎知識としての取得を促進して行きます。 

また、上記のセミナーを受けた小規模事業者には、次のステップとしてレイアウトや

接遇といったそれぞれの分野に即した専門家を招聘し、販売戦略を実現するための支援

を実施します。例えば、小売業であれば販売価格見直しのための仕入れ先の再検討や品

揃え改善等についての支援を、飲食業であれば新メニュー開発等の支援といった具体的

な内容に踏み込んだ支援を実施します。【指針④】 

 

⑵商談会等を活用した販路開拓支援 

①地域の商談会等を利用した販路開拓支援 （拡充）  

 商談会・物産展を中長期的な販路開拓の場と捉え、小規模事業者がステップアップし

て行くことができるような体系として支援して行きます。 

まず、最初のステージとして地域の商談会等への小規模事業者の参加を支援します。

筑紫地区５商工会が連携して毎年開催している「筑紫地区商工会個別商談会」（平成２

７年度は１１６社参加）は、卸売・小売業だけでなく、例えば建設業であればゼネコン

との商談ができる等マッチング対象を業種に係わらず拡大して開催しております。仕入

先・販売先・提携先などのビジネスパートナーを周辺地域から域外・県外へ広げ販路開
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拓に繋げることが期待できるため、今後も小規模事業者の参加を促進して販路開拓を支

援して行きます。 

また、「おおのじょうまちなかわくわくパビリオン」の中の事業所ＰＲイベントは、

例えば飲食店が音楽ライブを開催する、靴工房が手づくりシューズ教室を開催する等の

着地型観光事業で、小規模事業者が新たな集客・販路開拓に繋げることが可能です。今

後はこれをさらに充実・発展させるとともに、「大野城ブランド」確立との相乗効果に

よる流入人口の増加により小規模事業者の販路開拓を支 

援します。【指針④】 

 

②各種商談会・物産展による販路開拓支援 （拡充）  

販売促進支援セミナーを受講した小規模事業者や上記①の地域の商談会等に参加し

た小規模事業者を対象として、次のステージとなる各種商談会等への参加を積極的に推

進してステップアップを図って行きます。 

例えば県内で開催される商談会等であれば、食品系製造業や飲食業は「Food Expo 

Kyushu」（同実行委員会主催）、工業系製造業はであれば「ものづくりフェア」（日刊

工業新聞社主催）、首都圏で開催される商談会等であれば、「FOODEX JAPAN」（日本能

率協会主催）、「ニッポン全国物産展」（全国商工会連合会主催）といったように、商

談会・物産展の内容・規模・バイヤー・マッチング先などを考慮して参加事業所の積極

的な開拓を行ないます。 

商談会・物産展に参加する事業者に対しては専門家等と連携して事前指導から商談結

果・出展結果によるフィードバックまで販路開拓の継続的な支援を実施し、小規模事業

者とその経営資源の磨き上げを行なって行きます。【指針④】 

 

⑶すまいとくらしの相談センターによる販路開拓支援 （拡充）  

 市内事業所のうち卸売・小売業に次いで多く、約１２％

を占める建設業の小規模事業者の販路開拓のため、商工会

内に「大野城市すまいとくらしの相談センター」を設置し

ており、市民からの住宅修理・改修の相談に対応していま

す。これまでは数年に１度パンフレットを配布するにとど

まっていました。 

今後は年数回の告知や市民を対象とする相談会開催を

積極的に行なうとともに、大野城市社会福祉協議会と連携

して高齢者・障がい者向けの住宅改修工事を推進するな

ど、建設業関連小規模事業者の販路開拓に積極的に取り組

んでいきます。【指針④】 
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 (目標件数) 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

販路開拓支援セミナー開催回数 2 5 5 5 5 5 

販路開拓個別支援企業数 3 20 22 24 26 28 

商談会等による支援企業数 5 15 15 15 15 15 

商談会等における成約件数 3 5 5 5 5 5 

相談センターの受注件数 24 50 50 50 50 50 
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（現状と今後の目標・取組み） 

これまで地域経済の活性化に関する取組みは、それぞれの取組みが個々に行なわれる

ことが多く、取組み全体としての一体感に欠けており、このことが地域の活性化への有

効性に限界をもたらしていました。 

今後は「大野城市経済活性化協議会」を立ち上げ、市や関係機関と連携して地域経済

の活性化に取組む関係者が共通認識を持ち一体となれる仕組みを検討して行きます。 

 

１．西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に伴う取組み 

西鉄高架下の有効活用については、現在市が住民・消費者・商工業者等から選抜され

たメンバーによる委員会を設置し協議を行なっていますが、商工業者としての独自の提

言ができているとは言い切れません。 

今後は西鉄３駅周辺の小規模事業者による「西鉄高架下・駅周辺活性化検討委員会」

を立ち上げ、専門家を招聘して高架下及びその周辺地域の有効活用・活性化に関する商

工業者としての意見をとりまとめ、市・西鉄・地元自治会や消費者団体等への提言を積

極的に行なうとともに、それらステークホルダーとまちづくりに対する意識の共有化を

図ります。 

また、駅周辺地域の商店会活性化のための各種事業への支援を併せて行ないます。 

 

 

２．雇用の維持・改善に関する取組み 

前述のとおり当市は筑紫地区でも従業者数や他市町からの通勤者数が突出しており

雇用の中心となっていることから、雇用の維持・改善に取り組み従業員を定着させるこ

とにより小規模事業者の安定的発展を支援します。 

まず、「雇用の維持・改善に関する連絡協議会」を立ち上げ市・ハローワーク福岡南

等と連携を図るとともに、市内事業所の合同会社説明会の開催、新入社員研修や営業

力・販売力・技術力向上のための社員教育研修を実施します。 

また各事業所の福利厚生対策として当商工会が実施している「健康診断事業」（平成

２８年度は 299 社の 1,768 名が受診）を今後も継続させるとともに、個別の事後指導や

メンタルサポート相談会を開催します。 

併せて小規模事業者を対象に社会保険加入の啓蒙、就業規則の整備や福利厚生による
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コスト計算のための社会保険労務士による個別相談を実施し、雇用の維持・改善に努め

ます。 

 

 

３．「大野城ブランド」確立に関する取組み 

今後も市や一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会等と連携・協力し、特産品･

推奨品の拡充・発展的展開につとめて行きます。特に「大野城鶏ぼっかけ」については

販売店の増加を図るほか、品質向上への取組みを行ないレトルトパウチによるお土産品

としての販売を目指します。併せて他の特産品・推奨品との詰め合わせセットを開発・

販売することで販路開拓・消費喚起を図ります。 

また、大野城市ＰＲキャラクター「大野ジョー」は県内のご当地

キャラクターのなかでも特に人気が高く、スズキ㈱「アルトエコ」、

東洋水産㈱「マルちゃんバリうま」のＣＭに起用されるまでに成長

しました。 

その名称から当市を容易に連想できることや平成２８年度から

著作権がフリー化されたことを踏まえ、市内事業所で生産される食

品・土産物品等のパッケージ等に利用し商品イメージの向上に役立

てるとともに、同キャラクターを使った新商品開発を行ないこれら

の経済波及効果による地域経済活性化を目指します。 

さらに毎年開催している「まちづくり産業展」は内容がマンネリ

化しテーマ性が希薄となっているため、鶏料理に特化したグルメイベント等へと内容の

充実・発展を図り、「大野城鶏ぼっかけ」や他の地域ブランドを更に市内及び近郊へア

ピールできるイベントへ進化させまちのにぎわい創出の一助とします。  

 

 

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 

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 

これまで他の支援機関との連携は、必要が生じた際に個々の経営指導員や福岡県商工

会連合会が有する外部人材とのネットワークから選択していたため、小規模事業者の課

題解決策の選択肢やノウハウが限られていました。 

今後は経営発達支援事業の円滑な実施に向けてその他の支援機関等との積極的な連

携を通じ、支援ノウハウ等の情報交換を図ります。 

 

⑴経営発達支援事業推進連絡会議 

 市内認定支援機関や福岡県商工会連合会等で構成する連絡会議を３か月に１回開催

し、経営発達支援事業の進捗状況の確認と支援ノウハウ全般の共有を行ないます。 

 

⑵金融機関との業務研究会 

日本政策金融公庫福岡西支店との経営改善貸付推薦団体連絡協議会（年２回以上）、

福岡県信用保証協会との業務研究会（年１回以上）、市内金融機関（５銀行７支店）と

の懇談会（年１回以上）開催を通じて、特に小規模事業者への金融支援ノウハウの共有



１９ 
 

 

を図ります。 

 

⑶筑紫地区商工会経営指導員協議会 

 筑紫地区商工会経営導員協議会において業務研究会を四半期に１回開催し、経営発達

支援事業に関するノウハウ全般を共有して行きます。 

 

 

２．経営指導員等の資質の向上等に関すること 

経営指導員等の資質向上については、福岡県商工会連合会が開催する職種別・階層別

研修等への参加を中心に対応を図っています。しかし年間数回程度しか開催されない研

修であるため体系的とは言い難く、個人により指導・支援能力に差異が生じています。

経営指導員は経営支援に関する基礎的知識・経験を有していることを踏まえ、今後は

小規模事業者により踏み込んで支援するためのコーチング能力等を高められるように、

経営支援員は税務・労働等を中心に業務を行なっているため、今後はそれ以外の経営支

援に関する基礎的知識を持てるように資質向上に努め、職員全員が経営発達支援事業を

実行するスキルを持てるようにします。 

また、経営指導員・経営支援員両者ともに、まちづくりや地域ブランド等の地域経済

の活性化に必要な知識も持てるような資質向上も行います。 

 

⑴資質の向上に関する取組み 

福岡県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、経営指導員４名は中小企業大学校

が主催する「中小企業支援担当者等研修」に年１回以上、経営支援員８名は中小企業基

盤整備機構九州本部が主催する「小規模事業者支援研修」に年１回以上参加させること

で小規模事業者に対する支援能力の向上を図ります。また、年６回程度専門家を招聘し

た職員研修を開催します。 

また、職員個人の資質向上への取組みを推進するため、中小企業診断士等の経営発達

支援事業に有効な資格取得に係る費用の一部を商工会にて負担する仕組みを作ります。

 

⑵情報の共有化に関する取組み 

各経営指導員が持つスキルや研修で得た知識・情報を職員全員で共有化するため、毎

月１回業務研究会を開催し職員の資質の向上・均一化を図ります。 

また、経営発達支援事業として小規模事業者の支援を行なう際は外部機関・専門家と

連携して行なうこととし、支援ノウハウの共有を図り伴走型の支援能力の向上を図るた

め、専門家等による指導内容について県下の商工会が利用している業務支援グループウ

ェア「商工イントラ」の経営カルテへ詳細に入力することを義務化し、データ化された

小規模事業者の経営状況の分析やヒアリングの結果、伴走型支援の履歴等のデータを職

員全員で共有します。 
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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 

商工会が実施する事業については、事業の評価基準が明確となっていないため、評価

結果に基づく事業計画見直しが行われにくいのが現状です。 

今後は事業の実施状況及び成果について、目標達成度合・数値的評価・費用対効果に

よる評価を行なうことにより事業の検証と見直しを行い、経営発達支援事業の実施効果

を高めます。 

 

⑴経営発達支援事業の評価及び見直し体制 

商工会の正副会長、常任委員長のほか大野城市地域創造部部長、ふるさとにぎわい課

課長、同課係長、地元金融機関支店長、中小企業診断士、福岡県商工会連合会などの外

部有識者により「大野城市商工会経営発達支援事業評価委員会」を設置し、毎年度第三

者の視点を加えたＰＤＣＡサイクルにより事業の評価・見直しを行います。 

 

⑵経営発達支援事業の評価及び見直しの決定・承認・公表 

「大野城市商工会経営発達支援事業評価委員会」から示された事業の評価・見直し案

は理事会における審議・議決を経て、通常総代会にて報告し承認を受けます。併せて事

業の成果・評価・見直しの結果をweb上で計画期間中公表します。 
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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 

 

（１）組織体制                                 （平成２８年１０月現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

（２）連絡先 

〒８１６－０９３２ 

    福岡県大野城市瓦田２丁目６番１２号 

    大野城市商工会 

     電 話：０９２-５８１-３４１２ 

     ＦＡＸ：０９２-５８１-３７０３ 

     ＵＲＬ：http:// www.oonojo.or.jp/  
 

【理事会】 

総代会 

理事（２３名） 

会長 

副会長（２名） 

監事（２名） 

【事務局】 
事務局長  １名

経営指導員 ４名

経営支援員 ８名

臨時職員  ２名 経営発達支援事業

評価委員会 

経
営
発
達
支
援
事
業 

小規模事業者等 

地
域
経
済
活
性
化 

委員会・部会 

報告

評価

大野城市商工会 

大野城市 

外部支援機関等 

連携・協力

連携・協力
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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） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 5,300 5,850 6,300 6,750 7,200 

 

 
地域経済動向調査 

経営分析支援 

事業計画策定支援 

事業計画実施支援 

需要動向調査 

需要開拓支援 

地域経済活性化 

支援体制整備 

 

800 

300 

500 

500 

200 

1,500 

1,000 

500 

 

 

800 

400 

600 

650 

300 

1,600 

1,000 

500 

 

 

800 

500 

700 

800 

300 

1,700 

1,000 

500 

 

 

800 

600 

800 

950 

300 

1,800 

1,000 

500 

 

 

800 

700 

900 

1,100 

300 

1,900 

1,000 

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 

 

補助金（国・県・市）、事業受託、会費・手数料収入 

 

（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） 

 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．経営発達支援事業に関する連携 

⑴地域の経済動向調査に関すること 

【連携内容】地域の経済動向の調査分析・情報提供のための資料作成 

【連携機関】福岡県商工会連合会・日本政策金融公庫・和み経営コンサルティング 

大野城市 

 

⑵経営状況の分析に関すること 

【連携内容】小規模事業者の経営分析の専門的支援 

【連携機関】福岡県商工会連合会・中園税理士事務所・馬淵税理士事務所・ 

エスフィール 

 

⑶事業計画策定支援に関すること 

【連携内容】小規模事業者の事業計画策定支援 

【連携機関】福岡県商工会連合会・中園税理士事務所・エスフィール・ 

福岡県事業引継ぎ支援センター・大野城市 

 

⑷事業計画策定後の実施支援に関すること 

【連携内容】小規模事業者の事業計画策定後の実施支援 

【連携機関】福岡県商工会連合会・福岡県よろず支援拠点・中小企業基盤整備機構・ 

福岡県事業引継ぎ支援センター・日本政策金融公庫・福岡県信用保証協会・

福岡銀行・西日本シティ銀行 

 

⑸需要動向調査に関すること 

【連携内容】需要動向の調査・分析・情報提供のための資料作成 

【連携機関】福岡県商工会連合会・日本政策金融公庫・和み経営コンサルティング 

 

⑹新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

【連携内容】小規模事業者の需要開拓支援 

【連携機関】福岡県商工会連合会・福岡県よろず支援拠点・中小企業基盤整備機構・ 

ジェトロ福岡・福岡県 

 

 

２．地域経済活性化に関する連携 

⑴西鉄連続立体交差事業に伴う取組み 

【連携内容】西鉄高架化に伴うまちづくりに関する共通意識の醸成 

【連携機関】大野城市・大野城市商店会連合会 
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⑵雇用の維持・改善に伴う取組み 

【連携内容】市内事業所における雇用の維持・改善に関する支援 

【連携機関】大野城市・ハローワーク福岡南・眞知子行政労務事務所 

 

⑶大野城ブランド確立に伴う取組み 

【連携内容】特産品等の開発支援 

【連携機関】大野城市・一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会・ 

福岡県商工会連合会 

 

連携者及びその役割 

 

１．認定支援機関である連携者 

⑴大野城市内 

【大野城市商工会】 

  会長 花田 稔之 

福岡県大野城市瓦田 2-6-12      電話 092-581-3412 

《役割》本経営発達支援計画の中心、連携者のとりまとめ 

 

【エスフィール】   

中小企業診断士 椎畑 貴博 

福岡県大野城市中央 2-14-3-302    電話 090-1167-7673 

《役割》経営支援 

 

【中園税理士事務所】 

税理士 中園 淳 

福岡県大野城市筒井 1-3-17-101    電話 092-574-7980 

《役割》経営分析支援 

 

【㈱福岡銀行下大利支店】 

支店長 西倉 邦弘 

福岡県大野城市下大利 1-9-22     電話 092-582-7373 

《役割》金融支援 

 

【㈱西日本シティ銀行白木原支店】 

 支店長 森部 誠司 

 福岡県大野城市白木原 1-5-15     電話 092-501-2241 

《役割》金融支援 
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⑵大野城市外 

【福岡県商工会連合会】 

 会長 城戸 津紀雄 

福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15   電話 092-622-7708 

《役割》経営発達支援事業アドバイザー・経営支援 

 

【和み経営コンサルティング】  

 中小企業診断士 廣門 和久 

福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17  電話 090-1364-7767 

《役割》経営発達支援事業コーディネーター・経営支援 

 

２．認定支援機関以外の連携者 

【大野城市】 

 市長 井本 宗司  

福岡県大野城市曙町 2-2-1       電話 092-501-2211 

《役割》施策支援・地域経済活性化支援 

  

【福 岡 県】  

  知事 小川 洋 

  福岡県福岡市博多区東公園 7-7     電話 092-651-1111 

《役割》施策支援 

 

【福岡県よろず支援拠点】  

㈶福岡県中小企業振興センター 理事長 髙木 郁夫  

福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15   電話 092-622-7809 

《役割》経営支援 

  

【中小企業基盤整備機構九州本部】 

 本部長 齊藤 三 

福岡県福岡市博多区祇園町 4-2      電話 092-263-1500 

《役割》経営支援 

 

【福岡県事業引継ぎ支援センター】 

福岡商工会議所 会頭 礒山 誠二 

福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28  電話 092-441-6922 

《役割》事業承継支援 

 

【日本貿易振興機構福岡貿易情報センター(ジェトロ福岡) 】   

所長 斎藤 健史 

福岡県福岡市中央区天神 1-11-17    電話 092-741-8783 

  《役割》海外進出支援 
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【福岡南職業安定所(ハローワーク福岡南)】 

 所長 岩野 眞司 

福岡県春日市春日公園 3-2           電話 092-513-8609 

《役割》雇用改善支援 

 

【㈱日本政策金融公庫福岡西支店】  

支店長 白倉 和弘 

福岡県福岡市中央区大名 1-4-1        電話 092-712-4381 

《役割》金融支援 

 

【福岡県信用保証協会】 

 会長 牛尾 長生 

福岡県福岡市博多区博多駅南 2-2-1   電話 092-415-2603 

《役割》金融支援 

 

【馬渕税理士事務所】 

 税理士 馬渕 久雅 

福岡県春日市春日原南町 3-6-402    電話 092-572-0466 

《役割》経営分析支援 

 

【眞知子行政労務事務所】 

 社会保険労務士 弓場 眞知子 

福岡県大野城市月の浦 2-10-27      電話 092-596-2326 

《役割》雇用改善支援 

 

【大野城市商店会連合会】 

 会長 手島 規雄 

 福岡県大野城市瓦田 2-6-12          電話 092-581-3412 

《役割》市内四商店会のとりまとめ・事業協力 

 

【一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会】 

 福岡県大野城市曙町 2-2-1       電話 092-558-1303 

《役割》地域経済活性化支援 
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連携体制図等 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
【市内認定支援機関】 

エスフィール 

中園税理士事務所 

福岡銀行下大利支店 

西日本シティ銀行白木原支店

【市外認定支援機関】 

福岡県商工会連合会 

和み経営コンサルティング 

 

 
 
福岡県よろず支援拠点 

中小企業基盤整備機構 

事業引継ぎ支援センター 

ジェトロ福岡 

ハローワーク福岡南 

日本政策金融公庫 

福岡県信用保証協会 

馬渕税理士事務所 

眞知子行政労務事務所 

 

大野城市商工会 

大野城市 

認定支援機関連携体 

小規模事業者等 

福岡県 

その他支援機関 

支

援

大野城市商店 

会連合会 

経
営
発
達
支
援
事
業 

地
域
経
済
活
性
化 

連携 連携 

連携 

大野城市にぎわ

いづくり協議会 

連携 

ＰＤＣＡ 

連携 


