
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

福智町商工会 

（法人番号 ）6290805007940 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

事業者への経営支援や地域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、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こととし、

「持続的経営を通じた明るく活力のある地域創生」及び「地域資源力の発揮」

を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
上記事業目標を達成するため、小規模事業者が元気になることを目的として、適

切な事業計画の策定や事業計画の実現可能性を高めるための事業及び福智町ブラ

ンドを向上させるための事業等を行う。 

上野焼事業者、福智町ブランドの拡大に取り組む事業者、６次産業化を目指す事

業者には重点支援を行う。 

１ 地域の経済動向調査に関すること 

 小規模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地域内の経済

動向を調査・分析し小規模事業者に提供して、小規模事業者が適切な経営判断、経

営計画及び経営方針の立案が行えるようにする。 

２ 経営状況の分析に関すること 

 経営の持続化・発展を見通すために必要不可欠である経営状況の分析を行うた

め、経営状況分析実施を働きかけるセミナーを開催し、経営分析実施支援を行う。

３ 事業計画策定支援に関すること 

 社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するために必要不可欠

である事業計画の策定を行うため、事業計画策定実施を働きかけるセミナーを開催

し、事業計画策定実施支援を行う。 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 策定した事業計画が適切に実施され、経営課題が解決されるよう、伴走型支援に

よって事業計画実施支援を行う。 

５ 需要動向調査に関すること 

 小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させるため、需要動向調査を行

い、現実の需要に即した商品やサービス提供の展開の支援を行う。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起しに向け、新たな

需要の開拓に寄与する事業を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 地域の方向性を関係者間で共有し、地域の魅力を踏まえた地域のブランド化によ

る地域経済の活性化に資する取組を行う。 

連絡先 

〒８２２－１１０１ 

福岡県田川郡福智町赤池９６８番地 

福智町商工会 経営発達支援事業推進チーム 

TEL：０９４７－２８－５０５５ 

FAX：０９４７－２８－２１９５ 

Mail: fukuchi@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 

・福智町は、平成１８年３月に赤池町、金田町、方城町の３町の合併により誕生した。

商工会も平成２１年に赤池町商工会及び金田町商工会が合併して福智町商工会が誕

生、平成２２年に方城町商工会と合併し現在に至っている。 

・当地域は旧産炭地であり、石炭産業の盛衰とともに発展、疲弊していった。中央資本

の大手炭鉱が２つあり、管内人口も昭和３０年には４２,２５７人（国調）であった

が、平成２２年では２４,７１４人（同）と減少の一途をたどった。 

・かつては３町とも商店街を形成し、賑わいを見せていたが、人口減少とともに衰退し

少子高齢化、後継者不足、近隣への大型店の進出などで、細々と営業している事業者

がほとんどで、経営環境は非常に厳しい状況にある。約４００年の歴史を誇る伝統的

工芸品「上野焼（あがのやき）」の産地でもあるが、最多で２８あった窯元は現在で

は２０に減少し、売上減、後継者不足により衰退著しい状況にある。 

 

・福智町は、福岡県のほぼ中央に位置し、北九州・福岡の２大都市圏から自動車で約１

時間と交通利便性に比較的優れているほか、既述の伝統的工芸品「上野焼」、福岡県

内でも有数の登山スポットである福智山や国指定史跡城山横穴群などの史跡や歴

史・文化遺産などが多くある。しかしながら、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るとはまだ言えない状況にある。 

 

・このような状況のなか、地域唯一の総合的経済団体である福智町商工会における役割

は、事業者の経営支援や地域経済活性化への取り組みを通じた活力あるまちづくりに

尽きると言えるが、昨今の社会経済情勢のなか、即効的かつ持続的な効果が見込まれ

る斬新な活性化事業は見出しにくい。 

 

・そのため、福智町商工会が今後取り組むべき事業は、地域経済を下支えするための、

長期的で地道な取り組みであると考え、今後、「持続的経営を通じた明るく活力のあ

る地域創生」及び「地域資源力の発揮」を目標として事業展開を行っていきたい。 

 

・「持続的経営を通じた明るく活力のある地域創生」のためには、事業者が元気になる

ことが必要である。そのため、事業者の経営分析、経営計画、総合的な実行支援を通

じて、経営の持続・発展に寄与する事業を行う。経営の持続・発展は、地域が活力を

取り戻す原動力となり、もって地域創生が図られるものである。 

 

・「地域資源力の発揮」のためには、現在の地域資源の見直しや掘り起し、見出した資

源の磨き上げ、そして、それら資源を内外に効果的にＰＲすることが必要である。そ

のため、地域資源の見出し、磨き上げ、内外へのＰＲ方策の立案、実行などのプロセ

スを中長期的に計画し、各段階を経て地域資源力の発揮ができる地域振興支援に取り

組むこととする。 
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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２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 経営発達支援事業の目標に掲げた「持続的経営を通じた明るく活力のある地域創生」

のための礎となるのは、「地域の事業者の元気」であるが、事業者が元気になるため

には、事業者自身が経営の持続化・発展が見通せる経営状態になる必要がある。 

 持続化・発展が見通せる経営状態になるには、経営に影響する地域経済動向を把握

し、現在の経営状態の分析を行い、これを元に持続的経営のために事業計画を策定す

ることが肝要である。そして、策定した事業計画に沿った経営を行いながら、日々変

化する消費者需要動向を見極め、継続して自社商品の見直しや商品の開発に取り組み、

販路拡大のための方策を求め続けるプロセスをたえず行う経営を目指さなければなら

ない。 

 また、「地域資源力の発揮」のために、当地域の最も重要な地域資源の一つである

上野焼事業者への支援、福智町のブランド力を高める事業者への支援、地域農産物の

６次産業化を図る事業者への重点支援は不可欠である。 

 そのため、適切な事業計画の策定や事業計画の実現可能性を高めるための事業及び

福智町ブランドを向上させるための事業等として、以下の取組みを行う。 

 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

経営発達支援事業の支援対象事業者類型として、一般小規模事業者と重点支援小規

模事業者を設定する。 

一般小規模事業者は、重点支援小規模事業者以外の小規模事業者を指す。 

重点支援小規模事業者は、特に地域ブランドの推進の役割を果たすと考えられる事

業者であり、ロールモデルとして他事業者へ経営事例の波及が特に期待される事業者

である。 

具体的には、 

①地場産業である上野焼事業者 

②町外に及ぶ広域な商圏を有し、かつ、福智産品を使用した商品展開を行っている

など福智町ブランドを外部に広げられる可能性のある事業者 

③６次産業化に取り組んでいる（６次産業化を目指す）事業者 

である。 

 本経営発達支援事業については、地域資源力の発揮のためにより高い効果を得るこ

とを目指して、一般小規模事業者と重点支援小規模事業者別に支援目標数を設定する。

 

 

 

 



３ 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

〔支援に対する考え方〕 

消費者ニーズの多様化が進む昨今の事業環境においては、商圏の地域性に即したサ

ービス展開がますます重要になっており、小規模事業者に対する的確な指導を行うた

めには、支援を行う小規模事業者が存する地域の状況、小規模事業者のサービスに対

する消費者ニーズの動向を適切に把握しておく必要がある。 

そのため、小規模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地域内

の経済動向を調査・分析し小規模事業者に情報提供して、小規模事業者が適切な経営

判断、経営計画及び経営方針の立案が行えるようにする。 

 

〔現状と課題〕 

 現状では、これら地域の経済動向に関しては、個別の事業者からデータ提供の依頼

がある都度、関連調査データを収集しており、体系的な情報の収集・分析を行えてい

ない。 

そのため、 

・即時の情報提供が行えない 

・必要な調査事項データ収集に漏れが生じることがある 

・総合的で有機的な情報の分析が十分に行えない 

といった点が課題である。 

 

〔目標〕 

 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、

従業員等の経営資源、財務の内容など経営状況の分析に必要な情報収集を行う。そし

て、この情報をもとに支援対象小規模事業者が経営改善を検討する上で指針となるべ

き資料を作成する。 

この資料は、社会的動向、経済的動向、行政的動向、技術的動向、消費者動向別に

分類し、さらに、業種共通事項、各業種事項に分類を行い整理・分析する。 

 これにより、小規模事業者が経営改善を検討し、経営診断の実施、経営計画の策定

のために適切な地域の経済動向の把握が可能となる資料を作成する。 
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〔情報収集等を行う主な項目〕 

社会的動向 

・人口、家族構成及び世帯分離の状態 

・交通基盤整備の状態 

・情報インフラの進展の状態 

・生活様式等の変化の状態 

・教育、文化、社会福祉の状態 

・都市形成及び公共施設の整備の状態 

・商業施設の集積の状態 

・周辺交通網からの回遊性の状態 

・外部からの資本の流入の状態 

経済的動向 

・景気の状態 

・所得、貯蓄、消費の状態 

・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 

・商圏顧客の質と量の状態 

・従業員確保の難易 

・販売高、仕入価格、収益、資金繰りの状態 

行政的動向 
・商業、工業に関する規制又は規制緩和の状態 

・商業、工業に関する助成等施策の状態 

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 

消費者動向 ・販売品需要の盛衰の動向 

 

陶磁器産業関連 

・代替品の生産、供給の状態 

・事業形態の状態 

・従業員数割合の状態 

・販売額の推移の状態 

・産業が抱えている問題の状態 

・変革が必要と考えている経営課題 
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〔調査・分析を行う手段・手法〕 

①提携団体等による社会動向、経済動向、行政動向、技術動向、消費者動向及び各事

業者の役務の提供に関する需要動向の調査等（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、日本経済新聞等の日刊新聞、各事業者等

からのヒアリング等）を収集し、支援事業者が必要とする情報を抽出する。 

②経営指導員等が小規模事業者を巡回して収集した地域の経済動向、需要動向及び小

規模事業者の経営動向情報について、支援事業者が必要とする情報を抽出する。 

③その他提携団体等が有する情報を収集し、支援事業者が必要とする情報を抽出する。

④収集、抽出した情報は、社会的動向、経済的動向、行政的動向、技術的動向、消費

者動向別に分類し、さらに、業種共通事項、各業種事項に分類を行い整理・分析して

グラフ等を活用した分かりやすい資料として取りまとめる。 

⑤また、重点支援小規模事業者である上野焼事業者が存する陶磁器産業については、

消費者の生活様式や嗜好の変化によって、産業全体での消費の落ち込みが大きい。従

って、各研究機関、陶磁器関連協会及び大学等によって取りまとめられた陶磁器産業

のマーケティングの問題点等に係る研究資料を収集し、特に陶磁器産業に特化した情

報の調査、収集、整理、分析を行う。 

 

 

〔成果の活用〕 

これら取りまとめた資料は、ファイリングして商工会内専用棚に常備するほか、デ

ータ化して経営指導員等の電子端末での閲覧・提供が可能な状態にする。そして、巡

回時、経営指導時、窓口相談時、小規模事業者が経営改善を検討し、経営分析の実施、

経営計画の策定を行う際に小規模事業者に提供し活用する。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

〔支援に対する考え方〕 

小規模事業者が経営の持続化・発展を見通すため、また、事業計画の策定、策定後

の計画を適切に実施・支援していくためには、まず、支援事業者の財務状況や経営上

の強み、弱みなどの現状を深く知る必要がある。 

 そして、経営状況や経営上の強み、弱みを書類としてまとめて可視化させることで、

支援事業者の経営状況をより分かりやすく、具体的に認識・把握することが可能とな

る。 

 しかし、小規模事業者は経営状況の分析の重要性を認識していないことが多いため、

商工会が小規模事業者に対して経営状況の分析の重要性を伝え、経営分析の実施を能

動的に働きかけていく必要がある。 

 

〔現状と課題〕 

これまでは、金融、税務、労務、記帳など直面する問題に対しての支援がほとんど

であり財務面での分析が大半を占めていた。財務面以外の経営状況の分析については、

小規模事業者から経営分析相談があった際に各経営指導員が口頭又は任意様式で行っ

ていた。 

そのため、小規模事業者が自ら経営状況の分析の必要性を認識するきっかけを持た

ないと経営状況の分析を行う機会がなかったほか、定型様式を使用していなかったた

め、類似事業者との比較や支援事業者内での年次比較が困難であった。 

また、経営分析を行った事業者についての情報が職員間で共有できておらず、担当

職員が異動すると、後任職員等が事業者の状況を即座に認識することが困難であった。

 

〔目標〕 

小規模事業者の持続的な経営発展のため、小規模事業者に対して経営状況の分析の

重要性の認識を促し、分析実施を働きかけていく。 

経営状況の分析にあたっては、商工会独自の定型様式を作成して使用する。これに

より、体系的で可視化された具体的な資料に基づく経営分析資料の提供・保管が可能

となり、事業者にとって分かりやすく、他事業所比較、時系比較が容易な資料として

より実質的に経営改善資料として活用できる効果を狙う。 

また、当該事業者の状況を担当職員以外の職員が共通様式にて共有、把握できるた

め、職員同士での当該事業者の経営分析に関する意見、アイディアが出やすくなり、

より適切な経営分析が可能となるほか、担当職員異動後の後任者が事業者の状況を即

時に認識できる資料とする。 

なお、当該定型様式は、事業計画策定様式と連動させるほか、その効率性、有用性、

機能性、合理性、見易さなどの観点から年１回程度の見直しを行い、必要に応じて変

更・修正を行う。 
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〔情報収集等を行う主な項目〕 

商工会独自の定型様式の記載項目に沿って、小規模事業者の経営者の略歴、取扱商

品・サービス、経営理念、主な取引先や従業員の情報、借入金の状況、収支状況（損

益分岐点分析等財務分析含む）、商品や製品、提供する役務やサービスの内容、保有

する技術やノウハウ、経営資源の内容、経営に関する弱み等の項目について情報収集、

SWOT 分析（外部環境及び内部環境分析）を行い、経営分析を行う。 

 

〔調査・分析を行う手段・手法〕 

①経営指導員等の巡回指導・窓口相談、定期的な経営分析セミナーの開催等をきっか

けとして、一人ひとりの小規模事業者に粘り強く経営分析の必要性を説明し、その重

要性を認識してもらい、アンケートやヒアリング、必要な情報の収集を経て一人でも

多くの小規模事業者の経営分析を行う。 

②経営分析において支援対象事業者の経営環境（外部環境）に関する機会と脅威を把

握する。 

③経営分析において支援対象事業者の商品や製品、提供する役務やサービスの内容、

保有する技術やノウハウ、経営資源の内容、財務内容等（内部環境）について強みと

弱みを把握する。 

④外部環境における機会及び内部環境における強みについては、地域の経済動向調査

で把握した市場等に対してどのようにそれを活用していくかを検討していく。外部環

境における脅威及び内部環境における弱みについては、地域の経済動向調査で把握し

た市場等に対してどのようにしてそれを克服していくかを検討していく。 

⑤より専門的な課題等については、専門家及びその他提携機関等を活用する。これに

よって、支援事業者に対して適切かつ高度なレベルでの経営状況の分析を丁寧に行う。

⑥後継者等を対象とする事業承継のための経営分析セミナーを開催し、事業承継を控

える事業者の経営状況等を把握し、経営分析を行う。 

⑦財務状況等の計数を把握するため、経理のＩＴ化による自計化を促進する。 

⑧また、重点支援小規模事業者である上野焼事業者に対しては、産地の全体的な取り

組みが個々の事業者の収益に与える影響が大きいという陶磁器産業の特殊性を鑑み

て、特段の取組みを行う。具体的には、地域の経済動向の調査にて把握した陶磁器産

業を取り巻く経済動向を踏まえて、町づくりの専門家、中小企業診断士、商工会、上

野焼事業者を構成員としてこれからの上野焼の産地としてのあり方を議論する「上野

焼の里づくり検討会（仮称）」を開催する。この「上野焼の里づくり検討会（仮称）」

にて、上野焼産地全体としてのブランド状況、他産地の取り組みの状況、上野焼全体

での産地のあり方を把握し、学び、議論する。これにより、上野焼事業者が経営分析

を行うにあたり、前提となる経営環境の把握がより適切に行えるようになるほか、産

地全体のあり方を検討し方向付けることで、産地としての底上げが図られ、個々の上

野焼事業者の収益向上に寄与することが期待できる。 
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〔成果の活用〕 

経営状況の分析結果をもとに、経営上の悩みや課題を把握し経営者が抱える不安を

払拭するためその解決策を提案する。そして、事業計画の策定を行うための基礎資料

とする。また専従者等家族間はもとより従業員に共通した認識を持ってもらうため、

情報の共有化を図る。 

 

≪経営分析セミナー、経営分析実施回数目標≫ 

項目      年度 
実績 目標（回数、件数） 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

 全小規模事業者対象 0 1 2 2 2 2 

事業承継予定者対象 0 1 1 1 1 1 

経営分析セミナー実施回数合計 0 2 3 3 3 3 

経営分析実施件数 

（うち重点支援先件数） 
5 

（1） 

16 

（3）

16 

（3）

16 

（3）

20 

（4） 

20 

（4） 

 

≪上野焼の里づくり検討会（仮称）実施回数目標≫ 

項目      年度 
実績 目標（回数） 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

上野焼の里づくり検討会（仮称） 0 1 2 2 2 2 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

〔支援に対する考え方〕 

近年、人口減少など小規模事業者を取り巻く経営環境が激変していることを踏まえ

ると、小規模事業者が社会経済情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築

するため、市場動向や事業者自らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営を推

進することが重要になっている。 

そのため、地域経済動向調査や経営分析結果の成果を活用しつつ、需要を見据えた

事業計画の策定支援を行う必要がある。 

これら支援に際しては専門家、その他提携機関等とも連携しながら、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。 

 

〔現状と課題〕 

これまでは、経営革新計画申請や補助金申請のための経営計画策定の際に事業計画

を策定するか、小規模事業者から事業計画策定相談があった際に各経営指導員が任意

様式で事業計画策定を行っていた。 

そのため、経営革新計画申請や補助金申請を行う予定がない小規模事業者は、自ら

事業計画策定の必要性を認識するきっかけを持たないと事業計画の策定を行う機会が

なかったほか、定型様式を使用していなかったため、年次比較、計画・実績対比、計

画の見直しが困難であった。 

また、事業計画策定を行った事業者についての情報が職員間で共有できておらず、

担当職員が異動すると、後任者が個別事業者の事業計画を即座に認識することが困難

であった。 

 

〔目標〕 

小規模事業者の持続的な経営発展のため、小規模事業者に対して事業計画策定の重

要性の認識を促し、事業計画策定実施を働きかけていく。 

事業計画の策定にあたっては、商工会独自の定型様式を作成し、使用する。この定

型様式の項目は、事業者名、環境分析を元にしたサービス展開及び対策等の検討（経

営分析における SWOT 分析を活用したクロス SWOT 分析）、今後の経営に関する経営理

念、実施計画（なにを、いつまでに、どうする）、収支計画（3～5 年後を目標年とす

る）、支援計画（計画を実施するためにどの時期にどんな支援が必要か）等を内容と

する。これにより、体系的で可視化された具体的な資料に基づく事業計画策定が可能

となり、事業者にとって分かりやすく、時系比較、計画・実績対比が容易な資料とな

り、より実質的な経営改善資料として活用できる効果が期待できる。 

また、当該事業者の状況を担当職員以外の職員が共通様式にて共有、把握できるた

め、職員同士での当該事業者の事業計画に関する意見、アイディアが出やすくなり、

より適切な事業計画策定が可能となるほか、担当職員異動後の後任者が事業者の状況

を即時に認識できる資料となる。 

なお、当該定型様式は、経営状況分析様式と連動させるほか、その効率性、有用性、

機能性、合理性、見易さなどの観点から年１回程度の見直しを行い、必要に応じて変

更・修正を行う。 
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〔支援対象と手段〕 

①経営指導員等の巡回指導・窓口相談、定期的な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事業者の掘り起こしを行うとともに、

一人ひとりの小規模事業者に粘り強く事業計画策定の有用性を認識するよう自覚を促

し一人でも多くの小規模事業者の事業計画策定を行う。セミナー参加者はホームペー

ジや役場広報等により募集し、あまねく小規模事業者を対象とする。 

②個別経営相談、巡回指導時等に、事業者からの十分なヒアリングを通して、小規模

事業者の経営状況、強み、弱み、自社の課題、支援機関への要望、今後の方向性等を

把握し、事業計画策定の必要性を説明し、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。 

③事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしのため、金融相談、財務相談、労

働保険の相談、各種共済の相談、補助金や助成金の相談などあらゆる機会をきっかけ

として事業計画策定支援につなげるようにする。 

④起業予定者を対象とする創業者のための事業計画策定セミナーを開催し、起業を控

える創業予定者に特化した事業計画の立案を支援する。 

⑤後継者等を対象とする事業承継のための事業計画策定セミナーを開催し、事業承継

を控える後継者等に特化した事業計画の立案を支援する。 

⑥重点支援小規模事業者である上野焼事業者を対象とする事業計画策定セミナーを開

催し、上野焼事業者に特化した事業計画の立案を支援する。 

⑦金融を要する事業者にあっては、公的、民間金融機関の既存の融資制度を案内する

ほか、一定の要件を満たした小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫の取り扱う

新規融資制度（小規模事業者経営発達支援融資制度等）を案内し、積極的な活用を促

す。 

⑧事業計画策定時において、事業計画を策定した事業所が販売・提供する商品やサー

ビスを要する他事業所が存する場合など、販路開拓のためのマッチングにつながる端

緒が見つかれば、販路開拓支援につなげる。 
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≪事業計画策定セミナー、事業計画策定実施回数目標≫ 

項目      年度 
実績 目標（回数、件数） 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

 全小規模事業者対象 0 1 2 2 2 2 

創業者予定者対象 0 1 1 1 1 1 

事業承継予定者対象 0 1 1 1 1 1 

上野焼事業者対象 0 1 1 1 1 1 

事業計画策定セミナー実施回数合計 0 4 5 5 5 5 

事業計画策定実施件数 

（うち重点支援先件数）
5 

（1）

16 

（3）

16 

（3）

16 

（3） 

20 

（4） 

20 

（4）

 

 

≪事業計画策定実施件数目標数の内訳≫ 

項目      年度 
実績 目標（件数） 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

事業計画策定実施件数 

（累計） 
5 

16 

（16）

16 

（32）

16 

（48）

20 

（68） 

20 

（88）

 

うち下記以外の一般小規模事業者

の事業計画 

（累計） 
4 

11 

（11）

11 

（22）

11 

（33）

14 

（47） 

14 

（61）

うち創業予定者の事業計画 

（累計） 
0 

1 

（1）

1 

（2）

1 

（3）

1 

（4） 

1 

（5） 

うち事業承継予定者の事業計画 

（累計） 
0 

1 

（1）

1 

（2）

1 

（3）

1 

（4） 

1 

（5） 
う

ち

重

点

支

援

先 

上野焼事業者の事業計画 

（累計） 
1 

1 

（1）

1 

（2）

1 

（3）

2 

（5） 

2 

（7） 

福智町ブランド事業者及び６

次産業化事業者 

（累計） 
0 

2 

（2）

2 

（4）

2 

（6）

2 

（8） 

2 

（10）
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

〔支援に対する考え方〕 

事業計画を適切に実行し経営課題が解決されるよう、事業計画策定後、定期的な巡

回等を行い、策定した事業計画の進捗状況を確認する。必要に応じて専門家、その他

提携機関等とも連携しながら事業計画の修正、見直しを行い、伴走型支援によって小

規模事業者の持続的発展・事業存続を支援していく。 

 

〔現状と課題〕 

現状では、事業計画策定後の実施支援は計画的・継続的には行っていない。そのた

め、策定した事業計画を適切に実施していこうとする支援事業者の意欲が保ちづらい

ほか、計画・実績対比や事業計画の見直しを行う機会が少なく、事業計画を策定して

いても経営改善に資する高い効果が得られない。 

 

〔目標〕 

 事業計画を策定した全支援対象事業者に対して定期的な巡回訪問を実施し、きめ細

かいフォローアップを行い、事業計画を策定した効果が最大限得られるようにする。

 事業計画の実施支援にあたっては、商工会独自に定型様式を作成し、使用する。こ

の定型様式の項目は、事業者名、行動実施計画の達成状況、収支計画の達成状況（計

画・実績対比）、問題点・要支援項目の抽出、実施計画及び収支計画の変更の要否、

今後の支援計画等を内容とする。これにより、体系的で可視化された具体的な資料に

基づく事業計画実施支援が可能となり、事業者にとって分かりやすく、時系比較、計

画・実績対比が容易となる。さらに、フォローアップ時点での問題点の抽出、計画変

更の要否の判断、今後の支援を要する項目の抽出を行う事で、フォローアップ時での

経営に関する問題点と必要な支援策を事業者と経営指導員等で共有でき、より実質的

な実施支援が可能となる。 

 なお、当該定型様式は、事業計画策定様式と連動させるほか、その効率性、有用性、

機能性、合理性、見易さなどの観点から年１回程度の見直しを行い、必要に応じて変

更・修正を行う。 

 

〔支援対象と手段〕 

①事業計画を策定した全支援対象事業者に対して、定期的（四半期ごとを基本とする）

に巡回訪問し、事業計画の実施進捗状況を確認する。きめ細かいフォローアップ、適

時の必要な指導・助言にて、事業計画を策定した効果が最大限に得られるようにする。

実施状況が芳しくない場合や事業計画策定当初想定していなかった経営環境の変化等

によって事業計画の変更、見直しが必要となる場合は、その時点での経営状況の分析、

事業計画の策定を再度行うなどして的確に課題の洗い出しを行い、再策定した事業計

画実施のための目標設定を行うなどして支援対象事業者と一体となって問題解決を図

る。 

②起業予定者の創業にかかる事業計画実施支援については、立ち上がりの支援が特に

重要になることから、事業計画策定後の１年間は毎月の定期巡回訪問を行い、集中支

援を行う。 
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③後継者等の事業承継にかかる事業計画実施支援については、法務、税務、金融など

の専門的知識が必要であることが多く、事業承継実施の時期が重要となることから、

専門家等との連携を密にすると共に、事業承継実施予定時以前１年間は毎月の定期巡

回訪問を行い、集中支援を行う。 

④重点支援小規模事業者のうち「上野焼事業者」にかかる事業計画実施支援について

は、陶器祭りを始めとするイベント前の支援需要が大きいことから、策定した事業計

画実施が軌道に乗るまでは、四半期ごとの定期巡回訪問に加えて、イベント前の集中

巡回を行い、重点支援を行う（定期巡回を含めて年間１２回の巡回訪問を行う）。 

⑤重点支援小規模事業者のうち「福智町ブランド事業者」及び「６次産業化事業者」

については、特に個別事業者に特化した特色のある支援が必要であることから、２か

月に１回（年間６回）の定期巡回訪問を行い、重点支援を行う。 

⑥フォローアップ時において、フォローアップを実施した事業所が販売・提供する商

品やサービスを要する他事業所が存する場合など、販路開拓のためのマッチングにつ

ながる端緒が見つかれば、販路開拓支援につなげる。 

⑦指導、助言においては、専門家及び下記を始めとしたその他連携団体等を活用する。

・田川信用金庫、福岡銀行、西日本シティ銀行、日本政策金融公庫北九州支店、福岡

県信用保証協会 

・福智町、福岡県 

・福岡県工業技術センター、福岡県中小企業振興センター（よろず支援拠点）、福岡

県立飯塚研究開発センター 

・福岡県商工会連合会、大学、その他事業者の経営に資すると考えられる情報を有す

る団体等 

 

⑧伴走型支援による継続的な支援を行いながら、他事業所においても活用可能なビジ

ネスモデルを抽出し、他事業所に紹介、提供する。他の小規模事業者の経営改善に有

用なビジネスモデルの共有、実施、波及が進み、経営改善が図られる小規模事業者が

増加することで、より効果的に「持続的経営を通じた明るく活力のある地域創生」及

び「地域資源力の発揮」が図られる事が期待できる。 
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≪事業計画策定後の実施支援〔フォローアップ〕回数目標≫ 

項目      年度 
実績 目標（回数） 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

事業計画実施支援 

[フォローアップ年間延回数] 
15 92 168 236 328 420 

 

うち下記以外の一般小規模事業者

の事業計画フォローアップ 
12 44 88 132 188 244 

うち創業予定者の事業計画フォロ

ーアップ 
0 12 16 20 24 28 

うち事業承継予定者の事業計画フ

ォローアップ 
0 12 16 20 24 28 

う

ち

重

点

支

援

先 

上野焼事業者の事業計画フォ

ローアップ 
3 12 24 28 44 60 

福智町ブランド事業者及び６

次産業化事業者フォローアッ

プ 
0 12 24 36 48 60 

※年間フォローアップ回数目標の考え方 

①一般事業者：年４回（四半期ごと） 

→事業計画策定累計数×４ 

②創業予定者：事業計画策定後１年間は年１２回（毎月）の集中支援、１年超は年４回（四半期ごと） 

→当年度の事業計画策定数×１２＋前年度の事業計画策定累計数×４ 

③事業承継予定者：事業承継実施予定時以前１年間は年１２回（毎月）の集中支援、それ以外は年４回（四半期ごと） 

→当年度の事業計画策定数×１２＋前年度の事業計画策定累計数×４ 

④重点支援先のうち上野焼事業者：事業計画策定後計画が軌道に乗るまでは年１２回（四半期ごと＋イベント前集中）の集

中支援、それ以降は年４回（四半期ごと） 

→当年度及び前年度の事業計画策定件数×２４（計画が軌道に乗るまで２年で設定）＋前々年度の事業計画策定累計数×４

⑤重点支援先のうち福智町ブランド事業者及び６次産業化事業者：年６回（２か月に１回）  

→事業計画策定累計数×６ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

〔支援に対する考え方〕 

小規模事業者は大企業からの下請的業務が中心であったがゆえに、「売れる商品を作

る」という視点に欠けているケースが見受けられる。新商品を開発して展示会や商談会

で売り込む場合にも、買い手のニーズを踏まえたものでないとなかなか成果につながら

ない。 

 そのため、小規模事業者の販売する商品、提供するサービス等について、経営分析や

事業計画策定支援により抽出された事業所の強みや経営課題等について情報収集・分析

を行い、小規模事業者にとって課題解決になりうるものなのか、マーケティング調査・

市場動向調査・消費者購買動向調査等の需要調査を行い、いわゆるマーケットインの考

え方を小規模事業者に浸透させるよう取り組みを行う。 

 

 

〔現状と課題〕 

これまでの需要動向調査は、プレミアム付き商品券のアンケートや経営指導員等の個

別の感想に留まるものであり、計画的に調査、収集、分析したり、体系的に取りまとめ

たりすることはしていなかった。また、需要動向調査の必要性の認識が低い小規模事業

者も多く、消費者ニーズを十分把握したうえでの商品展開の検討という段取りがとられ

ていないことが多かった。 

そのため、対象とする顧客の需要を十分に反映したうえでの商品開発や商品提供を行

えていなかった。 

 

〔目標〕 

今後は、計画に則り、体系的に需要動向調査を行い、的確な需要動向調査情報の提供

が行えるようにする。 

また、需要動向調査情報の必要性を認識していない小規模事業者に対して、商工会か

ら積極的に情報提供を行い、また、当該情報を活用した成功事例の提供を行うことで、

需要動向を商品構成に反映させることの重要性を小規模事業者に認識してもらい、マー

ケットインの考え方を浸透させることを目指す。 

 

 

〔調査・分析を行う手段・手法〕 

①巡回や経営指導時、経営分析等により抽出した事業者の販売する商品や提供するサー

ビスの需要動向については、家計調査や商業動態調査、消費者購買動向調査や県統計年

鑑等の調査資料をもとに、経営指導員と専門家と共同で分析し、小規模事業者の相談内

容に応じた情報提供を行う。 

②小規模事業者が、新商品や新サービスの考案・製作や既存サービスの改善を企図した

際に、当該小規模事業者、経営指導員、専門家（中小企業診断士や提供商品に関する専

門家）、商圏消費者等を交えたメンバーによりブレーンストーミング会（自由に意見を

言い合うことのできる議論の場）、試食会を開催し、忌憚のない意見交換を行い商品案

の磨き上げを行う。 
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③テスト制作した商品については、展示会等にサンプル出品して試食やモニターを通じ

てテストマーケティングを行う。 

④試食会、テストマーケティング等の際に、消費者にアンケート調査を実施する。アン

ケート項目は、消費者属性（住所、性別、年齢等）のほか、味、価格、パッケージ、内

容量、サービスの良否、欲しい商品やサービスの内容等とする。 

⑤上野焼に関しては、上野焼協同組合にて年に２回開催する陶器祭りや年間イベントに

おいて、上野焼に特化した消費者需要アンケートを実施する。アンケート項目は、消費

者属性（住所、性別、年齢等）のほか、需要する陶器の種類、形状、サイズ、価格、色

彩等である。 

 

〔成果の活用〕 

ブレーンストーミング会、試食会、テストマーケティング等によって得られた聴き取

り事項やアンケート結果を元に、商品やサービスの見直し・磨き上げを行い、今後の商

品開発へ活かしていく。 

これら需要動向調査を活かした情報提供や新商品開発を行う事により、小規模事業者

にマーケットインの考え方を浸透させ経営意識の向上を図る。これと併せて、技術の向

上、新たな事業分野の開拓、第二創業（新事業展開）への支援等により、小規模事業者

の持続的発展のための新たな需要の開拓につなげる。 

 

≪実施回数目標≫ 

項目    年度 
実績 目標 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

ブレーンストーミン

グ会開催回数 
0 2 2 2 2 2 

試食会、テストマーケ

ティング実施回数 
0 2 2 2 2 2 

アンケート実施回数 
（うち上野焼事業者関連） 

0 
3 

（1）

5 

（2）

5 

（2）

5 

（2）

5 

（2） 
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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】 

 

〔支援に対する考え方〕 

小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起しに向け、多様な顧客

のニーズに合った商品、サービスを提供・発信する機会を増大させるため、商談会、展

示会、インターネット販売を通じた販路開拓支援を行う。 

関係機関との協力や関連施策の活用等を通じ、事業所の情報発信力やビジネスマッチ

ングを強化していくため、地域イベントへの出展や物産展等への出展等の機会を増や

し、新規顧客への販路開拓と地域住民への商品認知度の向上を図っていく。 

また、新聞・テレビ等のマスコミや商工会のホームページを活用した広報活動、商品

販売により小規模事業者に伴走型で支援していく。 

 

〔現状と課題〕 

福岡県等から展示会、商談会、物産展の案内がなされる都度、各事業者へ各経営指導

員等から案内を単発的に転送する形式であり、体系立てた案内の方法をとっていなかっ

た。そのため、希望する展示会等があっても、案内対象から漏れて機会を逃す事業者が

出る可能性があった。 

また、開催される物産展等にて年度にわたって管内から何件の出展者を出すという目

標の設定がなかったため、年間を通じての物産展等での出展者はわずかにとどまってい

た。 

さらに、物産展等への出展に関しては、事業者が単独で商品構成、価格設定、販促戦

略を決めていることが多く、経営指導員等の指導が行き届かず、事業者が思った成果を

上げられない事例が少なくなかった。 

 

〔目標〕 

物産展等に出展を希望する事業者の出展等希望者リストをあらかじめ作成し、小規模

事業者が、イベント開催等のあらゆる機会を活用して、商品やサービスを提供し商品認

知度の向上や新市場への販路開拓、新規取引業者の増加等ができるようにするための支

援を行っていく。また、関係機関を利用し広報誌への掲載やインターネットを活用した

全国的な新たな需要の開拓に貢献できることを目標とする。 

また、出展等を申し込む事業者に対しては、その出展が最大の効果を上げられるよう、

事前にその販売内容について経営指導員等が伴走支援する。 

  

〔具体的な事業内容〕 

①小規模事業者への巡回訪問、経営指導、各種相談時やアンケート調査によって、展示

会、商談会、物産展等がある際の出展希望の有無及び出展希望商品属性詳細等をヒアリ

ングし、「出展等希望者リスト」として電子データにまとめる。 

②全国商工会連合会、福岡県、中小基盤整備機構等が開催する展示会、商談会、物産展

等について、対象商品に合致する商品属性を有する出展等希望者リスト搭載事業者に対

して、当該展示会等の参加案内を実施し、商品・サービスの認知度の向上と新たな取引

先の開拓支援を行う。 

③展示会や物産展に出展する際には、その展示会や物産展に来場する顧客属性等に即応
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した商品の販売を行うため、事業者と経営指導員、専門家等による事前の販売促進会議

を開催し、販売物の選択、価格設定、POP 戦略、営業シミュレーション、事前のソーシ

ャルメディアによる宣伝方策検討等を行い、より効果的な出展となるよう継続して支援

を行う。事業者に課題が出てきた都度、即座に経営指導員等に相談依頼ができるよう、

電話以外にも電子メールによる相談受付を随時行うほか、展示会等まで一週間に１度の

頻度で経営指導員等からも相談事項の有無の確認や情報提供のために電話や電子メー

ルで事業者に連絡をとり、伴走型の支援を行う。 

④商談会に臨む際には、バイヤー属性等に応じた商談を行えるよう、事業者と経営指導

員等による事前の商談促進会議を開催し、販売物の選択、プレゼンテーション内容・方

法等について吟味し、より効果的な出展となるよう、伴走支援を行う。 

⑤福智町商工会ホームページ（構築中）において、管内小規模事業者の特色のある商品

を宣伝・販売するコンテンツを設け、各ポータルサイトから訪れたインターネット利用

顧客に商品の宣伝及び販売を行う。 

⑥展示会成功事例、マッチング成功事例などのうち、他事業所でも活用できる可能性の

ある事例を取りまとめ、資料化する。これを経営指導員等で情報共有すると共に、流用

活用できそうな事業所に紹介、資料提供を行う。これにより、効率的、効果的で迅速な

需要開拓支援（販路開拓）につながるものと期待できる。 

⑦上野焼において素材や製法で地域の特色を活かした商品を発掘し、ブランド化に向け

た商品力強化の支援を行うとともに、全国商工会連合会が運営する「ニッポンセレクト」

等の販路を紹介する。 

 

 

≪支援件数・回数目標≫ 

項目      年度 
実績 目標 

現状 H28 H29 H30 H31 H32 

展
示
会
等 

参加件数 2 3 3 4 4 5 

事前の販売促進会議 0 3 3 4 4 5 

商
談
会 

参加件数 2 3 3 4 4 5 

商談成立件数 1 1 1 2 2 3 

事前の商談促進会議 0 3 3 4 4 5 

他事業所で活用できる 

成功事例作成件数 
0 2 2 2 2 3 

ホームページ掲載事業者数 

（累計） 
0 

2 

（2）

3 

（5）

3 

（8）

3 

（11） 

3 

（14） 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

〔事業に対する考え方〕 

 地域の多様な機関が参加し、今後の地域の方向性を関係者間で共有したうえで地域

の魅力の特性を踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化による地域経済の活性化

に資する取組を行う。 

 

〔現状と課題〕 

 現状では、福智町の多様な関係者間で地域の魅力を吟味したり、地域のブランドと

なるような商品開発を検討したりする組織の運営は、商工会において行っていない。

 地域には豊かな自然や農産物、特産物が存し、国指定史跡である城山横穴群の開発

を控え歴史文化に触れる拠点の整備も進められる予定である。これらを機ととらえ、

地域経済の活性化に資する取組が必要である。 

そのため、地域唯一の総合経済団体たる商工会として、将来の地域のあるべき姿を

検討し、地力を活かした観光資源等の開発等を行っていく必要がある。 

 

〔目標〕 

福智町地域の活性化を目的に、飯塚中小企業振興事務所、中小企業診断士、地域金

融機関、地域活性化・町づくりに精通した専門家、上野焼事業者、福智町商工会等を

構成団体とする連絡協議会を設置する。 

この連絡協議会にて、地域の魅力や課題の掘り起こし、認識の共有化を図る。そし

て、将来の地域のあるべき姿・方向性を検討し、現在福智町に存する豊かな自然や文

化と、上野焼や梨などの特産物とを組み合わせ、観光資源等として活用するため、地

場産品の開発やブランド化、福智町ブランドの認知度の向上を図っていく。 

 

〔具体的な事業内容〕 

①「福智町特産品等開発連絡協議会」（仮称）を設置する。 

②連絡協議会において、地域が有する課題や魅力の掘り起こし、精査、認識の共有化を

図り、将来の地域のあるべき姿・方向性を検討する。 

③ＩLOVE フクチフェスタなど既存のまつり等イベントに関して、地域のあるべき姿・方

向性を踏まえ、連絡協議会からイベント主催者に対して協議結果をフィードバックす

る。 

④地域のあるべき姿・方向性を踏まえた特産品開発として、連絡協議会において福智町

の上野焼や特産品を使った新たな商品のアイディアや開発・販売方法等を検討する。 

⑤新たな販売方法や商品アイディアなどの結果を、特産品等開発意向のある小規模事業

者に、商品化し流通できるものとして提案する形でフィードバックし、協業して新特産

品開発や６次産業化等に結び付ける。 

⑥開発した新特産品は、既存のイベントや福智町固有の施設を活用した展示や販売の機

会を設け充実させていき、来町者増加による町内産業の活性化と周辺産業の活力アッ

プ、ひいては地域経済の活性化を図る。 

⑦ 連絡協議会において有力な地場産品である上野焼の新商品や販売方法等についても

検討し、ⅠLOVE フクチフェスタや上野の里ふれあい交流会館等において、上野焼協同組
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合と連携してまつりを開催する。 

⑧ 田川市郡では初となる国指定史跡である城山横穴群の開発を控え、歴史文化に触れ

ることのできる拠点も整備される予定であり、来町者が相当数見込めることから、開発

した商品等を地元産品としてブランド化し展示・出展を行いアピールする場とする。 
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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の向上のための取組 

 

 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 

   

経営発達支援事業を円滑に実施するため、他の支援機関等との間で、支援ノウハウ

等の共有、情報交換を行い、支援能力の向上を図る。 

 

 （１）情報交換を行う機関 

      

ア．各専門家 

可能な限り高度な支援を可能とするため、中小企業診断士、町づくり専門家、店

舗設計に関する専門家、販売促進に関する専門家、社会保険労務士、行政書士、弁

護士、司法書士など福岡県商工会連合会にエキスパート登録された専門家等と、支

援ノウハウ、経営支援情報等について適宜情報交換、共有に努める。 

 

イ．その他提携団体等 

・地元金融機関（田川信用金庫、福岡銀行、西日本シティ銀行）と金融面、創業等

相談案件の情報交換等を行う。 

・福智町、福岡県、福岡県商工会連合会、その他団体等（大学等）と提携して経営

支援や地域経済の活性化に関するノウハウ等の情報交換・共有を行う。 

 

 （２）情報交換等を行う頻度、方法、狙い 

  

 ア．各専門家 

  （ア）中小企業診断士 

〔 連携先 〕中小企業診断士 

〔 方 法 〕意見交換会の開催 

  〔 頻 度 〕年間４回以上 

  〔主な狙い〕・以下事項にかかる支援ノウハウの共有・情報交換 

地域の経済動向調査、経営分析手法、事業計画策定手法、創業支援

手法、事業承継支援手法、地域ブランド拡大事業支援に関する成功

事例、６次産業化支援に関する成功事例、創業及び事業承継支援に

関する成功事例、事業再生支援に関する成功事例、その他経営改善

事例等 

 

  （イ）マーケティング等の専門家 

  〔 連携先 〕町づくり専門家、店舗設計に関する専門家、販売促進に関する専門家

〔 方 法 〕意見交換会の開催 

  〔 頻 度 〕年間２回以上 

〔主な狙い〕・以下事項にかかる支援ノウハウの共有・情報交換 

町づくり取組み事例、地域経済の活性化に関する取組事例、販路開

拓方策、販路開拓に関する成功事例、展示会・商談会に関する成功
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事例、商品開発に関する成功事例、上野焼の新事業展開検討に資す

る先進取組事例等 

 

  （ウ）その他専門家 

〔 連携先 〕社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁護士など   

〔 方 法 〕意見交換会の開催 

  〔 頻 度 〕各専門家延回数合計年間４回以上 

  〔主な狙い〕・以下事項にかかる支援ノウハウの共有、相談多寡動向の情報交換 

雇用関係助成金、各種営業許可申請、新規営業展開に係る法律上の

問題、事業承継にかかる財産分与の問題等 

 

  イ．金融機関 

  〔 連携先 〕田川信用金庫、福岡銀行金田支店、西日本シティ銀行金田支店、 

福岡県信用保証協会筑豊支所、日本政策金融公庫北九州支店 

  〔 方 法 〕意見交換会の開催及び担当者訪問による情報交換 

〔 頻 度 〕それぞれの機関と年間２回以上 

  〔主な狙い〕・創業相談及び事業承継相談の動向に関する情報交換 

・事業計画作成及び事業計画実施にかかる資金繰りに関する提携 

・経営改善や事業再生成功事例、金融施策及び金融支援策に関する支援

ノウハウの共有等 

 

  ウ．行政機関等 

〔 連携先 〕福岡県、福智町、福岡県工業技術センター、 

福岡県中小企業振興センター（よろず支援拠点）、 

福岡県立飯塚研究開発センター、福岡県立大学 

〔 方 法 〕意見交換会の開催及び担当者訪問による情報交換 

  〔 頻 度 〕それぞれの機関と年間１回以上 

  〔主な狙い〕・行政施策動向や販路開拓のための展示会・商談会などイベント開催

に関する情報交換 

・商品開発のための技術的問題解決に関する提携及び情報交換 

・需要動向調査に関する情報交換 

・小規模事業者経営改善成功事例等にかかる支援ノウハウの共有等 

  

  エ．その他関係機関等 

〔 連携先 〕福岡県商工会連合会、田川郡内商工会及び商工会議所 

〔 方 法 〕業務研究会又は意見交換会の開催 

担当者訪問又は電子メールによる情報交換 

  〔 頻 度 〕それぞれの機関と年間２回以上 

  〔主な狙い〕・以下事項にかかる支援ノウハウの共有・情報交換 

販路開拓支援に関する成功事例、地域ブランド拡大事業支援に関す

る成功事例、６次産業化支援に関する成功事例、創業及び事業承継

支援に関する成功事例、事業再生支援に関する成功事例、その他経
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営改善事例等 

・小規模事業者支援のための各種助成金や補助金の情報共有 

・販路開拓のための展示会・商談会等イベント開催に関する情報の 

共有 

 

 

 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。 

今後さらな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必要となる。 

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、福智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。 

 

 

①職員全体で「職員力アップ！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、経営支援員を受講者とする

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、職員の資質レベル向

上を図り、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、講習にて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。 
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（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 H28 H29 H30 H31 H32 

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 5 例 5 例 5 例 5 例 5 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 H28 H29 H30 H31 H32 

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福智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、

外部有識者、地元金融機関等で構成する。 

②当該委員会において、福智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、年度毎の福智町商工会総代会にて報告を行う。また、福智町商工

会及び福智町商工会ホームページにて常に閲覧可能な状態にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 
 

（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２月現在）

（１）組織体制 

福智町商工会の総職員数は１０名（事務局長１名、経営指導員４名、経営支援員５名）。

本事業については、事務局長を事業統括とし、その他全職員からなる経営発達支援事

業推進チームを商工会内に組織して、下記図体制で臨む。 

 

（２）連絡先 

〒８２２－１１０１ 

福岡県田川郡福智町赤池９６８ 

福智町商工会 経営発達支援事業推進チーム 

TEL：０９４７－２８－５０５５ 

FAX：０９４７－２８－２１９５ 

Mail: fukuchi@shokokai.ne.jp 
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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） 

 H28 
( 28年4月以降) 

H29 H30 H31 H32 

必要な資金の額 2,500 2,800 2,800 3,000 3,000

 

調査事業費 

講習会開催費 

販路開拓費 

委託事業費 

職員研修費 

活性化会議費 

事業評価費 

広報作成費 

100 

800 

250 

1,000 

90 

60 

100 

100 

100

900

300

1,100

90

110

100

100

100

900

300

1,100

90

110

100

100

100 

900 

300 

1,300 

90 

110 

100 

100 

100

900

300

1,300

90

110

100

100

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、手数料、特別賦課金、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経営分析及び経営計画書作成支援   ⑤経営に関する法律的手続きなどの専門相談等 

②経営支援策に関すること       ⑥経営発達支援に係るセミナー 

③商談会、展示会に関すること     ⑦商品開発、品質管理に関すること 

④需要動向等各種調査に関すること   ⑧資金繰り、事業計画立案に関すること 

連携者及びその役割 

 

【福岡県】 県知事：小川洋  

福岡市博多区東公園 7-7 電話：092（651）1111 

   役割：支援策等県政情報の収集、行政主導商談会にかかる連携 

【福智町】 町長：嶋野勝  

田川郡福智町金田 937-2 電話：0947（22）0555 

   役割：ふるさと納税等町施策情報、イベント支援、需要動向調査等に係る情報提供に 

かかる連携 

【福岡県工業技術センター】 所長：神谷昌秀 

   筑紫野市上古賀 3－2－1 電話：092（925）7721 

   役割：陶芸品等商品開発に係る連携 

【公益財団法人福岡県中小企業振興センター（よろず支援拠点）】 理事長：高木郁夫 

   福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話：092-622-6230 

   役割：取引・販路拡大等における専門的経営相談に係る連携 

【福岡県立飯塚研究開発センター】 

   委託団体：公益財団法人飯塚研究開発機構 理事長：二橋岩雄 

   飯塚市川津 680 番地 41  電話：0948（21）1156  

   役割：製品開発にかかる技術的問題解決での連携 

【福岡県商工会連合会】 会長：城戸津紀雄 

福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話：092（622）7708 

   役割：エキスパートバンクの活用を始めとした各専門家相談、県連主催商談会出店等に 

係る連携、全国連むらからまちから館・ＥＣサイト；ニッポンセレクト出展に係る連携 

【公立大学法人福岡県立大学】 学長：柴田洋三郎 

田川市伊田 4395 電話：0947（42）2118 

   役割：需要動向調査等協力及び分析にかかる連携 

【株式会社日本政策金融公庫北九州支店】 支店長：高柿慎也 

   北九州市小倉北区鍛治屋町 1-10-10 電話 093-541-7550 

   役割：対象事業所事業計画遂行にかかる資金繰り及び計画書作成にかかる連携 

【福岡県信用保証協会筑豊支所】 所長：鹿嶋一彦 

   飯塚市吉原町 6-12 電話：0948-22-3585 

   役割：対象事業所事業計画遂行にかかる資金繰り及び計画書作成にかかる連携 
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【田川信用金庫】 理事長：市岡敏生 

本店   田川市大字伊田 3557-8  電話：0947（42）4040 

赤池支店 田川郡福智町赤池 968   電話：0947（28）5151 

金田支店 田川郡福智町金田 1131-1 電話：0947（22）0510 

方城支店 田川郡福智町弁城 2237-1 電話：0947（22）1933 

   役割：対象事業所事業計画遂行にかかる資金繰り及び計画書作成にかかる連携 

【株式会社福岡銀行】 取締役頭取代表：柴戸隆成 

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

   金田支店 田川郡福智町金田 1138-1   電話：0947（22）0035 

   役割：対象事業所事業計画遂行にかかる資金繰り及び計画書作成にかかる連携 

【株式会社西日本シティ銀行】 取締役頭取：谷川浩道 

   本店   福岡市博多区博多駅前三丁目 1-1 電話：092（461）1809 

   金田支店 田川郡福智町金田 934-10     電話：0947（22）0530 

   役割：対象事業所事業計画遂行にかかる資金繰り及び計画書作成にかかる連携 

【上野焼協同組合】 理事長：高鶴享一 

   田川郡福智町上野 2811 電話：0947（28）5864 

   役割：重点支援小規模事業者である上野焼窯元の経営分析並びに経営計画書作成、 

経営支援策、商談会、展示会等経営発達支援計画事業遂行にかかる連携 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


