
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

添田町商工会 

（法人番号）8290805007732 

実施期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日 

目標 

事業者への経営支援や地域経済活性化につながる取組みを通じた活力ある町

づくりに資する取組と地域経済を下支えするための長期的で地道な事業を行う

ための「経営環境変化への対応」と「地域の活力＝事業者の活力」を目標とし、

「持続的発展が望める経営基盤の強化」及び「地域資源の最大活用」を目的と

する。 

事業内容 

１ 経営発達支援事業の内容 

 添田経営データバンクの創設と各支援事業 

「持続的発展が望める経営基盤の強化」実現のために、１つでも多くの地

域事業者の持続的発展が望め、経営者の活力を産む支援の仕組みを構築すべ

く、今般「添田経営データバンク」を創設する。添田経営データバンクに於

いて、独自フォーマットを採用、活用する事により、事業者が抱える様々な

悩みや問題に対して、解決の端緒となる事例を瞬時に提供できる事や現在の

地域経済状況を鑑みた事業者個々のビジネスプランに沿った極め細やかな支

援を実施する事によって、地域事業者の経営の質を高めると共に、経営の新

陳代謝を促す。多様化する消費者ニーズに対する情報収集、経営分析、事業

計画策定、計画策定後のフォローアップなど売上向上及び利益確保に資する

取組みのプロセスや手法などを広く地域事業者に事例として展開し、伴走型

支援のモデルケースとする。このモデルケースを事業者全体に波及させる事

で、地域事業者の経営の質の底上げや水準を引き上げ、地元購買力の促進に

資する経営や未来の展望を見据えた経営へ転換する端緒となり、地元消費者

にとって魅力ある事業者へと変化する事で、売上向上及び利益確保が図られ

る支援を実施する。 

 

２ 地域経済の活性化に資する取組み 

 添田産業活性諮問会議（添田会議）の創設と地域振興事業 

添田会議内専門部会を通じて、イベント事業のブラッシュアップや実施可

否検討を行う。地域活性化伝道師を中心に行政や各関係団体と連携し、中長

期的な計画を策定し、地域経済の活性化（にぎわい創出）に資する取組みを

行う。これを地域事業者の持続的経営発展に資する土壌作りと捉え、イベン

ト事業を通じて地域コミュニティーの形成や事業者同士の連携を促し、イベ

ントで産まれたアイデアやノウハウを新たな創業へと繋げる取組みも行う。

 

「地域の活力＝事業者の活力」であり、本計画で実施する各事業が連動し、地

域購買力の向上と地域経済の活性化（にぎわい創出）が図られると考える。「添

田産業活性諮問会議」を重点戦略と位置付け、創業や第二創業支援（廃業支援）

に対する特段の取組を実施する。 

 

連絡先 

〒８２４－０６０２ 

福岡県田川郡添田町大字添田２０６２－２ 

添田町商工会  

経営発達支援事業推進チーム 

事務局長 中尾 弘道 

経営指導員 日野 一 / 岡部 雄介 

TEL：０９４７－８２－０２４４ 

FAX：０９４７－８２－３０８４ 

Mail: soeda@shokokai.ne.jp    HP：http://soe-sho.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）添田町の概要について 

添田町は、福岡県の東南部に位置し、県内の町村でも２番目の面積（132.10 平方 km）

を有する。町南部には日本三大修験山とされる英彦山（標高 1199ｍ）を有し、昭和 25 年

に国内初の指定を受けた国定公園の１つであり、「耶馬日田英彦山国定公園」を中心に歴

史的遺産である英彦山神宮等存在し、当時の面影と情緒溢れる風景が垣間見える。町全体

の約 80％(約 110 平方 km)が山岳及び森林地帯であり、町東南部には陣屋ダム、西側には

油木ダムがあり、豊富な水源と自然に溢れ、国内の方を中心に観光に訪れる。添田町は非

常に歴史が古く、縄文時代に遡っての神話・伝説が多く存在する。（大国主命が出雲国よ

り移り住み農業開発を行ったのが始まりとされている）神話の時代から育まれた豊富な天

然資源を活かし、農業や林業も盛んに行われ、戦前から町の基幹産業となっている。1880

年代後半より近隣の村々との合併編入を繰り返して1911年4月より町制が施行され、1955

年田川郡津野村と対等合併し現在の形となった。 

 

                    ※福岡県各主要都市と添田町の位置関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添田町各地区区分 

    ①町部・庄・大正町 

②津野 

③中元寺 

④桝田・落合 

⑤英彦山 

 
※①・③に添田町の人口が集中している。 
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（２）添田町の自然・文化遺産・歴史について 
英彦山周辺の風景（左上・左中・右中）英彦山航空図（右上）英彦山神宮（左下）山伏の宿舎跡/財蔵坊（右下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  英彦山はその昔、日本三大修験山に数えられ、多くの山伏が修行に励んだと言われてお

り、その信仰のシンボルとして、英彦山神宮がある。建立されたのは 531 年とされており、

およそ 1400 年以上の歴史を誇る。江戸時代、九州征伐の戦火によって焼失した英彦山神

宮奉幣殿を茶人としても高名な小倉藩主、細川忠興の手により復興した。細川氏転封後も

小笠原藩によって保護され、今もその姿を残し、神宮内奉幣殿は国の重要文化財に指定さ

れている。   

英彦山を中心に旧小倉街道（町西側）から多くの人の往来があったとされ、町北部の旧

街道沿いには、当時の屋敷が現存している。その後繁栄を見せたが、明治元年「修験道禁

止令」が施行されたため、多くの山伏は強制的に還俗させられ、英彦山周辺と添田町は一

時衰退した。その後、明治中期から昭和初期にかけて、筑豊地域で良質な石炭が多く採掘

され、添田町も峰地炭鉱、上添田炭鉱を有し炭坑街として復興を遂げていく。しかし、終

戦後の昭和 40 年以降始まったエネルギー革命の影響により筑豊各地の炭坑は閉山を余儀



３ 
 

なくされ、急激な過疎化が町全体の経済に影響を及ぼしたため衰退が進み、現在に至って

いる。 

  このように添田町は、歴史が古く、由緒ある歴史的建造物や自然情緒溢れるスポットも

多く、天然資源や観光資源に恵まれた土地であると言える。 

 
（３）人口及び世帯数の推移について 

平成 27 年 3 月現在 10,622 人となっている。（役場：住民基本台帳データ抜粋） 

昭和 35 年 25,170 人となり隆盛を極めた。しかし、炭坑閉山に伴い人口が減少、併せて

多くの商工業者も廃業に追い込まれた。現在では事業主の高齢化や後継者難によって廃業

は加速した。高齢化率も福岡県内でもワースト 2位（36.2％）で全国平均(25.1％)よりも

11.1％高い。 

人口分布割合は、行政公共機関が町北部に存在し、その周辺に居住者が多い。南部へ行

く（英彦山側）と在住者は少なくなる。 

 

 

 

 

 

 

（４）交通網、都市部との関わり                 昭和４０年頃の添田駅

 1915 年（大正４年）に日田彦山線が開業。              

採掘した石炭を運ぶために敷設され、福岡県 

小倉市（現：北九州市小倉南区）と添田町を 

結ぶ、重要な生活路線でもあった。 

 

それまでは、町内を流れる彦山川を重要な 

生活河川路としていた。 

田川市、直方市、北九州方面へ船を利用し、 

石炭を中心に都市部と交易を行っていた。 

 

現在、主要な交通路線として、ＪＲ日田彦山線があり、大分方面へ抜ける路線として存

在する。また、幹線道路は、県道 52・418・451 号線を中心に北側に田川、飯塚、北九州

方面に繋がっている。南側に行くと英彦山山頂付近の国道 500 号線に繋がっており、南西

側に行くと東峰村、朝倉方面に抜け、東側に行くと京築、大分県日田市方面へ抜ける事が

できる。 

昨今の人口減少や利用者の減少により、公共交通路線バスなど、廃線や縮小を余儀なく

され、現在に至る。 

 
※添田町から各主要都市への車移動での所要時間 

北九州市小倉駅～高速経由：約１時間半 飯塚市：約１時間  田川市：約３０分  

日田市：１時間 

福岡市博多駅：車で約１時間半   

英彦山中腹駐車場まで：３０分（英彦山は中腹以降、車では登れない） 
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（５）添田町の産業構造について 

添田町は、農業と林業が基幹産業となって 

いる。しかし、実態として他の事業と 

兼業される方が多い。 

また直接、生産した野菜や加工品を 

販売所（道の駅等）などに持ち込んで、 

消費者に直接販売しているケースが多い。 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度 商工会実態調査及び添田町役場独自調査結果データ抜粋

 

【各産業における概要及び管内状況】 

・農業について 

  添田町の地の利を活かした特産品を行政と生産者が一体となってブランド化させる取

組みを行っている。行政にブランド開発係を設け、その中心を担っている。 

町内では柚や「金の原大根」（きんのばるだいこん）などが、特産品として挙げられる。
観遊舎ひこさん（道の駅）左 福岡県主催の展示会出店の様子 右

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年に数回、展示会等に出店し「ゆずこしょう」「ゆずドレッシング」など中心に、多く

の人から好評を得ている。行政が打ち出す基本計画に於いて、特産品のブランド化は力を

入れて取組んでいく方針である。 

また、そのブランド化を更に推進すべく、地域で栽培された農作物を観光客や消費者へ

の提供の場として 1999 年 11 月「歓遊舎ひこさん」が開業した。（2005 年 8 月道の駅に昇

格認定）金の原大根をはじめ、地元の農産物や展示会に出展している加工品が販売されて

いる。立地は、田川方面から英彦山、小石原方面へ抜ける唯一の幹線道路に面しており、

春や秋の行楽シーズン中は多くの観光客で賑わっている。今後、供給する生産者等の減少

により規模縮小を余議なくされる。 

 

建設 製造 卸売 小売 飲食・宿泊 サービス その他

75 32 7 112 40 64 18
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・林業について 

  英彦山の木材業は、戦前より盛んに行われ、一大産地であった。戦後、輸入木材の脅威

に晒されてきたが、昨今の円安の影響で輸入木材は高騰しており、国産の良質な木材が見

直されたため、福岡県全体で、建築用製材品を中心に持ち直している傾向にある。 

一方、添田町は平成 26 年に大手企業の資本撤退の影響により、低迷するかに見えた。

しかし、県の施策の効果（※ストックヤード事業）により、町全体では建築用製材を中心

に僅かであるが出荷を中心に持ち直す傾向にある。（役場調査データ、平成 24 年度版林業

白書より抜粋） 
 ※ストックヤード事業：生産地に近い山間の林道や作業道沿いに原木を効率的に集積し、搬入出に係るコストを 

削減させる事業 

 

・商工業について 

  炭坑閉山による問題、消費者の生活様式や意識の変化、生活利便性の向上などによって、

人口減少を招き、商工業全体の衰退を余議なくされている。今後、経営者の高齢化と後継

者難によって廃業が加速すると思われる。 

 更に、商圏３０ｋｍ内にある大型ショッピングセンターの出店などにより、商圏シェアを

奪われ、都市部との経済格差はより鮮明になっており、地域事業者は危機的な状況となっ

ている。 

 （卸売・小売） 

  町の中心部（町北部）に中堅スーパーが存在する。近隣町村からも消費者が訪れており、

小さな個人の食品小売業は、厳しい状況が続いている。非食品小売業は、先述の大型ショ

ッピングセンターにシェアを奪われており、厳しい状況である。 

（建 設） 

  町内事業者は、売上が良い事業者とそうでない事業者と二極化している。理由として、

公共工事に依存している事業者が多いためである。そのため、町内の建設業者間でも経済

格差が広がっている。後述の「添田町歴史的風致維持計画」の策定によって、ハード事業

の需要が見込まれるが、どのくらいの規模で行うかなど、計画は不透明であり、依然とし

て厳しい状況にある。 

 （飲 食） 

  卸売・小売と同じ状況である。観光客の入り込みは英彦山周辺に店舗がある事業者は、

観光客数に左右されるため、安定しない状況にある。一方、町北部にある事業者は、管内

の狭い商圏を争っており、共存できる環境とは言えない。主に居酒屋、スナックが多い。

飲食店は添田町で往来のある役場周辺に多くが立地している。ほとんどの事業者が地元住

民をターゲットにしているため、他地区に事業進出をしようとする動きや経営体力もな

い。 

 （サービス） 

町全体のサービス業のうち半数を理・美容室と自動車整備業が占めている。都市部と比べ

ると一家族当たりの自動車保有台数が多い事などにより、市場均衡が保たれている状況であ

る。他のサービス業は、生活インフラ系（水高熱ガス関連及び清掃業）葬祭業、クリーニン

グ業等がある。今後の人口減少によって利用者数が減り、更に危機的な状況になると言える。

 

 

 



６ 
 

・観光業について 

 添田町には宿泊施設が３軒ある。立地として英彦山中腹付近に立地し、宿泊施設のある英

彦山は、行楽シーズンになると四季折々の木々花々が楽しめる。特に町の花でもある「しゃ

くなげ」が有名で、シーズンになると英彦山頂上付近の公園は賑わいを見せている。 

平成 26 年 6 月に国の歴史まちづくり法による「添田町歴史的風致維持向上計画」が認定

され、町全体で、歴史的風景の維持や文化継承を中心にハード、ソフトの改善に力を入れ、

観光客の更なる誘致を目指す事になった。 

また８月には花火大会、９月には英彦山サイクルタイムトライアル大会（後述）１０月に

はふる里まつりなどを開催し、数十年前から外部観光客の招致努力を図っている。 

 
英彦山周辺しゃくなげの花（左）英彦山サイクルタイムトライアル大会の様子（右）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）商工会の現状と問題について 

先述のように人口減少、少子高齢化などに伴い、地元購買力が低下する中、購買力の外

部流出を食い止めるべく、小規模事業者の支援を目的に「添田地域お買物券事業」「ポイ

ントカード事業」を行っているが、大きな成果を上げているとは言えない状況である。問

題として、地元消費者に対するニーズの把握ができていない事や、昨今の経済情勢やニー

ズの変化対応が不十分であること、事業者の経営知識のレベルが必要な水準に達していな

い事などが挙げられ、経営環境変化への対応が遅れているのが現状である。 

当会は職員 5名体制（事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員 2名）で構成され、

財政も非常に厳しい。そのため、多人数の商工会や商工会議所と比べても刷新的で大胆な

取組も行えない。そのため、経営の新陳代謝を促す事業の実施よりも、現状を下支えする

指導や支援を優先的に行わざるを得ない状況であり、今般の発達計画の事業に於いて商工

会の限られた資源と各関係機関との連携を深め、各関係機関の持つノウハウや支援手法を

最大活用できる支援を展開する。 

また地域経済に資する事業として、「英彦山サイクルタイムトライアル大会」の事務局

運営をしており、今年で 25 年目の開催となる。県内外から 700 名もの参加者が添田町を

訪れ、観光事業としての側面も持っている。今後、規模の拡大を図り、外部誘致を行おう

と考えているが、更なる地域住民や地元事業者の協力や理解が不可欠であり、運営面に係

る人的問題、予算に関する問題等、課題が山積している。 
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（７）添田町の各産業に於ける課題 

先述のように添田町は他の田川郡地域に比べ歴史的遺産も多く、英彦山など豊富な天然

資源に恵まれ、四季折々を感じさせる木々花々や歴史情緒深い風景もある。しかしながら、

経営環境変化への対応が遅れている事や知名度や他産地との競争力が高いとは言えない

ほか、旧産炭地であるという暗いイメージが払しょくできておらず、これらの地域資源を

十分に生かした地域振興が行えていない。 

以下これまで先述した問題などをＳＷＯＴ分析を用いて以下のようにまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）課題に対する経営発達支援計画の目標 

「人口減少」「商工業衰退」「高齢化」という難題に対して、即効性があり且つ斬新な対

策を見出すのは非常に難しい。ＳＷＯＴ分析で見えてきた事として、地域経済を下支えす

る地道で中長期的観点での計画を着実に実行し成果を上げる事が肝要であると考える。 

 経営環境変化への対応を１つでも多くの事業者が行うためには、地域資源を活かした地

道な地域経済の活動促進と最大活用を行い、地域内事業者が永続的に安定した経営を目指

す①「持続的発展が望める経営基盤の強化と伴走型支援」と豊富な地域資源を活かす 

②「地域資源の最大活用」これらに尽きると言える。具体的内容は次頁の通りである。 
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①「持続的発展が望める経営基盤の強化と伴走型支援」に資する事業 

添田経営データバンクの創設と経営支援ビジネスモデル事業者の選定 

（現状と課題） 

「持続的発展が望める経営基盤の強化と伴走型支援」実現のためには、地域の事業者の経

営基盤を強化して、活力を取り戻し元気になる事が欠かせない。持続的経営を行うために、

現在の経営状態や経営に影響する環境分析を行い、これを元に経営の持続的発展のための

事業計画（経営計画）を策定し、実行することが肝要である。 

現在、商工会が個別に支援している地域事業者に於いて、問題意識も高く意欲的に解決

に取組む活力のある事業者の成功事例や失敗事例について、事例をクローズアップし、顕

在的潜在的問題を抱えた事業者の支援に活かすような仕組みはなかった。また、経営の大

きな転換点となる創業（第二創業）、経営革新、廃業及び事業承継に関することについて

もこの限りである。 

（事業内容） 

１つでも多くの地域事業者の持続的発展が望め、経営者の活力を産む支援の仕組みを構

築すべく、今般、「添田経営データバンク」を創設する。この添田経営データバンクに於

いて、独自フォーマットを採用し、活用する事によって、事業者が抱える様々な悩みや問

題、それぞれのケースに対して、解決の端緒となる事例を瞬時に提供できる事や現在の地

域の経済状況を鑑みた個別事業者のビジネスプランに合わせた極め細やかな支援の仕組

みを構築でき、地域事業者の経営の質を高めると共に、経営の新陳代謝を促す事を期する。

具体的には、後述の１．２．３．４．（地域経済動向調査、経営分析、事業計画策定、

策定後の支援）の事業を行い、各支援プロセスに於いて、後述の先進的事例や各関係機関

により提供される成功事例や消費者データなどを活用し、事業者の経営のレベルに合わ

せ、より沿いながら、自ら経営に資する計画を立てられるような支援、即ち、伴走型支援

を行う。 

また、現在、重点的に個別支援を行っている事業者を「経営支援ビジネスモデル事業者」

に選定し、地域事業者の伴走型支援の先進的事例として、今後の個別事業者の伴走型支援

に活かす。「経営支援ビジネスモデル事業者」は初年度に３事業者を選定し、翌年より１

事業者とする。選定後５年間はフォローアップや巡回指導を重点的に行い、伴走型支援の

モデルケース及び地域事業者の経営に資する取組みのモデルケースとして事例創出を図

る。 

（目 標） 

個々事業者が添田町で事業を行うためには、多様化する消費者ニーズに対する情報収

集、経営分析、事業計画、販路開拓など売上向上及び利益確保に資する取組みの支援とそ

れに伴う経営の質の向上が欠かせない。そのプロセスや手法などを広く地域事業者に事例

として展開する事で、経営の新陳代謝を促す。即ち、経営の質の底上げや水準を引き上げ、

地元購買力の促進に資する経営や未来の展望を見据えた経営へ転換する端緒となり、新し

いノウハウや経営マインドを普及させる事に繋がる。これら１件でも多くの事例を発信及

び伴走型支援に活かす事で、地元消費者にとって魅力ある事業者へと変化を促し、売上向

上及び利益確保が図られる。それによって、事業者の活力を取り戻す事に繋がる。活力が

生まれ、体力があれば、新しい事業（創業や第二創業）も見出せる状況になる。これら後

述の各事業のプロセスや結果の事例創出を目標とし、伴走型支援のモデルケースとなる支

援を展開する。 
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②「地域資源の最大活用」に資する事業 

添田産業活性諮問会議の創設 

（現状と課題） 

現在、行政主導で取組む農林業と商工業が連携する事業や地域経済の活性化に資する事

業に於いて、特別な連携は図られていない。 

現在の地域経済状況を鑑み、今後、連携を深めなければ、添田町自体の経済活力が失わ

れかねない。そのため、地域住民、事業者の更なる協力や理解を得て、商工会や行政、各

関係団体、第三者有識者を交え一体となり、地域経済状況を鑑みた未来へ繋がる添田町の

在り方を検討する会議「添田町産業活性諮問会議」を創設する。 

中核メンバーは、商工会（経営発達支援チーム）、商工会内部組織（青年部、女性部、

ポイントカード会、商工会執行部役員）行政、地元金融機関、地元の各業種に於ける事業

者代表、中小企業振興事務所、大学等教育関係機関、日本政策金融公庫、福岡県商工会連

合会（広域連携拠点）、第三者有識者（よろず支援拠点コーディネーター、内閣府地方創

生推進室、地域活性化伝道師など）で構成する。 

（事業内容） 

現在、地域に於ける資源の活用や新しい需要に寄与する事業が個々でのレベルのやり取

りに留まっており、商工会にも実現に至るような支援体制ができていないのが現状であ

る。今般、添田町商工会の経営発達支援計画に於いて、重要戦略と位置付けし、先述の添

田経営データバンクに於ける事業や経営支援ビジネスモデル事業者を中心とした地道な

伴走型支援が確実に成果となるような、地元購買力の向上及び地域経済効果を図る取組み

を展開する。 

（目 標） 

 地域経済の活性化（にぎわい創出）実現のためには、今般行う経営発達支援計画の４つ

事業（後述の１．２．３．４．に関する事業）を経て、先述した事業者の経営の質の向上

と新陳代謝を促し、経営の転換を図り、地元購買力の向上に資する取組みが欠かせない。

これは地域事業者の経営のレベルアップ（底上げ）を図る事で、地域経済の活性化に資す

る取組とが連動し、更なる地元購買力の向上が図られると考える。 

 それらを実現すべく、地域経済の状況や地域経済の活性化に資する取組の事業目的や事

業計画を策定し、事業の新陳代謝を促し、現状の取組みを見直し、改廃を行い地域経済の

環境整備を行うべく、「添田町産業活性諮問会議」の以下の項目を大きな目標とする。 

 

１）地域経済動向及び需要動向を鑑みた新たな事業の創出のための事業者同士のコミュニ

ティーの形成を促進する支援を行う。 

２）現在実施する地域経済の活性化に資する事業の見直し及び改廃による事業効果の測定

を図る。 

３)中長期的な観点での地域資源を最大限活用した新しい事業の創出を行う。 

 

１）と２）に実施される各事業が連動し、「地域事業者の経営環境変化への対応」や「地

域の活力＝事業者の活力」が生み出されると考え、今般、添田町の経営発達支援計画の大

きな目標とする。 
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（経営発達支援計画：各事業実施に於ける概要図） 
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経営発達支援事業の内容 

 

経営発達支援事業実施期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日の５年間とする。 

 

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】 

 （現状と目的）：ＳＷＯＴ分析、改善戦略・改革戦略 

事業者の販売する商品及び提供する役務の需要動向並びに管内経済動向に関する情報

については、個別に整理収集保管され、事業者の相談や支援を行う際に個別に利用してい

る。地域の情報については、経済センサスや商工会連合会のデータ及び外部データを基に

巡回及び相談に活用している。そのデータや相談記録として、商工イントラの経営カルテ

にデータ保管されているが、職員同士での共有化は図られておらず、支援員が指導員に状

況を伝える際や別途必要な調査などによって、時間的ロスが生じ、スピード感のある支援

体制が構築されていないのが現状である。また、事業者ニーズを満たす伴走型支援を行う

ためには、政府政策と流動的に変化する経済状況に対して、単独での調査、情報収集では

限界もある。今般創設する「添田経営データバンク」に於ける事業者データと独自のフォ

ーマットを活用し、事業者ステータス、支援状況など職員同士で容易く共有が図られるこ

とで、スピード感ある支援を実施する。更に、中小企業振興事務所が主催する※「中小企

業支援協議会」と連携し、各支援機関より出される専門的でより精度の高い支援に関する

包括的なデータの提供がなされる。そのデータを最大限活用し、事業者の来訪や巡回時に

相談を受けた場合を想定し、事業者に取って必要な経営の問題点や改善点などの現況を瞬

時に判断し、各業種に於ける景況感の把握や市場の詳細なデータ（雇用人員、仕入れ単価

の状況）など有益な情報をその場で提供する事を目的とする。（経営指導員１人につき１

台、タブレット端末が支給されており、クラウドを利用し、添田経営データバンクの情報

の引き出しを行う。） 

 
（※中小企業支援協議会とは…福岡県の内部機関である中小企業振興事務所が主催している。県内の小規模

事業者、中小企業にスポット当てた円滑な支援体制の構築と売上向上に資する販路開拓等を目的に平成 27

年 4 月に創設された。商工会・商工会議所・日本政策金融公庫・都市銀行・信用金庫・よろず支援拠点・各

市町村・第三者有識者などが中核メンバーとなり、地域動向データの提供、経営にかかる専門家の派遣、商

談会や展示会の開催などを手掛ける。各参画メンバーと連携し、地域の事業者に対する経営改善普及事業の

的確な実行と商工会の指導・助言に対するバックアップ体制が手厚くなり、支援の幅が広がる事が期待され

る。） 

 

（情報収集項目） 

社会的動向：人口、家族構成、世帯、交通基盤整備の状態、情報化の進展の状態、生活様

式等の変化、教育、文化、社会福祉の状態、都市形成及び公共施設の状態。

経済的動向：景気の状態､所得､貯蓄､消費金利､為替､金融の状態､物価、賃金、雇用の状態、

交通体系、産業構造、国際化の状態｡ 

行政動向：商業、工業に関する規制、規制緩和、施策の状態。 

技術的動向：新技術の開発、技術革新の状態、新技術の普及度の状態。 
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地域動向：商業施設の種類、規模、集積度等の状態、商圏顧客の質と量、従業員の状態、

製品販売市場と原材料仕入市場との位置関係、顧客及び従業員の交通手段の

状態、周辺交通網からの回遊性の状態、営業の種別及び競争の状態、地域の経

営者の創意と資力、繁華性動向、外部資本流入の状態、情報通信基盤の整備の

状態、行政上の助成や規制の状態。 

 

（事業内容） 

（１）独自フォーマット（共有カルテ）の活用 ＜新規＞ 

 巡回や来訪時に活用している経営カルテとは別に、事業者の状況や相談内容を別途記録

するフォーマット（フォーマットの例は後述）を活用する。これまでは、相談を受けた内

容を商工イントラから別途抽出し、職員同士の再確認や引継などの作業が必要となってい

たため、時間的ロスが生じていた。 

 今後、このフォーマットを利用する事で、個別の相談内容の把握や相談を受けた場合、

似た事例や解決プロセスの提示が容易く行えるようになり、従来の時間的ロスがなくな

る。また、担当者が不在の場合や難しい案件の場合でも、フォーマットに記載する事で、

従来行っていた指導よりも円滑でスピード感のある支援が実現できる。 

 

 （２）地域外経済動向調査 ＜拡充＞ 

連携する各関係団体等による社会動向、経済動向、行政動向、技術動向及び各事業者の

サービスに関する需要動向の調査（ＲＥＳＡＳ、景気金融雇用動向調査、小規模企業景気

動向調査、中小企業景況調査、経済産業省生産動態統計、ふくおか商工会情報共有制度、

ふくおか商工会白書、日経テレコン、日刊新聞、各事業者等からのヒアリング等）や市場

動向、営業力・販売力の強化、人材の確保・育成など、事業者への経営に資すると考えら

れる資料や情報を収集し、地域事業者の支援に活用する。 

 

 （３）地域内経済動向調査 ＜拡充＞ 

福岡県商工会連合会（広域連携拠点）や中小企業支援協議会、中小企業基盤整備機構が

有する地域データや経済センサスなどを独自に使用できるよう加工し活用する。特に、定

期的に開催される中小企業支援協議会にて共有が図られる管内データを積極的に活用し、

管内消費者のニーズ調査・分析を行う。 

調査・分析した結果は、販売に係るデータ、消費動向データ、地域経済データとして、

添田経営データバンクに蓄積し、相談を受けた際に提供し、※事業者が商工会内で自由に

閲覧ができるようデータを整理保管する。（※以下、「データ蓄積を行う。」と表現する）

 

（４）相談に対するニーズ調査 ＜新規＞ 

現在、事業者が抱える悩みや問題を商工会のニーズと捉え、そのニーズや実態に対して、

問題解決の端緒となるセミナーや個別、集団講習会等を開催する。調査方法は、商工会役

職員と商工振興委員を中心に会員企業に直接ヒアリングし、経営、金融、税務、事業承継、

創業及び第二創業、補助金活用、その他（詳細を記載する）等に振り分けを行う。また、

相談に来られた事業者の内容とともに前述のカテゴリーに振り分けを行い、精度の高いニ

ーズ把握を行った上で、添田経営データバンクに蓄積し、ニーズの高いカテゴリーに対す

るセミナー等を開催する。これらは、事業者が抱える問題を解決のプロセスまで一緒に支

援を行い、商工会を身近に感じてもらう事が重要である。即ち、伴走型支援の体制を構築
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する事を目的とする。 

また、事業者のニーズがビジネスマッチングによって解決する案件等については、後述

の４．５．６．で実施する事業と連動している。（各項目に於いて詳しく後述） 

 

（目標件数） 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業者への 

情報提供件数 
5 8 11 14 17 20 

セミナー等 

開催数 
0 1 2 2 2 2 

事業者への 

直接調査件数 
0 20 25 30 30 30 

※１：地域内外調査は、年１回のデータ見直しを行う。逐次更新されるデータについて

はこの限りではない。 

※２：事業者に対する直接調査については、相談に来られた事業者は件数に含まない。

実際に巡回し、ヒアリングする件数のみを記載。 

※３：セミナーについては、他で行われるセミナーと共同開催した場合の件数も含む。

（税務や経営分析等の他で行われるセミナーを開催した際、セットで行う等） 

 

 

２．経営の状況の分析に関すること【指針①】 

 （現状と目的）：ＳＷＯＴ分析、転換戦略・改革戦略 

  地域事業者が活力ある持続的経営発展が望める基盤の整備として、経営の質を高め、消

費者にとって魅力のある事業者へと変化を促す端緒となるセミナーの開催や巡回及び指

導を通じて、事業者のビジネスプランに基づく経営分析を行う。 

  また、税務相談会員については、損益計算書や貸借対照表など、経営分析システムを利

用し、融資斡旋や売上の向上及び利益確保が望める経営分析及び情報提供を行う。 

  現在、経営分析に関しては、個別に相談を受けた際、商工イントラ内経営カルテにて文

書のみ保管されている。今後は、独自フォーマットを利用し、合わせて添田経営データバ

ンクに蓄積していく。経営分析に必要な消費動向に係るデータは、１．地域の経済動向調

査に関する事業で得たデータを利用する事とする。これによって、事業者の現状の経営か

ら新陳代謝を促し、新しいノウハウやマインドを普及させる端緒となる。 

  現在、分析した事業者の個別データ（経営支援ビジネスモデル事業者）を事例として、

後述の３．事業計画策定支援を目指す事業者の経営分析に活用する。指導方法は、タブレ

ット端末を利用し、数値を羅列するのではなく、図やグラフによる分析結果を用いて、事

業者にとって、わかりやすく説明ができるように対応する。 

 

 （分析項目） 

 経営分析：損益分析及び貸借対照表、キャッシュフロー計算書等の数値分析 

（売上高各比率、ＲＯＩ、ＢＥＰ、安全性分析等） 

運営分析：交叉比率、商品ＡＢＣ分析、ＲＦＭ分析等、地域経済動向と自社の状況を比較

する。 
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 （専門的な課題による分析・調査） 

  福岡県及び中小企業支援協議会、添田町役場、福岡県商工会連合会（広域連携拠点）日

本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構及びよろず支援拠点、エキスパートバンク等と連

携し、売上拡大・経営改善・資金調達・起業、創業などの経営上の悩みに対して、専門的

指導や助言も得ながら、問題解決まで一緒に考え、支援を実施する。 

 

 （事業内容） 

 （１）経営分析対象者の選定 

  先述の「経営支援ビジネスモデル事業者」を中心に巡回訪問を積極的に行い、１．（４）

 で行うセミナーに於いて、経営の質の高め、意欲的に取組む事業者を優先的にピックアッ

 プし、経営の状況等を把握し、専門的知識を有する各関係機関と連携し、売上向上及び利

益確保に繋がる経営分析を行う。【指針①】 

 

 （２）基本データの把握 ＜新規・拡充＞ 

  １．地域の経済動向調査に関するデータ及び全国中小企業動向調査、中小企業基盤整備

機構 web サイト内経営自己診断システムの内容を活用し、情報収集・分析・提供する事で、

対象事業者の売上向上及び利益確保に繋げる。またこのデータについて添田経営データバ

ンクに蓄積し、先進的事例として他事業者への活用も行う。【指針③】 

 

 （３）専門家との連携 ＜拡充＞ 

  専門的な課題については、先述の専門家や各関係機関と連携し、専門的な視点から、売

上向上及び利益確保に繋がる経営分析を行う。 

また中小企業支援協議会や福岡県商工会連合会が主催する「ビジネスマッチング」「商

談会」を活用し、販路開拓など、経営課題の相談に対する解決策を専門家や各関係機関と

連携して分析を行う。 

 

（目標件数） 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

延べ巡回訪問件数 399 750 800 850 900 950

経営分析件数 1 3 3 5 5 5

経営分析に係る 

セミナー開催数 
0 1 2 2 2 2

※１：巡回目標は、平成 27 年 8 月末現在の延べ巡回訪問件数 

   職員５名/１日当たり４件の巡回（商工会稼働日数で逆算）を基準とする。 

※２：セミナーについては、他で行われるセミナーと共同開催した場合の件数も含む。

（税務や経営分析等の他で行われるセミナーを開催した際、セットで行う等） 

※３：分析対象数の算出根拠＝経営支援ビジネスモデル事業者数 

     経営支援ビジネスモデル事業者・３事業者について実施し、３０年度より経営支

援ビジネスモデル事業者＋２事業者＝５事業者へ増加させる。 
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 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 （現状と目的）：ＳＷＯＴ分析、改革戦略・改善戦略・転換戦略 

  事業者の経営課題を解決するため、先述の１．地域動向調査と２．経営分析の結果を踏

まえ、各支援制度及び補助金の申請に係る事業計画書の作成や、それに付帯する経営改善

計画策定の支援を行う事、これら事業者のビジネスモデルやプランに合わせた事業計画策

定支援を行う。 

現在、事業計画の策定（補助金申請に係る資料や金融斡旋に係る資料の作成）について、

経営者自ら行っているケースは、ほとんどない。経営指導員が事業計画を策定し、その内

容について事業者と共有している状況である。 

この事業を通して、事業計画の策定をした事のない経営者にかかる心理的ハードルを下

げる支援として、一緒に計画を作成し、新しい問題の発見や経営環境が変わる可能性など

を共有する事で、計画策定の重要性や可能性に気付き、経営の質を高め、新陳代謝を促せ

るような事業計画の策定ができる事を目的とする。 

 

 （事業内容） 

 （１）事業計画策定に関する支援 ＜新規・拡充＞ 

  これまでの事業計画策定支援については、融資斡旋時などに事業計画を作成するに留ま

り、その後の検証もなく、計画の策定が目的となっていたため、効果が表れにくい状況だ

った。今後は、事業計画を目指す事業者に対して、一緒に事業計画の策定支援を行う。 

「経営支援ビジネスモデル事業者」については、積極的、意欲的に取組む事業者として、

先進的事例を創出し、モデルケースとして、個別事業者の支援に活用し、策定した事業計

画の内容及びデータは、添田経営データバンクに蓄積する。 

また、新たな役務・サービス・商品に関する計画がある場合、経営革新認定を視野に入

れた計画を策定する。策定後のフォローアップについては、後述の４．事業計画策定後の

実施支援に関することの事業に於いて支援を行う。 

 

 （２）専門家との連携による支援 ＜拡充＞ 

  中小企業支援協議会や福岡県商工会連合会等、関係機関の専門家及びコーディネーター

を活用し、事業計画に係るセミナーや個別相談等の開催により、新たなビジネスにチャレ

ンジする企業や新商品開発、販路開拓など、事業計画策定を目指す事業者の掘り起こしを

行う。 

  

 （３）計画策定を必要としている事業者の抽出 ＜新規＞ 

  窓口相談・巡回訪問時に、事業者から相談を受けた際、計画の策定を検討している事業

 者を確認し、計画策定時には、事業者が将来ビジョンをイメージできるようフォーマット

や定められた形式で作成をせず、図を用いて説明ができる支援を行う。併せて事業計画策

定を目指す事業者の掘り起こしを行う。その後、必要に応じて、事業計画に係る関係書類

の作成を一緒に行う。 

  また「経営支援ビジネスモデル事業者」の先進的事例を取り上げ、事業計画策定に係る

重要性を認識してもらうよう、個別事業者の伴走型支援に活用する。 
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 （目標件数） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

セミナー・説明会 

開催件数 
0 1 1 1 1 1

経営革新 

認定事業者件数 
0 1 1 2 2 2

事業計画策定 

事業者件数 
3 3 3 5 5 5

※１：セミナーについては、他で行われるセミナーと共同開催した場合の件数も含む。

（税務や経営分析等の他で行われるセミナーを開催した際、セットで行う等） 

※２：事業計画について、現状、融資斡旋や補助金申請にて事業計画を作成した事業の

件数であり、その事業者はフォローアップを優先的に行う事とする。 

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （目的）：ＳＷＯＴ分析、改革戦略・改善戦略・転換戦略 

  １．２．３．で行った事業が的確に成果に結びつく支援及びフォローアップを目的とす

る。なお、経営支援ビジネスモデル事業者については、先進的事例を創出すべく、優先的

にフォローアップを行い、策定した事業計画が実際にターゲットを捉えていたのかも検証

し、事業計画のリプランや代替戦略も取れるように支援を行う。 

  また、先進的な事例を基に、個別事業者が事業計画を策定し、売上向上及び利益確保に

結びつく計画の策定を自ら行いたいという事業者の抽出も行う。 

 

 （事業内容） 

 （１）事業計画策定後のフォローアップと専門家との連携 ＜拡充＞ 

  事業計画策定後、フォローアップを必要に応じて３カ月１度、巡回訪問を実施し、事業

計画の進捗状況の確認を行う。また、イレギュラーで発生した案件について、中小企業支

援協議会や福岡県商工会連合会等の関係機関の専門家及びコーディーネーターと連携し、

事業計画策定後のフォローアップと同時に支援を行う。なお、事業計画策定後のフォロー

アップは５年とする。 

 

（２）新たな金融支援 ＜新規・拡充＞ 

  事業計画の策定を受けた事業者が、商品・サービスの開発や販路開拓において、設備資

金、運転資金など、資金調達の必要が生じた場合、小規模事業者経営改善資金（マル経）

や小規模事業者経営発達支援資金を活用し、金融面での支援も行う。 

また事業計画策定時には、資金繰り表やキャッシュフローの計算の作成も事業者と一緒

に行い、より鮮明で先を見据えた経営が望める事業計画の策定を行う。 

 

 （３）事業計画策定後の事業者ニーズと消費者ニーズのマッチング検証 ＜新規＞ 

事業計画策定後、的確に遂行できているかの検証は上述の（１）で行うが、立てた仮説

に基づいた事業計画が確実にターゲット（消費者ニーズ）を捉えたのか検証を行う必要が

ある。事業者が策定した計画上のターゲットとする顧客を明確に定義し、ターゲットの市
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場に対して、有効と思われる最適な戦略を選択し実行できているか、また、計画が行き詰

ってしまった場合、各関係機関の専門家の指導や助言を仰ぎ、リプランや代替戦略を一緒

に考える支援を行う。 

 

（４）事業撤退及び廃業に関する専門家との連携 ＜新規＞ 

  新たな需要開拓に関する事業の調査・分析をする中で、事業主の高齢化、事業承継者の

不在、経営の悪化等によって廃業を止む無くする事業者について、巡回訪問や来訪により

相談を受けた時点で、円滑な廃業に向け、福岡県商工会連合会内経営安定特別室の商工調

停士や中小企業支援協議会等の専門家、コーディネーターと連携し、廃業に関する手続等

の支援を行う。 

  また、経営の見通しが悪く、経営に行き詰る可能性のある事業者、経営体力の著しい悪

化に伴って廃業目前の事業者などを予めピックアップしておき、前向きな自主廃業ができ

るよう支援すると共に、体力があり積極的、意欲的に事業を行う経営者によるＭ＆Ａや事

業承継を行えるマッチング支援も行い経営の新陳代謝を促す支援も行う。なお、体力があ

り積極的、意欲的に事業を行う経営者もピックアップしておく。（経営ビジネスモデル支

援事業者候補）マッチング支援の具体的な内容として、廃業したいと考える事業者にノウ

ハウや商品、サービスを次世代にも残していきたいと考えるかどうかのヒアリングを実施

し、承継を希望した場合、体力があり積極的、意欲的に事業を行う経営者にプレゼンを行

い、事業の一部承継又は承継を促す。体力があり積極的、意欲的に事業を行う経営者の抽

出について、普段の巡回や１．（４）で実施するヒアリング事業に於いて回答した事業者

や経営支援ビジネスモデル事業者に承継の話をし、興味を示した場合、斡旋を行う。（廃

業マッチング） 

なお、廃業の支援件数は目標としない。都度相談があった場合、迅速に対応する事とす

る。廃業マッチングについてもこの限りである。 

 

 （目標件数） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

計画策定を望む 

事業者抽出 
1 2 3 5 7 9

フォローアップ 

件数（ニーズ検証） 
1 4 6 9 12 15

金融斡旋件数 9 5 5 5 5 5

※１：事業計画策定を望む事業者については、問題意識が高く、意欲的に問題解決に取

組む事業者を優先して行う。経営支援ビジネスモデル事業者は事例創出のため、

重点的にフォローアップを行う。 

  ※２：ニーズのマッチング検証は、フォローアップ事業の一環とする。 

※３：金融斡旋件数は、現状、借替の相談が昨年に比べ多い。相談内容の内訳として、

     経営状況の好調により売上確保に伴う運転資金斡旋が６件、その他設備購入相談

が１件、経営状況の悪化に伴う資金斡旋が２件となっている。 

   なお、例年、金融斡旋は３件～５件の間で推移している。 
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 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 （現状と目的）ＳＷＯＴ分析、改革戦略 

  これまで、消費者の需要動向については、経営指導員等が相談指導時に事業者へのヒア

リングやプレミアム付商品券発行事業(※)での商品券販売時に、購入した一般消費者への

アンケート、インターネットにより収集・把握をしているが、これまで収集した情報は個

別に管理していたため職員間で共有されておらず、販路開拓や新商品の開発支援におい

て、蓄積した情報が十分に活用できていなかった。 

 今後は、新たな販路開拓や新商品・サービスの開発に取り組む事業者を支援する際に活

用するとともに、事業者自身が新たな販路開拓や新商品・サービスの開発を検討するため

の資料となるような情報を提供していくために以下の事業を実施する。 

 
※プレミアム付商品券発行事業とは、地域内消費を喚起するとともに、地域商工業者の販売促進及び商店

等の活性化を目的とし、県および町の助成を得て、10％のプレミアムを付けて販売している商品券である。

 

 （事業概要） 

  需要動向の情報を地元消費者や来町者から収集し、専門家による分析を行った上で添田

経営データバンクに蓄積して新たな販路開拓や新商品・サービスの開発に取り組む事業者

を支援する際に活用する。また、分析結果は公表資料に加工して広報誌・商工会ホームペ

ージ等で公開する。 

 

 （事業内容） 

 ・消費者アンケート＜新規・拡充＞ 

   地元消費者や来町者がどのような消費行動を取り、どのような消費者ニーズがあるか

を把握するため、小売業・飲食業・サービス業・食品製造業についてアンケート調査を

実施する。 

  １）調査方法 

①地元消費者向け 

下記③の調査項目を選択方式（一部記述あり）で記入するアンケート調査票を作成

し、年代別（２０歳代・３０歳代・４０歳代・５０歳代・６０歳以上）に各４０名、

合計２００名を、ポイントカード事業において保有するカード会員（会員数約２，１

００名、約９割が地元住民である）より抽出して対象者に調査票を送付し、商工会職

員が調査票を回収する。 

 

②来町者向け 

町内で来町者が最も多く立ち寄る施設は「道の駅歓遊舎ひこさん」であり、他に来

町者の多くが買い物をする店舗がないため、道の駅へ来場する一般消費者２００名程

度を対象とし、下記③の調査項目を選択方式（一部記述あり）で記入するアンケート

調査票を作成して、商工会職員がヒアリングにより実施する。 

 

③調査項目 

年代・性別・職業・居住地・購入先・購入予算・購入品目及び数量・町内でよく利

用する店舗と利用頻度・店舗選択の理由・買い物満足度・今後購入したい商品や提供

してほしいサービス等 
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  ２）分析及び活用方法 

  調査結果は専門家による分析を行い、分析結果は添田経営データバンクに蓄積して職員

間で共有し、事業者の今後の販路開拓や新商品・サービスの開発支援において、事業者が

抱える課題の抽出や新たな販路開拓や新商品・サービス開発の方向性を決定するための基

礎データとして活用する。 

 

  ３）提供項目及び提供方法 

年代・性別・購入先・購入品目等について前年と比較した増減を加え、数字のみでなく

グラフ等も利用して理解しやすい内容にして提供する。 

また、年 1回分析した結果を公表資料に加工して巡回時に配布するとともに、広報誌や

商工会ＨＰ等で公表する。 

 

 （目標件数） 

現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地元消費者向けアンケート回数 1 1 1 1 1 1

来町者向けアンケート回数 0 2 2 2 2 2

調査結果公表回数 0 1 1 1 1 1

 

 

 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】 

 （現状及び事業概要と目的）：ＳＷＯＴ分析、重点戦略、改善戦略 

事業者の需要開拓の方策として、事業所店舗にて新たな需要を開拓すること、展示会

出展などで新たな需要を開拓する。（ビジネスマッチングや商談会など）更に１．や５．

の事業によって得られたデータを最大限活用し、経営の新陳代謝を促す新たな創業（第

二創業）などに結びつく支援を行政や県、各関係団体と連携し支援を行う。 

これまでの創業等の相談については、事業開始予定者から商工会に相談が持ちかけら

れてからの対応がほとんどであった。今後は、５．需要動向調査等で得られた情報を基

に各関係団体と連携しながら創業に関する情報発信を行い、行政が行っている「ふるさ

と創業支援プログラム」にて創業を希望する事業者への情報提供を行い、添田町の創業

促進や第二創業に資する取組と連動させる。更に、町内の空き店舗となっている事業所

を積極的に活用できるよう、行政が行っている空きテナントバンク事業を介して活用者

探索を行う。 

また、既存事業の第二創業や事業承継については、１．（４）相談に対するニーズ調査

で把握した、体力があり意欲的に経営を行う事業者や経営支援ビジネスモデル事業者を

中心に商工会主催の各種セミナーや個別、集団講習会、商談会などを通じて、事業者同

士のマッチングを行い新たな需要の開拓を促進させる。 

 

重 要 

（個別事業者の創業支援や持続的発展が望める経営の基盤整備に注力して取組む理由） 

多くの人を呼び込む地域振興を行うには、それだけの人的資源、金銭的資源が必要不可

欠であると考える。「英彦山サイクルタイムトラアル大会」を２５年間も維持存続ができた
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理由は、その運営の中心となる事業者や各関係団体の人と人の連携によって培われ、事業

自体を大切に育ててきたと言っても過言ではないと考える。その主体となる事業者がいな

くなってしまえば、このようなイベントも実施できない。添田町商工会は、規模も小さく、

財政的にも非常に厳しいため、大胆で斬新的な取組もできない。今般実施する経営発達支

援計画に於いて各関係機関の連携によるノウハウを最大限活用し、地域に根差した支援を

行う。その答えとして「地域の活力＝事業者の活力」であると考えた。地域に人がいない

と事業はできない。また事業者も顧客がいなければ存続できない。過疎化や少子高齢化が

進んでいるとは言え、添田町を愛し、地元に根差し事業をしたいと考える経営者の力にな

りたい。そのような事業者が１つでも存在するから商工会がある。だからこそ、創業や第

二創業、事業者の持続的発展が望めるような伴走型支援に注力して取組む。人が人を呼ぶ

からこそ、地域経済の活性化（にぎわい創出）が図られる。町も次世代に添田町の魅力を

継承させるという方針のもと、「歴史的風致維持計画」が国から認定された。これら各関係

機関は、地域経済の活性化という同じ目標に向かって歩んでいるが、連携が希薄であるた

め、今まで大きな力を発揮できていなかったと考える。今後、添田町の次世代に残したい

古き良き歴史や文化、食べ物、風土などを事業やイベントを通じて広く顧客にアピールし、

各関係機関と強固な連携を図り、添田町商工会として添田町に少しでも貢献したいと考え

る。 

 

（地域活性化に資する取組みの連動と事業者の新しいビジネスモデル構築の提案） 

先述のように添田町は県内の町村に比べ人口規模も小さく、少子高齢化と県内でも高い

高齢化率にある中で、地域消費者のニーズ（生活利便性に寄与する事業）を的確に捉え、

事業者の経営の質の向上と地元購買力の向上に資する取組みを実施し、１つでも多くの事

業者が経営に対する考え方や姿勢を転換しない限り、地域事業者の衰退は止められない。 

個別事業者の指導に当たっては、先述の１．２．３．４．にて実施する伴走型支援事業

のプロセスを経て、添田経営データバンクに蓄積された先進的事例を基に、それぞれの事

業者の現状を踏まえ、ビジネスプランや経営レベルに沿った極め細やかな指導を行い、１

つでも多くの事業者の経営の質の向上と新陳代謝を促す支援を行っていく。 

今般行う事業は、先述の１．２．３．４．の段階を踏んだ事業者だけではなく、体力や

活力のある事業者に対して、①経営の転換に資する情報の提供を促す。②新たな事業の展

開ができる端緒となる情報提供を行う。③地域資源（観光資源である英彦山や地の利を活

かした農作物や特産品など）や経営資源（長い期間、添田町で商売をされている事業者が

持つ独自のノウハウなど）を最大限活用し、事業者同士の繋がりを深め、新たな事業が生

まれるような支援（事業者同士のコミュニティー形成）を行う。これら①～③の支援を目

的とする。これは、後述Ⅱ．地域経済活性化に資する取組み「添田産業活性諮問会議」と

連動しており、添田町商工会の経営発達支援計画の重点戦略として５カ年計画に基づいて、

各関係機関と連携し展開していく。 

 

 （事業内容） 

 （１）既存事業とのマッチング ＜新規＞ 

  １．（４）相談に対するニーズ調査にて把握した事業者のニーズ、悩みや問題が販路開

拓、他事業者と連携する事で解決する場合、中小企業支援協議会や福岡県商工会連合会等

の関係機関の専門家及びコーディーネーターと連携し、積極的に事業者同士が連携を図

り、事業が行えるよう支援を行う。また、新たな需要を開拓する事業の実施については、
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中小企業支援協議会や福岡県商工会連合会が主催する展示会や商談会など活用する。 

  更に、事業者同士が積極的に連携が図られやすいと考える、地域経済の活性化に資する

取組み（地域振興に資する催事やイベント）に於いて、商工会の事業で実施される事業を

起点と考え、事業者が持つ特色やノウハウを活かし、その事業をピックアップし、ビジネ

スモデルとして事業化の可能性があるか、専門家の指導・助言を仰ぎ検討する。（後述の

Ⅱ．地域活性化に資する取組みとの連動）具体的には、現在、催事等で好評を博している

食べ物を添田町で飲食業をされる方が新しいメニューとしてラインアップする事などが

挙げられる。 

 （２）新たな需要開拓に於ける新規事業の可能性及び創業及び第二創業 ＜新規＞ 

  添田町は、その地形の特性上、新規大型店等出店の可能性は極めて低い立地環境と言え

る。少子高齢化にある現状、消費者に対して生活利便性の確保を行う事などを機会と捉え、

新規事業、創業の可能性を模索する。 

  １．地域動向調査、５．需要動向調査の結果に基づいて、後述のⅡ．地域経済活性化に

資する取組みと連動しているが、地域活性伝道師や各関係機関の専門家の意見を参考に、

ノウハウを持つ、意欲的に取組む事業者や創業予定者等に情報提供を行い、新規事業への

進出を支援する。具体的には、高齢者や買い物難民に対する宅配事業、生活インフラに関

わる買い物代行事業などが挙げられ、運送業者と小売業者のマッチング事業など、可能性

の見込める事業であれば新たなビジネスモデルの構築と共に、実施事業者の探索を行う。

 

 （目標件数） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

既存事業者 

コミュニティー 

形成目標件数 

0 

（調査） 

1

（斡旋）

0

（調査）

1

（斡旋）

0 

（調査） 

1

（斡旋）

新規ビジネス 

モデル探索 
0 1 2 2 2 2

  ※１：地域活性化伝道師を中心に各関係機関の助言・指導を仰ぎ、創業や第二創業を意

欲的に考える事業者、創業予定者に情報提供及び斡旋を行う。 

  ※２：地域活性化に資する出店事業者同士の連携に関する算出根拠 

     （過去４年間商工会主催の出店者数平均＋過去４年間セミナー開催実績）×過去

４年間平均創業率＝６７店舗×０．３７％＝０．２５件 

※３：創業に於ける事業者の算出根拠（地域経済分析システムＲＥＡＳＡＳより抜粋）

添田町商工業者数×過去３年間平均創業率÷３年分＝目標件数（１年当たりの創

業者数）３４８事業者×１．５％＝１．７４件＋純増目標１件（２件とした）  

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 （現状と目的） 

  添田町商工会で現在行っている地域経済の活性化に資する取組みとして主に以下の事

業を行っている 

 ①「ポイントカード事業」及び「添田地域お買物券事業」 

 ②「英彦山サイクルタイムトライアル大会」 
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 ③その他、地域経済の活性化に資する催事及びイベントへの出店 

 それぞれ、目的及び成果について以下の図のようになっている。 

（売上低下等の数値的要因は含まない、重要なのは、事業目的が明確で顧客や市場が絞り込

まれて、事業が実施されているかを基準に作成した表である） 

 

事業目的が明確であるが、実際はそれに伴う売上や利益及び経済効果が満足の行く成果

が得られているのか、得られていないか、検証をしていないのが実情である。 

今後、地域のにぎわい創出のためには、１人でも多くの顧客を呼び込み、地元消費者の購

買力の向上や外部顧客による経済効果を狙う事が重要と考える。そのために、実施するイ

ベントの予算計画、事業内容を策定する際、事業の定量的、定性的目標を掲げ、事業が成

功したのか、失敗したのか、どのような効果があったのかを、添田産業活性諮問会議（以

下、添田会議とする）内で協議、検討し、継続するか否かなどの事業に於ける新陳代謝を

図る。特段、「ポイントカード事業」及び「添田地域お買物券事業」について、地元消費

者の購買力向上に寄与する中で事業者全体の売上に貢献しているため、重点的に事業を実

施する。 

 

（既存実施事業と各事業目的に於ける成果フィールド表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○…成果有 △…成果が上がっていない、空白…対応していない 

    については、優先的に実施し、成果を上げたいフィールド 

    については、優先順位は低いが、今後実施したい事業フィールド 

 

（事業内容） 

（１）添田産業活性諮問会議（添田会議）の協議内容と進め方 ＜新規＞ 

 会議の内容や進め方として、上述の組織メンバーの積極的連携を促す取組みを重視する

事を目的とする。会議の協議内容や検討について以下の内容で行う。会議は全体会議を年

に２回執り行い、各専門部会を適宜開催する事とする。専門部会は、各組織メンバーの代

表が中心となって運営する。「地域経済振興推進部会（仮）」「新規事業検討部会（仮）」「地

域経済活性事業部会（仮）」をそれぞれ創設し、各専門部会は横断的なコミュニケーショ

ンを図れるよう、経営発達支援チームが主導で行う。 
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  ①現在、商工会が中心となって取組む地域経済の活性化に資する事業の見直しと改廃及

び事業継続と廃止について検討する。→「地域経済振興推進部会（仮）」にて行う。

 ②地域資源を活かした中長期的な観点で行う新しい事業の検討に資する調査  

→「振興検討部会（仮）」にて行う。 

  ③各関係機関より提供される地域動向や需要動向に資するデータに基づいて、第三者有

識者を交え、地域事業者のノウハウを活かし、新たな需要に寄与する事業の実施につ

いて検討する。→「地域経済活性事業部会（仮）」にて行う。 

 

（２）第三者有識者や専門家による調査と指導や助言について ＜新規＞ 

  今般創設する添田会議内に検討される事業について、より成果が図られるよう、内閣府

地方創生推進室の地域活性化伝道師や中小企業支援協議会等の専門家やコーディネータ 

ーの指導や助言を仰ぐ。先ず、現在商工会が中心に行っている事業についての検討を優先

的に行い、事業に資する調査から実施していく。 

 また、現在行っている地元消費者の購買力向上に一番直結する事業、「ポイントカード

事業」「添田地域お買物券事業」の新しい取組や方向性についても指導・助言を仰ぎ、取

組を強化する。 

 

  （目標件数） 

講習内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地域振興に係る 

集客目標数 

（年間合計） 

約2,000人 2,225 人 2,450 人 2,675 人 2,900 人 3,125 人

新規事業の検討に 

資する調査 
0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

既存事業に 

於ける取組 
0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

  ※１：集客数の算出根拠（過去４年間来場客数×人口増減係数）÷５年間＝ 

年間１２００人、 

人口増減係数（過去４年間の町人口増減平均数÷現在の町人口×１００） 

過去４年間イベント来場平均客数÷現在人口数×１００＝対人口来場客比 

１２００人×対人口来場客比＝年間増加目標集客数（２２５人）とした。 

※２：全体会議は年に１回行い、専門部会は年に最低１回開催し、各事業実施に於ける

実行委員会にも添田会議メンバーも出席し、添田会議内容等共有する。 

  ※３：添田会議内で協議、検討された内容について、各関係機関や第三者有識者等の助

言を得て、新規事業の検討に資する調査を行う。 

  ※４：既存で行っている「ポイントカード事業」「添田地域お買物券事業」について、

     添田会議内参画関係機関の指導・助言を仰ぎ、事業計画の見直しから実施し、そ

れぞれ取組の新たな目標を設定し、事業実施を行う。 
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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 

 （課題と目標） 

  これまでも、地域経済に資する事業や経営改善普及事業に於いて、各関係機関と連携を

行ってきたが、事業を実施する際だけの連携や表面的な連携に留まり、活発的な情報交換

は行われていない状況である。今後、各関係機関との連携について、添田経営データバン

クの事業、添田産業活性諮問会議を通じて、継続的な連携と活発な情報交換、情報共有を

図り、相互の情報交換により抽出される課題についても掘り下げていく事とする。 

  

 （事業内容） 

 （１）広域による情報交換 

  年に数回行われている田川郡商工会指導員会議や筑豊地区指導員会議等を通じ、各地域

の状況や田川市郡の状況について、意見交換や情報交換を行っている。今後は、課題や問

題に対する支援方法や取組状況などの情報交換も行う。 

 

 （２）各関係機関との情報交換 

  今般実施する、添田産業活性諮問会議の中で、各関係機関との情報交換を行い、抽出さ

れる課題や問題について、意見交換を行う。 

 

 （３）行政との情報交換 

  年１回行われる行政懇談会や添田町産業活性諮問会議内に於いて、商工業やまちづくり

に関する情報交換を行い、今般実施する添田町経営発達支援計画の各事業を通じ、情報交

換や事業連携を行う。 

 

 （４）中小企業支援協議会との情報交換 

  年に数回行われる協議会と添田産業活性諮問会議に於いて、地域経済動向データ、需要

動向に関するデータ等、支援ノウハウなどの地域事業者の支援に重要なデータ等、積極的

な情報交換を行う。→添田経営データバンク事業の重要なデータ源泉となる。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営指導員等の資質向上の取り組みに関しては現在、福岡県商工会連合会主催の各職種

階層別の研修、中小企業大学校の経営指導員研修、中小企業振興事務所主催の講習、セミ

ナーへの参加を行っている。 

支援力強化を図るためには、より地域の実情に即した支援ニーズに訴求する資質向上へ

の取り組みが肝要となる。 

例えば、当商工会の相談の中で、スマートフォン、ＰＣ操作設定等ＰＣ関連の相談、商

品掲示物（ＰＯＰ、価格表）に関する相談が多い。特に前者の相談について、日本全体で

はＩＴ進化が著しい中、町は比較的遅れている実情がある。このような地域の実情を鑑み

て、支援ニーズの高いスキル向上に重点的に取り組むことが求められる。 

そこで、下記の取り組みを実施する事により、職員全体の資質レベルの向上を図り、ス

ピード感のある伴走型支援を実現することを目指す。 
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①職員全体で「支援力アップ！資質向上講習」を実施 

 毎年７月、１１月（年２回）に事務局長、経営指導員、経営支援員を受講対象とする職

員資質向上をテーマとした講習会を実施（例：ＰＣ操作設定講習、ＰＯＰ作成指導講習、

マナー講習、おもてなし講習、業務関連資格取得など）する。 

 少しの専門的知識を身に着け、即解決する問題に取組む事で、ワンストップ支援の問題

解決のスピードアップや職員の資質レベル向上を図り、よりスピード感のある支援を目指

す。これにより、小規模事業者のＣＳ（Customer Satisfaction 顧客満足度）を向上させ、

更に地域経済団体としての身近な相談窓口としての機能を充実させる。 

 本取り組みによる講習の後は、習得したスキルを活用した支援を実施するよう努め、実

際の支援報告を下記②経営発達事業推進チームの全体報告時に適宜行うものとする。 

 

（実施計画） 

  これまでは経営指導員等の資質向上に関する独自講習は行っていなかった。今後は、計

画的な講習会を実施し受講する。 

講習内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

IT スキルアップ講

習 
0 回 1 回 0 回 1 回 0 回 1 回

POP 作成指導講習、 

マナー講習、 

おもてなし講習等 

0 回 1 回 2 回 1 回 2 回 1 回

講習を活用した支

援事例報告 
0 回 3 例 3 例 3 例 3 例 3 例

 

②経営発達事業推進チームの定例会議 

 毎月第２及び第３月曜日午前９時から、経営発達事業推進チーム（本件事業推進のため

に設置する内部組織。別表 2参照）による定例会議及び適宜臨時会議を実施する。本会議

では、本件事業の進捗状況、達成状況、今後の推進計画の打ち合わせを行うと共に、事業

推進にあたって得られた情報、顧客ニーズ等のチーム内共有を行う。また、本件事業推進

により得られた情報等は、月１回程度の文書回覧又は口頭報告により商工会職員全体で共

有し、職員全体の支援力向上につなげる。 

 

（実施計画） 

 今般設置する経営発達事業推進チームの定例会議を実施し、適宜臨時会議を実施する。 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

定例会議 0 回 24 回 24 回 24 回 24 回 24 回

臨時会議 0 回 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 

全体報告 0 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回
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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 

 

本事業の成果、評価、見直しの提示をＰＤＣＡサイクルに則り、下記の要領で行う。 

  

①添田会議内に於いて、添田町商工会経営発達支援計画評価委員会（仮）を設置する。

当該委員会の委員は、添田町商工会執行部と添田産業活性諮問会議参画者、第三者有識

者で行う。 

 

②当該委員会において、添田町商工会経営発達支援計画の実施状況について、年１回の

評価を行う。 

 

③評価方法として、計画全体の達成率１００％を基準とし、計画行動プロセス等を加味

した上で評価しランク付けを行う。 

  Ｓ評価 ・・・９０点以上     

  Ａ評価 ・・・７５～８９点 

  Ｂ評価 ・・・６０～７４点 

  Ｃ評価 ・・・４０～５９点 

  Ｄ評価 ・・・４０点以下 

  

④本事業の結果は、年度毎の添田町商工会総代会にて報告を行う。また、添田町商工会

及び添田町商工会ホームページにて常に閲覧可能な状態にする。 

 

 

 

 

（以下余白）
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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４月から）

１．組織体制 

本事業を実施するために「経営発達支援事業推進チーム」を組織する。 

主担当（チームリーダー１名：経営指導員）副担当２名を配置する。また、職員全員で

各支援事業及び業務遂行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在の添田町商工会職員数】 

局長    １名 

経営指導員 ２名 

経営支援員 ２名     計５名 

 

２．連絡先 

〒８２４－０６０２ 

福岡県田川郡添田町大字添田２０６２－２ 

添田町商工会 経営発達支援事業推進チーム 

事務局長：中尾 弘道 

担当経営指導員：日野 一 / 岡部 雄介 

TEL：０９４７－８２－０２４４ 

FAX：０９４７－８２－３０８４ 

Mail: soeda@shokokai.ne.jp 
HP：http://soe-sho.jp/ 

 

 

組織図 

添田町商工会

経営発達支援事業推進チーム

主担当：経営指導員 １名

副担当：経営指導員 １名

副担当：経営支援員 １名

※基本、職員全員で各支援事業及び

業務を行う

福岡県商工会連合会

北九州・筑豊

広域連携拠点



２８ 
 

 

 （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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 5,300 5,300 4,000 4,000 4,000

 

旅費・事務費 

会議等開催費 

講習会開催費 

調査研究費 

 

2,500 

1,200 

1,600 

2,000 

2,500

1,200

1,600

2,000

1,200

1,200

1,600

1,500

1,200 

1,200 

1,600 

1,500 

1,200

1,200

1,600

2,000

（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 

国補助金 

県補助金 

町補助金 

（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高度な専門性を有する経営相談（法律、税務、経営、労務、取引、町づくり等） 

に関する連携 

②情報の収集及び提供に関する連携 

③金融に関する連携 

④地域活性化に資する取組の相談及び連携 

連携者及びその役割 

福岡県（※１）、添田町（※２）、福岡県商工会連合会（※３） 

中小企業支援協議会（※７）よろず支援拠点（※８）・・・上記①、② 

福岡県立大学（※４）等、各関係団体、法人等・・・上記② 

地元金融機関（田川信用金庫（※５）、福岡銀行（※６）・・・上記②、③ 

内閣府地方創生推進室（※９）・・・上記④ 

 
※１ 福岡県 代表：小川 洋 知事  

福岡市博多区東公園 7-7 電話：092（651）1111 

  

※２ 添田町 代表：寺西 明男 町長  

田川郡添田町大字添田 2151 電話：0947（82）1231 

 

※３ 福岡県商工会連合会 代表：城戸 津紀雄 会長 

福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話：092（622）7708 

 

※４ 公立大学法人福岡県立大学 代表：柴田 洋三郎 理事長・学長 

田川市伊田 4395 電話：0947（42）2118 

 

※５ 田川信用金庫 代表：市岡 敏生 理事長 

本店   田川市大字伊田 3557-8  電話：0947（42）4040 

添田支店 田川郡添田町大字庄 216  電話：0947（82）4141 

 

※６ 株式会社福岡銀行 代表：柴戸 隆成 取締役頭取 

   本店   福岡市中央区天神二丁目 13-1 電話：092（723）2131 

   添田支店 田川郡添田町大字添田 1179-1 電話：0947（82）1200 

 

※７ 飯塚中小企業振興事務所 伊藤 文章 所長 

   福岡県飯塚市吉原町 6－13飯塚商工会議所ビル 電話：092（723）2131 
    

※８ 福岡県中小企業振興センター 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 9－15   電話：092（622）7809 

 

※９ 内閣府地方創生推進室（地域活性化伝道師）内閣府特命担当大臣 

      東京都千代田区永田町Ⅰ－11－39    電話：03（5510）2151 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添田町商工会

管内事業者

福岡県商工会

連合会

添田産業活性

諮問会議

添田経営データバンク

福岡県・添田町

地域情報・町づくり

経営・情報

管内経済情報

経営ノウハウ

各金融機関

金融・情報

大学・地元ＮＰＯ法人等
農林関係機関等

情報・ノウハウ

中小企業

支援協議会


