
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
遠賀町商工会       法人番号 3290805004783 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

当商工会では、福岡県、遠賀郡内４町、地域金融機関、その他支援機関と連

携し、町内全体の事業所の伴走型支援の徹底を図るとともに商店街支援による

小売・サービス業の個別事業者の経営力向上と町内創業者の創出及び事業承継

の増加を目標として事業計画の策定等による小規模事業者の「売上の向上」「利

益の確保」の取り組み支援を実施し、中長期的に遠賀町全体の経済が活性化す

ることを目指す。 

 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

①地域の経済動向調査 

・地域の経済動向について、調査・分析を行い、各業種の経営状況を把握し、

景況動向を情報提供いたします。 

②経営分析・需要動向調査 

・小規模事業者が抱える問題を巡回訪問等により的確に捉え、現在の経営状態・

今後の方向性を導く経営分析を行います。 

③事業計画の策定・実施支援 

・小規模事業者が抱える経営課題を解決するため、①②の調査の結果を踏まえ

事業計画策定セミナー・個別相談会を開催し、事業計画のノウハウ・策定支援

を行い事業者の立場に立った伴走型の支援を行います。 

④事業計画策定後の支援 

他支援機関と連携して創業希望者の発掘、創業後のアフターフォロー等経営全

般にわたり積極的に支援を行います。また、第二創業・経営革新を積極的に推

進・支援します。 

⑤需要動向調査に関すること 

国、福岡県商工会連合会など需要動向調査を活用することにより小規模事業者

へ消費トレンドや市場ニーズを提供します。 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・展示会、商談会への出展支援としてステージごとの細やかな支援を行います。

販路開拓のための補助金活用や域内消費による売上の持続的支援を行います。

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

・地域商店街活性化対策の支援を行います。 

・需要開拓・にぎわい創出を目的としたイベントを開催します。 

・農商工連携をはじめとする地域資源活用の取り組みを推進してまいります。

 

連絡先 

住所：〒811-4307 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川２－６－１８ 

電話：093-293-0165 

URL： http://www.onga-shoukou.net/ 

Email:onga@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 

１．地域の現状 

（１）地域の特性 

遠賀町は、面積 22.14ｋ㎡、人口 19,379 人（平成 28 年 8 月）福岡県の北東部、北九州

市の西側に位置し、遠賀川の豊かな恵によって形成された遠賀平野の中心に位置する町で

あり、農地が 35％を占め、良好な水田を有する農村地帯にある水と緑に囲まれた自然豊

かな町である。  

福岡都市圏、北九州都市圏のベッドタウンとして、ＪＲ遠賀川駅周辺及び大型店を中心

とした松の本今古賀地区における商業・業務の都市機能が集積した交通の利便性、居住環

境がよいことが強みである。国道 3 号線の通行量は 24 時間で 4 万台。遠賀川駅乗降客数

5,000 人。また、自然と共生し健康的で心豊かに暮らせる次世代駅前空間として、遠賀川

駅南開発がすすめられており駅を中心とした利便性の高い活気あるまちづくり計画がす

すめられている。 

人口は、ここ数年横ばいが続く。また高齢化率が 29％と地域の少子高齢化が進行して

いる。このような厳しい経営環境である中、事業所においても高齢化が進行している。 

遠賀町の工業については、金属製品製造業や一般機械器具製造業が多く、その工場の

83％が用途外に立地し、住宅と工場が隣接している箇所があり良好な住環境と産業施設と

の調和が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域産業の概要 

遠賀町の商工業者数は、平成 24 年の経済セ

ンサス調査で 866 事業所、うち小売業・サービ

ス業 76％、建設業 14％、製造業 10％である。

88.5％が小規模事業者である。また、就業人口

（66.3%）、総生産額（88,1%）ともに第 3 次産

業が群を抜いている。第 3次産業の中でも、卸・

小売業、医療・福祉サービス業の比率が高い。 

 

（３）地域の課題 

遠賀町では、人口の減少が今後見込まれることから域内を中心とする商圏の中小・小

規模事業者の売上減少が続くことが想定される。平成 28 年 9 月に遠賀町が実施した商工

業者アンケートによると事業者が抱えている経営上の問題として「売上の伸び悩み」「売

上利益率の低下の改善」が商工業者全体の 30％を超える割合となっており小規模事業者の

売上の確保が課題となっている。 
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遠賀町内の商店街については、商業・業務の都市機能が集積しているが商店街の利用が

少ない状況にある。町内消費者アンケートでは、消費者がお店を利用する理由として「品

揃えが豊富」、「価格が安い」「自宅から近い」が多いものの北九州市近隣の買い廻りが多

く遠賀川駅前商店街の 49％、松の本今古賀商店街の 22％では全く利用がされていない。

そのため商店街の小規模事業者の利用を増やすためには、新商品開発や特色ある店舗づく

りが課題である。 

また、「後継者が確保できていない」事業者の割合が 45.5％と高く、高齢化による後継

者不足により廃業を選択する事業者が増加、小規模事業者の減少が想定される。遠賀町で

は、スモールオフィスやセミナールーム等整備されたインキュベート施設が平成 29 年 3

月に開設予定されており町、商工会が一体となった商工業者の創出、後継者対策による事

業者の増加が課題である。 

  

２．遠賀町商工会の取り組み 

商工会は、地域の特徴を踏まえ、これまで以下の取り組みを実施してきた。 

・全国商工会連合会と連携した景気動向調査 

・経営革新計画及び各種補助事業の申請支援・フォローアップ支援 

・おんが創業支援協議会（※１）との連携による創業支援セミナー実施 

・商店街にぎわい創出のためのイベント「おんが得トクまつり」「遠賀ふれあいはしご

酒大会」など地域振興イベントの実施 

・プレミアム商品券発行による域内消費の拡大の取り組み 

・販路開拓支援として展示会・商談会出展支援 

・商工会情報発信事業によるホームページ作成支援 

・「遠賀の赤芋」「遠賀ふき加工品」等の地域特産品のブランド化推進 

（※1）「おんが創業支援協議会」とは、遠賀郡内４町（遠賀町、芦屋町、岡垣町、水巻

町）商工会、日本政策金融公庫および遠賀信用金庫による官民一体となったワンスト

ップの創業支援体制。 

地域の商工業者への支援として経営支援と地域振興を巡回・窓口指導を中心に経営一

般・金融指導等を行っているがこれまでの経営支援は、目的に応じたアドバイスの実施を

主に取り組み、地域の現状課題を踏まえた継続的な伴走型の支援が不足している現状にあ

った。 

 

３．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

遠賀町の小規模事業者の課題として「売上の伸び悩み」「売上利益率の低下」の改善や

「商店街利用者の減少」に対応した近隣市町村への消費流出への対応、高齢化による事業

承継対応や新規創業者支援による事業の継続がありその支援を実施することが不可欠で

ある。 
当商工会の小規模事業者の中長期的な振興のあり方として、以下の内容に取り組む。 
①小規模事業者の経営力向上 
町内の小規模事業者全体に対しては、個々の経営力向上や販路拡大、経営革新等の経営

課題に対し支援機関と連携し伴走型支援により町内小規模事業者の売上の持続的確保に

取り組む。 

 

②商店街の小規模事業者の活性化 

遠賀町と連携して遠賀町商店街振興計画に基づき小売業・サービス業の振興方策を実施

する。新商品開発や特色ある店舗づくりによる購買を高める支援を実施する。 
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③創業者創出や事業承継の推進 

遠賀町及び郡内の関係機関と連携して創業者の創出や事業承継による事業者の増加を

目指す。 
 

４．本計画の目標および方針 

   上述の中長期的な振興のあり方を踏まえ、当商工会では、福岡県、遠賀郡内４町、地域金

融機関、その他支援機関と連携し、町内全体の事業所の伴走型支援の徹底を図るとともに

商店街支援による小売・サービス業の個別事業者の経営力向上と町内創業者の創出及び事

業承継の増加を目標として事業計画の策定等による小規模事業者の「売上の向上」「利益

の確保」の取り組み支援を実施し、中長期的に遠賀町全体の経済が活性化することを目指

す。 

 

①小規模事業者の経営力向上 
福岡県、遠賀郡内４町、地域金融機関その他支援機関と連携し、個別企業に対し経営力

向上、販売促進、経営革新計画策定支援等、総合的な伴走支援による「売上の向上」「利

益の確保」の取り組み支援を行う。また、小規模事業者の事業計画策定後には売り上げを

維持すべく実行支援を行いフォローアップ体制の構築を目指す。 

（具体的実施方針） 

 ・巡回・窓口相談による地域経済動向収集及び提供による支援強化 

 ・経営分析ツールによる経営情報分析による個別支援強化 

 ・専門家派遣、支援機関との連携による経営分析の実施 

 ・展示会出展支援や商工会情報発信事業による販路開拓支援の実施 

・経営計画策定と策定後の定期的フォローアップ体制の構築 

    

②商店街事業者の個店経営力強化 

遠賀町の掲げる商工業の振興に寄添いながら、中心市街地・商店街の活性化に向けて「遠

賀町商店街振興計画」に基づき①空き店舗・空き地を活用した魅力ある店舗づくり②地域

コミュニティの強化、賑わいの場づくり③商店街、関係機関、地域住民等の協働④地域・

店舗情報の発信により町内 3/4 を占める小売・サービス業をけん引し、底上げを図る。 

  個店の魅力ある店舗、新商品づくり支援や商店街の後継者引き継ぎ支援により商店街の

個店経営力強化を図る。 

 （具体的実施方針） 

・空き店舗調査による開廃業の状況収集し需要動向を読み取りと経営計画支援の実施 

・全国商店街支援センター等支援による「商店街トータルプラン」実施支援 

・商店街需要動向調査による新たな顧客確保のための個店の魅力ある店舗づくり支援 

・商店街の後継者への円滑な引き継ぎのため事業計画の策定支援  

  

③創業支援および事業承継支援による事業者の増加 

遠賀町及び「おんが創業支援協議会」（※１）と連携して創業支援や事業承継支援を行

い事業者の増加を目指す。 

（具体的実施方針） 

・ワンストップ窓口による創業塾・創業セミナーの実施による新規創業者支援の実施 

・福岡県事業引継センター等支援機関との連携による事業承継支援 
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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・課題） 

現状、地域における経済動向調査は行っているが商工会単独の調査であり、事業者への

情報提供も十分でないことから調査結果が有効に活用されていない。今後は、地域の経済

動向について、定期的に調査・分析を行い、業種毎の経営状況等を把握する必要がある。

調査においては、全国商工会連合会の地域経済の景況や経営上の課題の抽出など基本的

な流れに沿った調査の実施により持続的な事業所支援のための事業企画や講習会におけ

るテーマの抽出等に活用することが課題である。 

 

 （今後の改善点） 

 ・中小企業景況調査については、巡回時の際の説明資料として積極的に活用する。また、

商店街を中心とする空店舗調査を年 1回実施し「商店街トータルプラン作成計画」（※2）

策定時に随時活用する。 

（※2）「商店街トータルプラン作成計画」とは、株式会社全国商店街支援センター 

と連携して実施する商店街のプランづくりによる支援。中小企業関係 4 団体(全国商

工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会)

が、地域商業の活性化を目指し、一致団結して地域商業の抱える諸問題を解決するた

め支援する機関として設立した。 

 

商店街トータルプラン作成支援 

①ビジョンづくりコース 

実践者の講演やワークショップなどを通じて、小規模事業者自らのビジョンづくりをサポ

ートする。講義やワークショップ形式で実施し、ワークショップでは「未来希望図」を作

成する。（未来希望図とは、参加者が未来の自分たちの商店街の「ありたい姿」について

議論して得たキャッチコピーをもとに作成した1枚のマップあるいはチャート。） 

 

②調査コース 

商店街が地域のニーズを調査・分析するとともに、専門家による講義やワークショップ

を通じてサポートする。 

 

③プランづくりコース 

商店街の活性化に向けた3年程度の中期プランづくりの支援として、プランづくりの具

体的な考え方や進め方等について、講義やワークショップを通じてサポートする。 

・高齢者が増加する背景から高齢者ニーズ調査を年２回実施し、事業者に対して高齢者の

動向分析による情報提供を行う。 

・空き店舗の情報の収集・把握により域内の経営情報を入手すると共に創業支援ツールと

して創業対象者へ情報提供を行う。 
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（本事業で取り組む事業内容） 

（１）中小企業景況調査（拡充実施） 

中小企業景況調査により調査経済動向を調査する。調査結果については全国商工会連合

会及び福岡県商工会連合会が四半期ごとにまとめて作成する報告書を小規模事業者等

への巡回を行う際、外部環境の的確な把握のための資料として有効に活用する。 

 

（調査項目・方法） 

経営指導員により3ヶ月に一度の調査を実施。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り記入を行う。企業が直接記入の場合も記載内容を確認すると

ともに状況把握を行う。中小企業景況調査を利用し下記調査を実施する。 

・ 3 ヶ月間の月別売上額 

・ 前年同期間と比較し売上額、単価、数量・仕入単価、採算、従業員数等について 

「増加」・「不変」・「減少」の状況 

・ 今期及び来期の設備投資計画 

・ 直面している経営上の問題点 

・ 自社が感じる業界内の状況 

 

（２）商店街空き店舗調査（新規事業） 

全国商工会連合会の調査に加え、巡回時に小売業・飲食業の新規開業、廃業情報の収集、

商店街の空き店舗調査による情報の収集。年 2回実施し、これらの調査により地域経済

動向、需要動向を読み取る。その結果は各経営指導員で共有し、経営分析、経営計画作

成支援に活用する。 

 

（調査項目） 

・商店街を中心とする開廃業の状況 

・空き店舗の状況 

 

（３）高齢者支援ニーズ調査の実施 

  人口の少子高齢化が進むことにより高齢者が必要とする情報を調査するため商工会

が実施する高齢者を対象とした住宅支援として遠賀町報（8000 部）により年 2 回の住

宅支援事業を実施、高齢者が必要とする住宅支援調査を実施し、建設業を中心に情報を

提供する。 

また、公共工事等の活用の推進を図るため遠賀町に対し小規模工事受注から入札参加

まで情報を収集、適時提供を行う。 

 

（調査項目） 

 ・高齢者が必要とするリフォーム等住宅工事ニーズ調査 

  

（４）各種調査活用・経営指導員を中心とした巡回による情報の収集（新規事業） 

  日経テレコン、POS データ、各種新聞・業界新聞による業界の業況や動向、市場ニー

ズ等を調査し、新商品情報や売れ筋情報等、小規模事業者の経営に役立つ情報を巡回や

窓口での経営相談、ホームページにより随時提供する。 

 

（調査項目） 

・県内全体・業種別の景況・業界動向・消費者ニーズ 
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・福岡県経済動向調査(福岡県) 業況判断・個人消費・生産活動・雇用情勢 

・福岡県の経済情勢（福岡県 HP ふくおかデータ WEB） 

・各種新聞・インターネット・新商品、新技術等 

 

（調査結果の活用方法） 

小規模事業者等への巡回や窓口での経営指導を行う際の説明資料として活用し、域内

を商圏とする事業者に提供する。このことにより消費者動向に対応した需要の開拓に結

び付けていくとともに事業計画策定の際の外部環境把握の基礎資料としても利用する。

調査結果は、関係する事業者へ提供するとともに、他の支援機関との情報共有を図る。

 

目標（景況調査） 

調査業種 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

製造業 2 2 3 3 3 3 

建設業 2 2 3 3 3 3 

小売業 4 4 5 5 5 5 

サービス業 7 7 9 9 9 9 

合計 15 15 20 20 20 20 

調査回数 4 4 4 4 4 4 

 

目標（空き店舗調査・高齢者ニーズ調査） 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

空き店舗調査 1 2 2 2 2 2 

高齢者ニーズ調査 2 2 2 2 2 2 

 

目標（巡回及び窓口相談時の情報提供件数） 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

巡回指導件数 539 550 600 600 600 600 

窓口指導件数 255 300 350 350 350 350 

 

（この事業による効果） 

計画的に情報を収集することで小規模事業者の景気動向を把握することができる。 

また、地域内の経済状況や消費動向を把握することで消費者の必要とする情報をタイム

リーに提供でき事業計画策定においても地域の状況や消費動向を捉えた上で小規模事

業者の機会、脅威を的確に捉え事業の方向性を確認し商工会の支援を実施することがで

きる。 

  

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状・課題） 

現状、経営相談事業、経営革新申請支援、個別経営相談、集団指導を実施している。

小規模事業者を対象にした集団セミナーの開催や個別での小規模事業者持続化補助金、

ものづくり補助金、経営革新計画策定支援を実施している。税務指導については、月 3

回の税務相談会の実施と確定申告時に財務分析を行い経営課題に即した経営指導を実

施している。労務相談については、労働保険事務組合による日常的事業者の加入、脱退

事務処理や年度更新事務により雇用の状況をヒアリングし労働問題の課題を抽出して

いる。 
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上記巡回や窓口での相談には対応しているものの、地域の経済状況を踏まえた小規模

事業者に対しての経営分析ができていなかった。また商工会内での情報の共有が図られ

ていなかったためにタイムリーな状況把握による経営分析ができていないことが課題

である。 

 

（今後の改善点） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種セミナーの開

催などを通じて、小規模事業者の経営分析を行う。専門的課題については、税理士、福

岡県、地域金融機関、福岡県中小企業振興センター等と連携し，小規模事業者の抱える

経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

地域の経済状況を踏まえた小規模事業者に対しての経営分析を実施するために経営

指導の情報の共有化を図り景気動向調査を踏まえて経営分析の実施を行う。 

 

（本事業において取り組む内容） 

（１）小規模事業者の経営分析（拡充実施） 

①地域の動向調査により小規模事業者が抱える経営課題を抽出、その解決に向けた指導を

実施する。 

②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。 

 

（項 目） 

①顧客ニーズの変化 

②市場動向の変化 

③強み・競争優位性 

④経営課題・悩み 

⑤財務分析 

⑥定性性分析としてＳＷＯＴ分析を活用、自社の「強み・弱み・機会・脅威」の整理 

 

（手 段） 

①事業展開経営分析シートツールを新たに作成して分析を実施する。 

②ネット de 記帳の財務分析、巡回訪問、個別相談を通して経営状況を把握する。 

③経営診断事業の周知や広報活動を通じて潜在的経営分析ニーズを発掘する。 

④上記を通して小規模事業者の経営状況を把握することで対象事業者の抽出を図り、希望

者に対して経営分析を行なう。 

 

（活用方法） 

①経営分析により経営課題を抽出、より専門性が求められる事項については、県連合会の

専門家派遣制度などを活用して課題解決に向けた支援を継続的に行う。 

②分析結果を、事業計画書を策定する上での根拠として使用する。 

③巡回及び窓口指導における経営指導により情報提供を行う。 

 

（２）経営指導情報の共有化（拡充実施） 

商工会ヒアリングシートにより分析項目の情報を収集し経営状況の把握するために「商

工会イントラネット（※3）」を活用し職員全体で経営状況の共有化及び支援体制の充実を

図る。 
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（※3）商工会イントラネット：福岡県下全商工会が導入しているイントラネットシステム。

商工会で相談対応した事業者の経営情報や相談カルテ等を入力し、取扱品目、従業員

構成等の事業者の基本情報を定期的に管理するツール。 

 

（３）専門家派遣、支援機関との連携による経営分析（拡充実施） 

平成27年度より福岡県が経営支援事業として実施する「経営支援モデル事業（※4）」を

活用し、売上または経常利益率を5％向上することを目指す小規模事業者のための金融相

談、各種補助金、経営革新計画等の申請による事業計画の策定支援に向けた経営分析を行

う。 

   （※4）「経営支援モデル事業」とは、福岡県（福岡県北九州中小企業振興事務所）が中心

となり関係機関と北九州地域中小企業支援協議会を設置している。協議会では、成長可

能がある等重点的に支援すべきモデル小規模事業者を選定し、当該企業へモニタリン

グ・分析、事業計画と実行支援を行い、売上高もしくは経常利益率の伸びが 5％となる

ことを目的に、事業計画実行支援を具体的に行う。 

 

目標（巡回・窓口指導件数、経営分析打診件数、専門家派遣件数） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

巡回指導件数 539 550 600 600 600 600 

窓口指導件数 255 300 350 350 350 350 

経営分析件数  44 50  50  55  55  55  

専門家派遣件数  20 25  25  27  27  27  

 

（この事業による効果） 

上記（１）（２）（３）の取り組みにより、地域の経済動向や需要動向を踏まえ、新たな視

点で経営分析を行うことで経営課題を抽出し、小規模事業者の今後の事業展開に向けて的

確な事業計画策定支援と目標設定につなげることができる。 

  

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、事業計画策定支援、伴走型の指導助言を行い小規模

事業者の事業の持続的発展を図る。 

小規模事業者が経営課題を解決し持続的発展を図るため、ミラサポ、福岡県、福岡県よ

ろず支援拠点と連携をとり中小企業診断士等の専門家、金融機関等の認定支援機関を活用

する。 

あわせて策定手法を学ぶセミナーを開催し、さらに県連合会、福岡県よろず支援拠点、

国・県・中小企業支援団体等や当会独自の専門家派遣制度による指導も活用しつつ、計画

策定及び計画実行における伴走型支援を行う。 

創業者を対象として、平成 27 年、新規取り組みの産業競争力強化法による官民一体と

なったワンストップ創業支援体制としておんが創業支援協議会（※1、P2 参照）を発足、

日本政策金融公庫、遠賀信用金庫、遠賀郡内（遠賀町、岡垣町、水巻町、芦屋町）の各町

と連携し創業支援に積極的に取り組む。 

 

（現状・課題） 

    従来は、融資や補助金の申請による事業計画を策定することが中心であり、その目的達

成のための計画策定支援として実施していた。創業対象者への支援としては、平成 27 年

から創業塾を開催している。また、経営者の高齢化が進行するなか、業績悪化は廃業に直
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結する問題であるものの、後継者の確保、円滑な事業承継に向けての後継者の養成や資

産・負債の引継ぎ等、中長期的な計画策定支援がなされていない。 

このように、一部新たな取り組みは始めているものの、現状では、小規模事業者の経営

指針となる事業計画の策定支援が十分にはできていないことから、今後、小規模事業者が

経営課題を解決でき、持続的に発展していく計画が策定できるよう、地域の経済動向、経

営状況の分析結果を踏まえて、伴走型の支援を行うことが課題である。 

 

（今後の改善点） 

    経営計画作成対象者支援のためセミナーの開催や課題に対応した計画策定支援を実施

し、なぜ事業計画の策定が必要なのかを理解してもらった上で持続的な支援を実施する。

また新規創業者や第２創業者、事業承継対象者への個別支援に対応するために関係機関と

連携して事業計画の策定を支援する。 

 

（本事業で取り組む事業内容） 

（１）事業計画策定支援セミナーの開催（拡充実施） 

事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小

規模事業者の掘り起こしを行う。事業計画の策定については、必要に応じてミラサポ、福

岡県、福岡県よろず支援拠点と連携し課題にあった専門家相談により計画を策定支援して

いく。  

 

（２）既存事業者の計画策定支援（拡充実施） 

（１）のセミナーの実施により受講者を中心に巡回指導や窓口における経営指導の際に事

業計画策定支援の支援を行う。その際、小規模事業者のモチベーションを上げるために経

営革新計画や持続化補助金等を活用する。 

 

（３）創業の支援（拡充実施） 

おんが創業支援協議会（※1、P2 参照）と連携し、官民一体となったワンストップの創

業支援体制として遠賀郡内の市町村（遠賀町、岡垣町、芦屋町、水巻町）産業競争力強化

法による遠賀町と福岡県との連携により創業者の掘り起こしを行い、創業セミナーを実施

することで遠賀郡内 4 町合同の創業計画により広域への広報が可能となるとともに金融

機関と連携した事業を実施する。掘り起こしについては、先行して創業セミナーを年 1回

企画・実施し、その後、創業塾を年 4回開催して創業者に対する事業計画策定の支援を行

う。 

 

（４）事業承継支援（新規事業） 

小規模事業者の後継者への円滑な引き継ぎのため事業承継計画書の作成の支援を実施

する。後継者がいない事業所等専門的な支援が必要な場合は、福岡県事業引継支援センタ

ーと連携して支援を行う。 

    商店街事業者の高齢化による事業承継の支援として、株式会社全国商店街支援センター

の支援を受けて「商店街トータルプラン計画（※2、P3参照）」を策定し、若手後継者の

考えを活かした承継を支援する。 

目標 

  内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定支援 セミナー開催 3 3 3 3 3 3 

支援者 20 23 25 25 25 27 



１０ 
 

第二創業（経営革

新）支援 
支援者 4 5 5 5 5 5 

創業セミナー及び

創業塾 
支援者 5 5 6 7 7 7 

事業承継計画 支援者 1 3 3 5 5 5 

 

（この事業による効果）  

    創業支援や新商品・新サービスのための補助金申請による事業計画策定支援を実施する

ことにより小規模事業者の円滑な事業の取り組みができるようになる。 

 また、必要に応じて専門家の派遣などの活用により専門的なアドバイスによる支援がで

きる。  

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が作成した事業計画に基づき、実施が円滑に進むように伴走型の支援を実

施するとともに、助言により売上の持続、拡大ができるよう支援を充実する。また、関係

機関と連携をとりながら定期的な巡回や講習会の案内などで個社に対し、特に重点的に伴

走型支援を実施する。 

 

（現状・課題） 

現状小規模事業者へのフォローアップは、情報提供や巡回時のアドバイスが主であり事

業者の取り組み内容を積極的にバックアップする体制が十分ではなかった。これまでの計

画策定支援については、作成面を中心とした支援に重きを置いており、計画通りに進捗し

ているかのヒアリング、課題の抽出が不足していることから、計画策定から実行支援まで

継続的に支援する仕組みづくりが課題である。 

 

（今後の改善点） 

    小規模事業者の事業計画の進捗状況を確認し計画通りに実施できているかを巡回で確

認していく。実施内容に問題点、新たな課題が発生した場合、速やかにフォローアップで

きる体制を整え、PDCA サイクルを確立する。また、新たな支援メニュー等最新の情報を

提供して小規模事業者の売上拡大や利益確保につながる支援をおこなう。  

 

（本事業で取り組む事業内容） 

（１）巡回指導による事業フォローアップ支援（拡充実施） 

①事業計画支援事業所へのフォローアップを重点的に実施する（年 4 回）。また、新たに

直面した経営課題については、専門家等各種支援機関と連携して幅広く対応する。 

 

②経営革新認定企業重点フォローアップ事業として経営革新認定企業に対し担当経営指

導員、福岡県商工会連合会、専門家の三位一体チームによる重点支援を行うことで経営

革新計画の実現性と実績の向上をはかる。 

 

③策定計画の支援をするため資金調達が必要な場合には、一定の要件を満たした小規模事

業者に対し、日本政策金融公庫が事業の持続的発展のための取組に必要な設備資金及びそ

れに付随する運転資金を低利で融資する『小規模事業者経営発達支援融資制度』の活用を

積極的に推進する。 
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（２）創業のフォローアップ支援（拡充実施） 

創業セミナーの実施により特定創業者認定を行い制度活用による創業支援を実施する。

また、創業者に対する事業計画策定後のフォローアップ支援を 3ヶ月に 1度実施する。 

 

（３）事業承継のフォローアップ支援（新規事業） 

    事業承継計画策定後のフォローアップ支援として福岡県事業引継支援センター等の外

部機関と連携した支援を 3ヶ月に 1度実施する。 

 

（４）融資制度・施策活用事業者への事業実施支援（新規事業） 

事業計画策定後、資金面で計画通り進んでいるかの確認が必要であり、日本政策金融公

庫小規模事業者経営発達支援融資制度を活用し、事業計画策定支援、融資後のフォローア

ップを継続実施する。（年 1 回）融資後のフォローアップにより持続的な事業者への支援

を実施する。 

 

目標（フォローアップ） 

  内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定支援 支援者 20 23 25 25 25 27 

第二創業（経営革

新）支援 
支援者 4 5 5 5 5 5 

創業セミナー及び

創業塾 
支援者 5 5 6 7 7 7 

事業承継計画 支援者 1 3 3 5 5 5 

 

（この事業による効果） 

事業進捗により新たに直面した課題等、状況に合わせて迅速に対応することができる。

融資についても適時適切な対応が可能となる。また、各種施策のタイムリーな活用で問題

の解決が迅速にできる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

    現状、需要動向調査による支援については、事業計画策定の際に国、福岡県商工会連合

会等の需要動向調査の情報や町の統計データを使用し市場規模や市場動向を分析してい

るが、限られた情報を入手するため的確な需要動向の把握ができていない状況にあった。

    個々の事業者のニーズにあった売上につながる情報を提供していくことが課題である。

 

（今後の改善点） 

    小規模事業者が販売する商品や提供する役務の需要動向を的確に提供するために日経

テレコンの POS 情報システムで販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報を調

査し、個々の事業者に関連する業界情報を最新動向として提供する。 

小売、サービスを中心とする商店街の事業者支援として町内外の消費者に対して消費者

購買意識調査を実施する。 

上記調査によって個々の事業者のターゲットに合った商品構成、売り方の工夫、新商品

サービス開発のために分析を行い「消費者に選んでもらえる店づくり支援」による売上拡

大を目指す。また、得られた情報は巡回時、広報、ホームページなどで情報提供を行う。
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（本事業で取り組む事業内容） 

（１）日経テレコンのシステムを活用した需要動向調査（新規事業） 

特に商工業者の80％を占める第3次産業のうち小売・サービス業の小規模事業者が行う

既存商品・サービスの改善や新商品・サービス開発のための需要動向調査として日経テレ

コンのPOSEYES ※を活用し、スーパーマーケット店頭で販売されている加工食品・家庭

用品のPOSデータに基づく売れ筋商品や商品トレンド情報の調査を行い、商品の動きや顧

客の動向について情報収集する。調査情報は、事業計画を策定する事業所のうち小売・サ

ービス業の小規模事業者に提供する。 

事業計画を策定する小売・サービス業のうち新商品・サービスを開発する事業所を対象

に業界の新商品・サービスのトレンドと自社商品を比較分析し売れる商品・サービスづく

りのための資料として情報分析し提供する。 

※ POSEYES は加工食品、酒類、家庭用品など1650 分類、265 万商品の売上情報を集録

しており、全てのデータが閲覧・ダウンロードが可能。その他ヒット商品や競合他社の動

向に関する最新の新聞・雑誌のニュースも収集でき有用性が高い。 

 

（手段） 

日経テレコン、POS 情報、日経流通新聞等により情報収集する。 

 

（支援対象者） 

事業計画を策定する事業者のうち、小売・サービス業の小規模事業者 
 

（調査及び情報提供等を行う項目） 

地域別事業所情報、業態別統計調査、売れ筋商品、商品トレンド情報、市場推移調査 
 

（活用方法） 

①商品の動き、顧客の購買行動をつかんだうえで既存商品・サービスの改善や新商品・

サービスの開発ができるよう巡回及び窓口で事業者へ情報提供する。商工会会報誌やホ

ームページにより定期的に情報提供する。 

②ターゲットや売れる商品・サービスづくりの判断材料として情報分析する。 

 

（２）消費者購買意識調査による商店街個者支援（拡充実施） 

    遠賀町では、遠賀町商店街振興計画を策定するための「遠賀町活性化未来会議」※にお

いて町内消費者の日常の買い物先調査、商店街利用調査、商店街空き店舗活用調査を実施

している。その結果、消費者の利用する理由として「品揃えが豊富」、「価格が安い」「自

宅から近い」が多いが、商店街の利用が少なく、北九州市近隣での買い廻りが多い傾向に

ある。そこで北九州市及びその近郊市町村に住む町内利用者（JR 乗降客、病院、大型店、

銀行、町内事業所勤務者等）の消費購買意識調査を遠賀町と連携し実施する。また遠賀川

駅前商店街および松の本今古賀商店街と連携して商店街の消費購買意識調査を子育て世

代女性等の地域活動グループへ「グループインタビュー」を実施する。 

この調査により町内外の消費者の買物行動の特性や商店街の利便性や評価を把握し、販

売促進につながる情報を巡回、窓口相談で提供し、新たな顧客確保、商店街の魅力ある店

舗づくり等支援による売上向上を目指す。 

    ※「遠賀町活性化未来会議」とは、商店街の事業主や次世代事業主、消費行動の基軸と

なる若者の主婦層、農業者、行政の構成で「未来会議」を開催し、空きテナントの改修、

再開発などの検討により、近い未来の商店街イメージ創出、活性化の具体的取り組みを検

討し商店街将来像を策定するもの。 
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「消費者購買意識調査」 

 

（手段） 

北九州市及びその近郊市町村に住む町内利用者（JR 乗降客、病院、大型店、銀行、町

内事業所勤務者等）200 名に対して年 1回「消費者購買意識調査」を実施し、商店街事

業者に必要とされる需要動向の把握、データ集計を行う。 

 

（支援対象者） 

商店街の小売業、理美容、飲食業、その他サービス業 

 

（調査及び情報提供を行う項目） 

①年齢、住所②日常の買い物・サービス（生鮮食料品、日用品、医薬品、化粧品、衣料

品、電化製品、理美容、飲食）（購入先、交通手段、買物頻度）③利用する広告媒体 

④商店街の利用頻度⑤商店街事業者に不足している商品・サービス⑥商店街事業者に求

める商品・サービス 

 

（活用方法） 

①町外在住消費者のうち町内事業所を利用する可能性の高い消費者の買物行動や商店

街へ求める商品・サービスを調査する。店舗づくりとして商品構成の見直しや販売促進

の改善のために情報を提供する。巡回及び窓口で情報を提供する。またホームページで

も提供する。 

②事業者が新商品・サービスの開発や商品の販売戦略の見直しのため情報分析とする。

 

 グループインタビュー 

 

（手段） 

遠賀川駅前商店街および松の本今古賀商店街と連携して町内の消費購買意識調査とし

て（例）子育て世代女性等の地域活動グループ（5名程度）と「グループインタビュー」

を年 1回実施する。商店街事業者の新商品・サービスに対してのインタビューを行いア

イデア仮説検証や商品コンセプト、性能評価等の調査を行う。 

 

（支援対象者）  

商店街の小売業、理美容、飲食業、その他サービス業、事業計画策定支援対象者 

 

（調査及び情報提供を行う項目） 

①第一印象、新しさ、差別性②ニーズの強さ、不満の大きさ③魅力度と魅力ポイント

④使用意向、購入意向⑤想定される使用シーン、イメージの拡がり⑥競合との比較、ポ

ジショニング⑦使用の形態.使用頻度⑧改善要望、アイデアの追加 

 

（活用方法） 

 町内消費者にグループインタビューすることで対象消費者の心理・行動を把握し、新商

品・サービスで顧客ニーズにどのように応えるか、顧客にどのようなメリットを与える

のか分析を行い事業計画策定の際の基礎資料として情報提供する。 
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目標 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

日経テレコンを活用し

た需要動向調査 

情報提供事業者数 0 10 10 20 20 20 

調査分析支援者数 0 5 5 10 10 10 

消費者購買意識調査 

サンプル数 0 200 200 200 200 200 

情報提供事業者数 0 70 70 70 70 70 

調査分析支援者数 0 5 5 10 10 10 

グループインタビュー 

回数 0 1 1 1 1 1 

情報提供事業者数 0 5 5 5 5 5 

調査分析支援者数 0 5 5 5 5 5 

 

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】 

（現状と課題） 

商工会では、広報誌「おんが商工会だより」を年間約10回、1回につき550部発行、町民

向け広報誌を年1回7,000部発行し、情報発信や地域資源を使った小規模事業者による域内

消費PR、小規模事業者向けの需要開拓支援を実施している。販路開拓支援は、商工会主催

のイベントで売り出しセールの新聞折込みで町内を中心にPRしている他、商工会ホームペ

ージでの案内している。セールチケットを作成し、イベントとの相乗効果により抽選会を

商店街対策として実施している。 

これらの活動は、小規模事業者の PR に一定の効果をもたらしているが、まだ小規模事

業者の情報を知らない町内外の住民が多く、小規模事業者の情報を効果的に情報提供し、

さらに積極的な PR を行うことにより販促効果を高めることが必要である。 

小規模事業者の販売促進の内容や商圏等のレベルにあわせた出展の支援、中長期的視点

での販路開拓の場として、出展者がステップアップできるような体系的継続的な支援を行

うことが課題である。 

    

  （今後の改善点） 

    小規模事業者の情報をホームページで発信することにより域内外の消費者に対して情

報発信を行うと共にテストマーケティングの場として展示会出展支援の充実を図る。また

商店街振興として地域イベントを開催し需要の創造や掘り起こしのための消費者調査を

実施するとともに小規模事業者の商品・サービスの情報発信の場として支援を行う。 

  

（実施内容） 

（１）「商工会情報発信事業」によるホームページ作成支援による情報発信の実施（拡充実施）

    遠賀町商工会で開発したホームページ作成ツールにより、小規模事業者が域外において

PR できるツールとして作成を支援し、掲載するコンテンツとして小規模事業者の提供す

る商品、サービスを情報収集する。当該ホームページは、職員による簡易作成が可能であ

り、業種ごとに可視化されたカテゴリー分けができるため、収集した需要動向、分析を的

確に事業者に提供することができる。また創業者向けには、併せて商工会役員と小規模事

業者へ同行訪問による取材により情報の共有を図り、商工会一体となった支援を実施す

る。 

 

（２）展示会、商談会への出展支援（拡充実施） 

①地域イベントを活用した事業者出展による販路開拓（商工会主催） 

小規模事業者の出展支援として事業者の販売促進の方法や事業者の出展のステージご
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とに出展支援を行う。事業者の入門ステージとして商工会主催で実施されるテストマーケ

ティングを実施する。 

・遠賀ふれあいはしご酒大会 

地域の飲食店４０事業者の参加により実施される販売促進のイベントで町内商店街と

連携して実施。決められた件数を域内・域外消費者に廻っていただき事業所の PR を行い

販売支援、認知度の向上を図るものとして支援していく。消費者に対してアンケートを実

施し事業者の今後の支援に活かすよう PDCA の徹底により実施。 

・おんが得トクまつり 

歳末の商店街セールにあわせ実施される販売促進のイベント。商店街、地域のボランテ

ィア団体と連携し歳末の販売促進を図る。小売・サービスを中心に販売するが特に農商工

連携による特産品の PR や工業製品の PR を実施し販路開拓を支援していく。 

②連携機関への出展支援 

育成ステージとして福岡県商工会連合会開催が実施する消費者・バイヤーの反応調査を

行う場、出展方法や商談の留意点を学ぶ場としての展示会、大型商談ステージとして全国

規模あるいは大規模バイヤー等との商談会に参加を支援し取引の拡大を目指すものとし

て設定し、ステージごとに事業者のための出展支援を実施する。 

また、福岡県の経営支援モデル事業として実施している中小企業の売上向上のため地域

の事業者の「自慢の逸品」等魅力的な商品をＰＲするため、「合同物産展・商談会」への

出展を支援する。  

・育成ステージ 

RKB よかもんフェア、農と商工の自慢の逸品商談会、福岡県「物産展・商談会」 

・大型商談ステージ 

百貨店等商談会、全国物産展テストマーケティング 

 

（３）販路開拓支援のための補助金活用による個別事業の販路開拓支援（拡充実施） 

（２）の展示会出展を行うためには、チラシ作成や商品開発等販売促進のための補助金

活用による個別支援が必要であり、販路開拓に係わる経営指導を実施する。補助金等を活

用した支援により効果的に販売促進支援ができるよう申請書作成支援を行う。また、展示

会出展時に同行し販売促進ツールの効果的活用や商談同伴を行う。展示会後のフォローと

して展示会での売上高の推移、今後の販売の方針について伴走型支援を実施する。 
 

（４）プレスリリースの活用による販売促進支援（新規事業） 

事業者が新商品・新役務として開発した商品については、マスメディアへの販売促進の

手段として「プレス福岡(※6)」の活用によりタイムリーに対象顧客に情報提供する。 

(※6)プレス福岡：福岡県下の商工業者の商品・サービス・技術及び地域観光・イベン

ト情報などの広報活動を、県内外のマスコミに向けてプレス通信会社を通じてプレス

リリースするサービス。従来独自では困難だった事業者や地域の情報発信をホームペ

ージ・メール配信によりマスコミ各社に情報提供する。 

 

（５）「プレミアム付商品券」の発行による販路支援 

町内消費喚起を図るため、福岡県及び遠賀町と連携しプレミアム付商品券の発行を行

う。平成 27 年度はプレミアム率 20％、発行総額 2億 1,000 万円（うちリフォーム券 8,500

万円）を発行する。販売促進として商店街のセール支援を行い、町外からの消費を呼び込

むきっかけをつくる。工業向けには、住宅リフォーム等商品券を発行し業種ごとの販売金

額の情報を収集し事業者ごとの伴走支援を実施する。平成 28 年度以降については福岡県

及び遠賀町と調整を図った上で発行額その他詳細について決定する。 



１６ 
 

目標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業所紹介ページ作成による

販路開拓支援者数 
250 280 290 300 300 300 

展示会、商談会出展支援者数 5  5  5  6  6 6 

出展支援による商談成約数 0 10 10 12 12 12 

申請書等作成支援者数 5  5  5  6  7  7  

プレスリリース支援者数 0 2 2 3 3 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

遠賀町、遠賀川駅前商店連盟、松の本今古賀商店街組合、地域ボランティア団体と連携

し地域振興支援（まちおこし）事業として実施。地域間の連携と地域産業の連携により地

域の魅力を創出し、域内外からの交流人口の創出による地域活性化に取り組む。商店街の

イベントに合わせ地域資源活用の取り組みを実施していく。 

（地域における関係者間での意識の共有が図られる仕組み） 

地域経済の活性化の取り組みとして域内・域外の消費拡大としてイベントを遠賀川駅前

商店連盟、松の本今古賀商店街組合と連携し実施している。 

   商工会主催事業として、飲食店を中心とした小規模事業者の活性化により域内・域外か

らの消費人口の流入を図り、販売促進の結果、事業者の売上向上を図る。 

また遠賀町・福岡県と連携した特産品開発の取り組みを推進し地域産品を取り扱う事業

者の販路開拓推進を図る。 

 

（１）商工会まちおこし事業の継続的取り組み 

域内外の消費の拡大を遠賀町全体で取り組むためにイベントを遠賀川駅前商店連盟、松

の本今古賀商店街組合と連携し実施し小規模事業者の売上の向上を図る。 

 

①おんがふれあいはしご酒大会 

遠賀町商工会主催。毎年、10 月に開催(予定) 

遠賀町の飲食店 40 店舗による飲食イベントの実施により個社への販売促進支援を実施す

る。域内域外の消費者への PR ができる。商工会が消費者へアンケートを実施し販路支援

策の提案を行う。 

②おんが得トクまつり 

遠賀町商工会主催。遠賀町役場南側駐車場において町内の各種団体の発表や歳末得トク

セール抽選会、遠賀町特産品「遠賀物語」「赤しそドリンク」、遠賀高校が開発した特産品

販売等を実施する。 

 

（２）地域特産品のブランド化推進 

商工会では、地域資源を活用した特産品開発をすすめる目的で平成 20 年から福岡県補

助金を活用し特産品委員会※5を設置し、遠賀郡内の特産米及び赤芋を使った芋焼酎「遠

賀の赤芋」の開発や米粉製品、遠賀ふきを使ったジャム、ドレッシングの製造、町内事業

者による販売による域内消費を推進している。 

今後は、遠賀町、遠賀町生産農家と連携した農商工連携の取り組みとして「遠賀町農産

物ブランド化推進協議会※6」により遠賀町特産品の遠賀の赤芋・遠賀の雫・遠賀ふきジ

ャム・遠賀の赤しその PR をおこない、地域特産販売者の支援を実施する。また、開発さ
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れた商品の取り扱い事業者の販売促進推進を行い事業者の売上、利益の持続的向上を支援

する。 

※5「特産品委員会」：遠賀町商工会内部で取り組む特産品委員会 

※6「遠賀町農産物ブランド化推進協議会」：遠賀町がブランド品による農業収益の向上、

町内農産物の知名度向上による地域活性化、地産地消の推進に取組む協議会 

 

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 

    他の商工会との連携や支援機関、専門家等と連携を行い、他地域の小規模事業者や需要

の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換する。 

    支援ニーズの掘り起こしを行い、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 

 

（１）遠賀郡内商工会広域体制協議会※7による情報交換（拡充実施） 

地域内（遠賀郡内 4つの商工会）に共通する諸問題並びに経営改善・持続的支援のため

情報交換を行う。組織運営については、広域の指導員を各町 1名設置し毎月 1回小規模事

業者の支援を合同で実施するために事業計画策定、実施支援、需要動向調査・販路開拓の

実施にむけ、講習会、個別指導を実施する。 

また、職種別会議は、年 1回職種全体の会議を開催し各職種による課題の抽出しその課

題について情報交換を行い、経営発達支援事業の実施に向けた取り組みを支援していく。

 

（具体的情報交換） 

①経営発達支援事業支援のための集団講習会、個別講習会の実施に関する情報交換 

②事業者への情報発信のための各種施策、地域動向情報の共有化 

③ビジネスマッチング情報の共有 

④各職種別職員の支援体制の組織化 

※7遠賀郡内広域体制協議会とは、遠賀郡内4町の商工会の広域連携体制で経営改善・発達

に関する効果的事業の推進、職員の資質能力向上をはかるもの。 

    

（２）金融機関と連携したおんが創業支援協議会の設置による情報交換（拡充実施） 

創業支援を目的としておんが創業支援協議会の開催による支援を実施する。 

毎月 1回運営会議を実施し、域内の創業支援情報、空き店舗情報等を支援機関ごとに情

報交換し、個別の小規模事業者支援として支援が実施できる体制を構築する。 

 

（具体的情報交換） 

①域内の創業予定者情報の共有化 

②金融機関の融資制度利用情報や借入動向の情報の共有化 

③空き店舗情報の共有化 

 

（３）支援機関との連携及び情報交換（拡充実施） 

    他の支援機関（遠賀町、福岡県、よろず支援拠点、福岡県中小企業振興センター、中小

企業診断士等）と事業計画策定支援のため需要動向調査、需要開拓に係わる支援ノウハウ

や最新の支援情報・支援施策の普及のため専門家派遣時及び支援機関で開催される会議の

際に職員の資質向上と経営発達支援事業の実施に向けた取り組みを行うため情報交換を

行う。 
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（具体的情報交換） 

   ①支援機関ごとの支援メニュー、展示会情報等の情報交換 

   ②他地域での成功事例や参考事例、ビジネスマッチングの情報交換 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）経営指導員等の資質向上研修等への参加 

福岡県商工会連合会が主催する創業、事業承継、事業計画策定、IT活用研修により職種

別、分野別の専門的な研修に参加することで専門知識の習得に加え、福岡県が主催する「中

小企業活性化研究会」や日本政策金融公庫が開催する研修会に積極的に参加することで伴

走型支援として経営支援能力の向上を図る。 

商店街支援を向上させるために中小機構等が行う小規模事業者支援研修会に参加し、地

域経済を活性化させる仕組みづくり、コミュニティビジネス、商店街まちづくりによる地

域活性化の手法を学び商店街支援能力の向上を図る。 

    職員の自主的な能力向上プログラムとして経営指導員の web 研修や職員協議会の支援

制度を活用した FP（ファイナンシャルプランナー）等の公的資格取得を目指した自己啓

発を推進する。 

 

（２）職員間の情報共有の取り組み 

職員の情報を共有するため福岡県商工会連合会の広域支援拠点、北九州・筑豊広域連携

拠点職員も参加した指導員会議を開催し、小規模事業者の支援事例等について研究する。

福岡県商工会連合会が管理するイントラネットで小規模事業者の情報管理を行うこと

で小規模事業者の情報を一元管理し、いつでもその情報を利用した経営指導ができる体制

を構築する。 

経営指導員と経営支援員の情報交換会議を実施し巡回、窓口相談での事業者のニーズや

課題支援先の成功例や創業対象者の情報収集など各職員が収集した情報交換を行う。 

 

３．事業の評価及び見直し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の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証

を行う。 

① 診断士・税理士等の外部有識者2名と町役場担当課1名により、事業の実施状況、成果

の評価・見直し案の提示を行う。 

② 三役会・商工会総務委員会において審議し、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総代会において事業計画として提案し決

定するとともに結果については遠賀町商工会のホームページおいて公表する。 

スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会 遠賀町商工会 
総務委員会 

外部有識者会議

商工会 HP 

経営発達支援計画遂行 
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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 

（平成２８年１１月現在）

（１）組織体制 

①組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②職員の人員構成 

 

役職名 事務局長 経営指導員 経営支援員 

職員数 1 人 2 人 3 人 

 

 

（２）連絡先 

住所：〒811-4307 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川 2-6-18 

電話：093-293-0165 

Email: onga@shokokai.ne.jp 

H  P : http://www.onga-shoukou.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会長 総代会 

監事 

事務局長 

経営指導員 

経営支援員 

副会長 

理事会 

各部会 
青年部・女性部 

各委員会 
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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      

 

経営改善普及事業指導事業費 

 

地域総合振興事業費 

総合振興費 

 

 

 

７,０４８ 

 

５,５１０ 

 

 

 

 

７,０５０ 

 

５,６００ 

 

 

 

 

７,１００ 

 

５,６００ 

 

 

 

 

７,１００ 

 

５,６００ 

 

 

 

 

７,１００ 

 

５,６００ 

 

 

 

 

（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 

①福岡県「小規模事業補助金」 

②遠賀町商工会運営補助金 

③会費・手数料等収入 

④受託料収入 

 

（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．地域の経済動向調査に関すること 

・中小企業景況調査（拡充実施） 

中小企業景況調査により調査経済動向を調査する。調査結果については全国商工会連合会及び福

岡県商工会連合会が四半期ごとにまとめて報告する報告書を小規模事業者等への巡回を行う際

の説明資料として有効に活用する。 

・中小企業景況調査については、巡回時の際の説明資料として積極的に活用する。商店街を中心

とする空店舗調査を年 1回実施し「商店街トータルプラン作成計画」策定時に随時活用する。 

連携先：全国商工会連合会及び福岡県商工会連合会、全国商店街支援センター 

 

２．経営状況の分析に関すること 

福岡県が経営支援事業として実施する「経営支援モデル事業」を活用し、売上または経常利益率

を5％向上することを目指す小規模事業者のための金融相談、各種補助金、経営革新計画等の申

請による事業計画の策定支援に向けた経営分析を行う。 

・小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種セミナーの開催などを

通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

・専門的課題については、税理士、福岡県、地域金融機関、福岡県中小企業振興センター等と連

携し，小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

連携先：福岡県、地域金融機関、福岡県中小企業振興センター、税理士 

 

３．事業計画の策定支援に関すること 

・事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起こしを行う。事業計画の策定については、必要に応じてミラサポ、福岡県、福岡県

よろず支援拠点と連携し課題にあった専門家相談により計画を策定支援していく。 

・おんが創業支援協議会と連携し、官民一体となったワンストップの創業支援体制として遠賀郡

内の市町村（遠賀町、岡垣町、芦屋町、水巻町）産業競争力強化法による遠賀町と福岡県との連

携により創業者の掘り起こしを行い、創業セミナーを実施することで遠賀郡内4町合同の創業計

画により広域への広報が可能となるとともに金融機関と連携した事業を実施する。 

・小規模事業者の後継者への円滑な引き継ぎのため事業承継計画書の作成の支援を実施する。後

継者がいない事業所等専門的な支援が必要な場合は、福岡県事業引継支援センターと連携して支

援を行う。 

連携先：福岡県、福岡県よろず支援拠点、遠賀町、おんが創業支援協議会、福岡県事業引継セン

ター、遠賀信用金庫遠賀支店 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・経営革新認定企業重点フォローアップ事業として経営革新認定企業に対し担当経営指導員、福

岡県商工会連合会、専門家の三位一体チームによる重点支援を行うことで経営革新計画の実現性

と実績の向上をはかる。 

・事業計画策定後、資金面で計画通り進んでいるかの確認が必要であり、日本政策金融公庫小規

模事業者経営発達支援融資制度を活用し、事業計画策定支援、融資後のフォローアップを継続実

施する。 

連携先：福岡県商工会連合会、福岡県よろず支援拠点、日本政策金融公庫八幡支店 
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５．需要動向調査に関すること 

・遠賀川駅前商店街および松の本今古賀商店街と連携して町内の消費購買意識調査として子育て

世代女性等の地域活動グループに対して業種別事業者との「グループインタビュー」を実施する。

連携先：遠賀川駅前商店連盟、松の本今古賀商店街組合 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・地域経済の活性化の取り組みとして域内、域外の消費拡大としてイベントを遠賀川駅前商店連

盟、松の本今古賀商店街組合と連携し実施。 

・町内消費喚起を図るため、福岡県及び遠賀町と連携しプレミアム付商品券の発行を行う。平成

27 年度はプレミアム率 20％、発行総額 2 億 1,000 万円（うちリフォーム券 8,500 万円）を発行

する。 

連携先：遠賀川駅前商店連盟、松の本今古賀商店街組合、福岡県商工部中小企業振興課 

 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

・遠賀町、遠賀川駅前商店連盟、松の本今古賀商店街組合、地域ボランティア団体と連携し地域

振興支援（まちおこし）事業として実施。地域間の連携と地域産業の連携により地域の魅力を創

出し、域内外からの交流人口の創出による地域活性化に取り組む。商店街のイベントに合わせ地

域資源活用の取り組みを実施していく。 

・遠賀町・福岡県と連携した特産品開発の取り組みを推進し地域産品を取り扱う事業者の販路開

拓推進を図る。 

連携先：福岡県、遠賀町、遠賀川駅前商店連盟、松の本今古賀商店街組合 

 

上記の支援内容について連携することにより持続的な小規模事業者の発展のための支援を行う。

 

連携者及びその役割 

 

連 携 者 役  割 

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 番 15 号

販路開拓支援、地域経済動向調査、専門家派遣、エ

キスパートバンク制度、創業支援、事業間マッチン

グ・相互交流促進連携 

 

遠賀町 

まちづくり課課長 池田知致 

福岡県遠賀郡遠賀町今古賀 513 番地 

施策普及支援、経済動向調査、創業支援、農商工連

携支援、商店街支援、講習会開催支援、情報発信 

 

中小機構九州本部 

九州本部長：齋藤 三 

福岡市博多区祇園 4番 2号 

専門家派遣、販路開拓支援 

福岡県よろず支援拠点 

コーディネーター：佐野 賢一郎 

福岡県福岡市博多区吉塚本町 9 番 15 号

複数の支援機関・専門家によるよろず支援や地域の

支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に

応じて的確な支援機関などを紹介するワンストッ

プサービスの支援による連携 

福岡県中小企業振興センター 

理事長：高木郁夫 

福岡県福岡市博多区吉塚本町 9番 15 号

経営革新支援、各種補助金制度活用 
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福岡県商工部中小企業振興課 

担当：棟近奈穂子 

福岡県福岡市博多区東公園 7番 7号 

プレミアム付き商品券 

福岡県北九州中小企業振興事務所 

所長：伊藤文章  

福岡県北九州市小倉北区古船場 1番 35 

経営支援モデル事業、創業促進、経営基盤の強化促

進、販路開拓、技術の開発などの支援、新たな事業

分野への進出の促進 

株式会社全国商店街支援センター 

代表取締役社長：桑島俊彦 

東京都中央区湊 1‐6‐11 八丁堀エス

ワンビル 4階 

商店街支援、EGAO、事業承継、施策普及支援、販路

開拓支援 

日本政策金融公庫八幡支店 

支店長：吉村伸明 

福岡県北九州市八幡西区黒崎 3-1-7 

金融支援、情報共有、創業支援、おんが創業支援協

議会 

遠賀信用金庫遠賀支店 

支店長：小西昭二 

福岡県遠賀郡遠賀町今古賀 512 

金融支援、情報共有、創業支援、おんが創業支援協

議会 

福岡ひびき信用金庫おんが支店 

支店長：三木貴之 

福岡県遠賀郡遠賀町今古賀 627  

金融支援、情報共有、創業支援 

 

税理士 税務指導 

福岡県事業引継支援センター 

統括責任者：奥山慎次 

福岡県福岡市博多区博多駅 

前 2 丁目 9-28-7 階 

事業承継、第２創業支援 

遠賀川駅前商店連盟 

福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川 2-5-19 

組合長：石松福一 

商店街支援、遠賀川地区商店街イベント協力、 

事業承継、空き店舗調査 

松の本今古賀商店街組合 

福岡県遠賀郡遠賀町松の本 4-1-25 

副組合長：秦總一郎 

商店街支援、松の本今古賀地区商店街イベント協力

事業承継、空き店舗調査 
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連携体制図等 

１．連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．おんが創業支援協議会（創業支援） 

 
 

３．遠賀川駅前商店連盟・松の本今古賀商店街組合との連携 

             連携          連携    

 

 

 

 

 

 

 

任意商店街 
遠賀川駅前商店連盟 
松の本今古賀商店街組合 

実行委員会 
遠賀町 

遠賀町商工会 

商工会 遠賀町 福岡県商工会連合会 

福岡県よろず支援拠点 

福岡県北九州中小企業振興事務所 

福岡県中小企業振興センター 

日本政策金融公庫八幡支店 

遠賀信用金庫遠賀支店 

おんが創業支援協議会 

商店街 

福岡県事業引継支援センター 


