
 
 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 みやこ町商工会（法人番号 6290805007148） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

①みやこ町の「強み」である、果樹栽培や観光果樹園、また、物産直売

所やアンテナショップ『みやこ甘味舎』を活かして、果樹を使った食品

（スウィーツ、ジャム等）を軸に町外からの日帰り観光客の集客を図り

ます。町外の人による、町内での消費を喚起し、小規模事業者の持続的

な発展、事業継続を実現します。 
 

②経営発達支援計画の実施を通じて、主体的に考え、自ら行動できる小

規模事業者（経営者）を増加させます。さらには、一人一人の小規模事

業者（経営者）の経営意欲を高めていくことで、小規模事業者（経営者）

が相互に良い影響を与え合う関係を築き、点としての活性化から面とし

ての活性化へと展開していきます。 

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 

地域経済動向に関する各種情報の収集・分析を行い地域事業者に提供するこ

とで、データに基づく実情に即した経営の支援を行います。 

２．経営状況の分析に関すること 

定量的・定性的な経営状況分析の支援を行うことで事業者が自社の状況を客

観的に認知できるようにし、適切な課題の把握と経営計画策定に繋げます。 

３．事業計画策定支援に関すること 

安定的・発展的経営ができるよう事業者の経営計画策定支援を行います。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

経営計画を策定した事業者に定期にヒアリングを行い、また、中小企業診断

士を交え具体的支援策を協議することで、事業者の計画実施を支援します。 

５．需要動向調査に関すること 

物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ『みやこ甘味舎』と連携し地域事

業者が取扱う商品の来客者ヒアリングを行い、商品の開発・改善を支援します。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

町内各所に「情報発信コーナー」を設置し、また、「みやこ果樹スウィーツ祭

り(仮称)」を開催することで、「みやこ町は果樹スウィーツの町」としてブラン

ディングします。併せて、「6次産業化(商品開発)」と「商談会・物産展・アン

テナショップ出展」を支援することで、果樹を使った食品(スウィーツ、ジャム

等)を取扱う事業者の魅力向上と販路開拓に繋げ、町内消費を喚起します。 
 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
「みやこ Walker（仮称）」の発行を通じてみやこ町の情報発信を行い、みや

こ町の観光客と消費の増加を図ります。また、創業支援を行うことで町内事業

者を増加させ、町内関係機関と経営発達支援計画共有会議での情報交換を通じ

て各種事業を企画・実施することにより、地域経済の活性化に取組みます。 

連絡先 みやこ町商工会  電話番号 0930-33-2086  FAX 番号 0930-33-2819 

〒824-0121 福岡県京都郡みやこ町豊津 1108 番地 E-mail miyako@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．みやこ町の現状 

①みやこ町の紹介 

みやこ町は、福岡県の北東部に位置し、東は行橋市 

と築上郡の築上町、西は田川郡の添田町・赤村・香春 

町、南は大分県、北は北九州市小倉南区に接していま 

す。 

平成 18年 3月に京都郡の勝山町、犀川町と、豊津    

町が合併して、みやこ町が誕生しました。 

 

●各地区の概要（みやこ町のホームページより） 

 

・豊津地区---かつて、この地には豊前国府が置かれ豊   

前国分寺が建立されるなど天平から明治に至るまで、北部九州の政治・経済・文化の

中心的役割を果たしていたと言われます。 

多くの文化遺産を現在に残し、その歴史を活かした活気あるまちづくりを展開して 

います。昔からこの地に住む人々は手を取り合い、まち全体で歴史を守り伝えてきま 

した。 

 

・勝山地区---勝山地区の河川沿岸耕地は、地味肥沃であり、勝山米の産地として有 

名です。また、町を取り囲む林野は、材木の成長に適しており、特にタケノコは、味・ 

質ともに優れ、町の特産物となっています。集落は、地区を横断する国道 201号と周 

辺部に点在しており、近年は農地の整備が進められています。 

 

・犀川地区---犀川地区は南高北低で急峻な山々に囲まれ、田川郡添田町にある英彦

山を源にする今川、祓川が町内を貫流し周防灘へ注いでいます。また、東西に県道

34 号が平成筑豊鉄道と平行する形で横断しており、南北へは祓川沿いに縦走してい

ます。更に上流にはダムの建設､新小中学校の建設とともに周辺整備が進められてい

ます。 

 

②人口の動き 

ここ 30年間では、1985年(昭和 60年)の 26,117人(国勢調査、合併前・3町合計) 

をピークに減少を続けています。 
 

   みやこ町の人口推移   (単位：人 住民基本台帳より) 
 H17年 H22年 H27年 7月 H47年の推計人口（人） 

人 口 23,568 22,271 20,920 14,986 

うち男 11,123 10,492 9,831 6,698 

うち女 12,445 11,779 11,089 8,288 

世帯数 8,490 8,477 8,628  
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この状況が続くと、20年後の平成 47年には、人口は 14,986人になると推計されて

います。また､65 才以上の高齢化率は現在 37.4％ですが、平成 47 年には 45.1％にな

ると推計されています。(平成 47 年の推計人口は国立社会保障・人口問題研究所「日

本の地域別将来推計人口」平成 25年 3月推計より参照)  

 

③交通に関する状況 

  道路状況は、国道 201号線（福岡市～苅田町を結ぶ道路）と国道 496号線（福岡県

行橋市～大分県日田市を結ぶ道路）が通り、周辺の地域間を結ぶ基幹道路となってい

ます。また、福岡県北九州市を起点とし大分県、宮崎県を経由して鹿児島県鹿児島市

に至る東九州自動車道の新たなインターチェンジとして、「みやこ豊津インターチェ

ンジ」が平成 26年 12月にみやこ町内に供用開始されました。 

鉄道に関しては、隣接する行橋市と筑豊地区を結ぶ第三セクターの「平成筑豊鉄道」

の駅が町内に 4カ所あり、交通の基盤となっています。 

 

 

２．みやこ町の商工業の現状と課題 

①みやこ町の産業構造 

みやこ町の産業構造は、自動車関連企業の進出を中心とした製造業と医療福祉が町

の外から稼ぐ力のある基幹産業となっています。それ以外の産業では、小売業、建設

業が町の中心的な産業となっています。 

また、雇用の受け皿としては、平成 26 年経済センサス－基礎調査や、平成 27 年国

勢調査によると、製造業、医療福祉、農業、小売業、建設業が中心になっています。

その中で、小売業については、小規模事業者が雇用の中心となっています。 

 

 みやこ町内の事業所数（平成 26年経済センサス‐基礎調査） 

従業者が
5人以下
の事業所

従業者が
6～20人
の事業所

従業者が
21人以上
の事業所

合計 ％

建設業 85 36 3 124 16.0
製造業 24 25 19 68 8.8
小売業 101 33 4 138 17.9
宿泊業，飲食サービス業 36 16 7 59 7.6
生活関連サービス業，娯楽業 65 6 3 74 9.6
医療，福祉 29 38 23 90 11.7
サービス業（他に分類されないもの） 59 11 0 70 9.1
その他の業種合計 91 41 17 149 19.3

合　　計 490 206 76 772 100.0
 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E7%94%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
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みやこ町内の従業者数 単位：人 

（平成 26年経済センサス‐基礎調査、平成 27年国勢調査‐従業地ベース） 

5人 6～ 21人 合計 平成27年
以下 20人 以上 国勢調査

農業，林業 17 37 110 164 787
建設業 222 294 69 585 588
製造業 63 239 1,714 2,016 1,718
卸売業 48 33 37 118
小売業 227 356 154 737
宿泊業，飲食サービス業 87 199 180 466 270
生活関連サービス業，娯楽業 107 75 122 304 284
教育，学習支援業 27 185 163 375 349
医療，福祉 79 443 1,083 1,605 1,197
公務（他に分類されるものを除く） 19 11 200 230 385
その他の業種合計 227 291 285 803 755

658

平成26年度経済センサス
基礎調査

（事業所規模別の従業者数）

 
 

②みやこ町の商工業の課題 

ⅰ 消費の町外への流出 

隣接する行橋市に大型店・量販店・チェーン店が多数進出しており、資金力・規模

に劣る小規模事業者は特に「価格・品揃え・利便性」において対抗できなくなってお

り、下図「地域経済循環図」に示すとおり、民間消費額の 3 分の 1 の 248 億円が町外

に流出しています。 

そこで小規模事業者だからこそ可能な柔軟性と機動性の高さを活かして、“この店

舗だから来店し、商品・サービスを購入したい”と思わせるオンリーワンの「魅力の

創出」と、「地域内消費の拡大」を行うことが課題となっています。 
 

 
RESAS地域経済循環図（みやこ町 2010年） 
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ⅱ 事業者数の減少 

下図「みやこ町の商工業者数の推移」に示すとおり、みやこ町の商工業者数は減少

傾向にあります。その主な要因は、創業者を含めた新規転入事業者数を上回る廃業者

数であり、廃業理由も高齢化に伴う廃業が大多数を占めています。 

事業者数が減少すると、町内購買力の町外への一層の流出、ひいては地域経済の低

迷に拍車をかける事態に繋がり、事業者数を維持するために新たな創業者の呼び込み

と事業継続への支援が課題となっています。 

 

みやこ町の商工業者数の推移 

 
 

 

３．みやこ町の農業 

①みやこ町の農業の現状 

みやこ町は農業が盛んで、標高差を活かして様々な農産物が町内で生産されていま

す。下表「RESAS京築地域 農業-農産物、及び、果樹類の販売金額」に示すとおり、

農産物全体で見た時に、京築地域の市町村（下表の 2市 5町）の中で、販売金額が最

も大きくなっています。 

また、果樹類については、行橋市に次ぐ規模となっています。りんご、ぶどう、な

し、もも、うめ、かき、くり、ユズ、ブルーベリー、いちじく等、様々な果樹が栽培

されています。栽培されている果樹類のなかで、いちじく、ブルーベリー、もも、う

め、くり、ぶどう、及び、なしについては、県内もしくは、京築地域内で、みやこ町

が有力な産地となっています。 

 

RESAS京築地域 農業-農産物、及び、果樹類の販売金額（平成 22年） 単位：万円 
  みやこ町 苅田町 行橋市 築上町 豊前市 吉富町 上毛町 

農産物全体 213,050 26,750 151,475 174,875 128,575 6,775 77,025 

果樹類 11,930 80 18,605 2,530 6,545 25 4,265 

 

②みやこ町の農産物直売所の現状 

農業が盛んなみやこ町では、町内 3カ所に農産物直売所（※1）があり、生産者の販

路先として重要な役割を果たしています。このうち、物産直売所『国府の郷』は、旧

豊津町商工会によって平成 15年に「町の主力産業である農業を活かして町内外から購

買力を呼び込む」という目的で建設され、今では年間 100 万人を超える集客を誇る施

設へと成長し、地域小規模事業者の販路先ともなっています。 
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（※1）町内 3カ所の農産物直売所 

・ みやこ町豊津物産直売所『国府の郷』（豊津地区）（第三セクター…町、商工会、ＪＡ） 

・ よってこ四季犀館（犀川地区）（第三セクター…町、商工会、ＪＡ、森林組合） 

・ ＪＡ直売所採れたて市場（勝山地区）（ＪＡ単独） 

 

また、平成 27 年度にはみやこ町商工会が事業主体となり、物産直売所『国府の郷』

に併設して、アンテナショップ『みやこ甘味舎』を建設しました。アンテナショップ

『みやこ甘味舎』は、九州内で収穫・生産された農作物・加工食品を販売することを

目的に建設され、店内では甘味処としてスウィーツの販売が行われています。 

アンテナショップ『みやこ甘味舎』を拠点に、みやこ町内事業者・農業者の生産力

と販路の拡大を目指していますが、現状では、アンテナショップ『みやこ甘味舎』自

体の売上が思うように伸びていません。しかしながら、平成 29 年度には夏季限定で、

「白雪の花 かき氷」を販売し、大幅な集客増に成功しました。「白雪の花 かき氷」は、

福岡県糸島市の白糸の滝で、以前から販売されているかき氷で、氷自体に味がついた

氷を削ってかき氷にすることから、独特の食感となり、人気を博しています。今回、

誘致に成功し、アンテナショップ『みやこ甘味舎』での販売が実現しました。 

 

 

４．みやこ町の交流人口、観光の現状 

①訪問先、観光地 

みやこ町は、北九州市から車で 60 分程度の距離と近く、地の利を活かして町内 3

カ所のゴルフ場やキャンプ場、観光果樹園などへの人の流れが見られます。 

観光果樹園は、自社で生産した果樹を使ったスウィーツや料理を、果樹園に併設し

た直売所やレストランで販売しており、人気を博しています。 

 

②訪問者の出発地 

みやこ町への滞在人口の地域別構成割合をみると、下図（RESAS From-To 分析（滞

在人口））のとおり、隣接している行橋市・苅田町・築上町以外では、北九州市の各区

からの訪問者が多いことが読み取れます。 

 

RESAS From-To分析（滞在人口） 
平成 28年 8月・休日・14 時にみやこ町に滞在していた人口の居住地別構成割合（福岡県内分） 

 

 

市町村名 人数(人) 割合 

（％） 

１ みやこ町 11,460 70.9 

２ 行橋市 1,102 6.8 

３ 苅田町 387 2.3 

４ 北九州市小倉南区 380 2.3 

５ 築上町 289 1.7 

６ 北九州市小倉北区 271 1.6 

７ 北九州市八幡西区 248 1.5 

８ 田川市 218 1.3 

９ 福岡市東区 157 0.9 

１０ 豊前市 147 0.9 

― その他 1,493 9.2 
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５．みやこ町の総合計画における産業振興 

第 2次みやこ町総合計画（平成 28年度から平成 32年度までの 5年間）の「産業と交

流が盛んな活気あるまちづくり」の項では、下記内容が計画されています。 

 

①産業の振興と創造 

・主要産業である農業の活性化 

・地域特性を活かした新たな特産品の開発と物産直売所を核にした販売促進活動 

・地域商工業の振興 

・企業誘致 

・町内企業の育成と強化 

 

②交流の推進 

・移住、定住の促進 

・観光の振興 

・山間部の交流エリアの環境整備 

・国際交流の推進 

 

 

６．中長期的な振興のあり方 

「１．みやこ町の現状」で記載のとおり、みやこ町の人口は 1985年（昭和 60年）を

ピークに減少を続け、今後もその傾向は続くことが推計されており、連動して町内の市

場規模も縮小していきます。また、「２．みやこ町の商工業の現状と課題」で記載のと

おり、民間消費額の 3分の 1の 248億円が町外に流出している現状があることから、小

規模事業者のオンリーワンの魅力を創出し、また、事業者数を維持して、「町内での消

費の拡大」を図る必要があります。 

下記①～③のビジョンを通じて、「みやこ町の商工業の課題」について、解決を図り

ます。 

 

①町外からの需要の取り込み 

町外からの日帰り観光客を呼び込むことで、需要をつくり、小規模事業者の売上を

増加させます。それにより、小規模事業者数の維持を図っていきます。 

まずは、商工会の限られたリソースを有効に活用し成果を出すために、従業員 5 人

以下の規模である小規模事業者の数が、最も多い小売業を重点的に支援します。小売

業を活性化させることで、小売業以外の産業にも経済効果を波及させ、みやこ町を活

性化させます。 

 

②6次産業化の推進 

みやこ町は、「第 2 次 みやこ町総合計画（平成 28 年度から平成 32 年度までの 5

年間）」にて、「特産品を活かした魅力づくりを推進する」という方針を打ち出してお

り、農林業の 6 次産業化の推進や販売拡大の支援に取り組んでいます。農林業以外の

小規模事業者についても、6 次産業化に繋がるような小規模事業者の情報を商工会か

らみやこ町へと提供・共有し、小規模事業者を 6 次産業化の推進に巻き込むことで、
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小規模事業者の活性化を図っていきます。 

 

みやこ町内の食品、飲料の製造、販売に関わる事業所数 

（平成 26年経済センサス‐基礎調査） 

  

従業者が 

5人以下 

の事業所 

従業者が 

6～20人 

の事業所 

従業者が 

21人以上 

の事業所 

合計 

食料品製造業 6 2 0 8 

飲料製造業 0 3 0 3 

飲食料品小売業 41 16 3 60 

宿泊業，飲食サービス業 36 16 7 59 

合計 83 37 10 130 

 

上図「みやこ町内の食品、飲料の製造、販売に関わる事業所数」に示すとおり、み

やこ町内の「従業者数が 5人以下」の 472事業所（農林業と公務を除く）の内、食品

や飲料の製造・販売に関わる事業者は 83事業所あり、全体の 18％を占めています。「従

業者数が 20人以下」の事業所について同様に分析すると 673事業所（農林業と公務を

除く）の内、食品や飲料の製造・販売に関わる事業者は 120事業所あり、全体の 18％

を占めています。また、小売業に関しては、「従業者数が 5人以下」の 101 事業所の内、

食料品小売業は 41事業所と 40％を占めています。これらのデータより、6次産業化の

推進は、多くの事業者を巻き込める可能性があると判断しています。 

 

③「既存事業者の事業継続」と「創業者の増加」という両輪での事業者数の維持 

小規模事業者の経営意欲を高める施策を講じることで、意欲ある小規模事業者の事

業継続を図ります。また、創業支援の充実により創業しやすい町にして、町外からも

創業者が来るようにします。これらの取組により、地域内消費の受け皿である事業者

数の維持を図ります。 

 

 

７．目標 

下記の目標①、②の達成を通じて、「６．中長期的な振興のあり方」にて掲げた①か

ら③のビジョンの実現を図ります。 

 

目標①…果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）を核とした日帰り観光客の集 

客による小規模事業者の売上向上と地域の活性化 

 

「３．みやこ町の農業 ①みやこ町の農業の現状」で記載のとおり、みやこ町は

近隣市町村と比較すると、標高差を活かして様々な農産物が町内で生産され、果樹

類の販売額が多い特徴がみられます。果樹栽培のなかでも、いちじく、ブルーベリ

ー、もも、うめ、くり、ぶどう、なしが県内または、京築地域内で、みやこ町が有

力な産地となっています。このように、「果樹」がみやこ町の「強み」の一つである
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ことから、6次産業化を推進して行くにあたっては、「果樹」を使った 6次産業化を

中心に推進していきます。 

果樹栽培という「強み」以外に、販売面でも、みやこ町の「強み」である、物産 

直売所、アンテナショップ『みやこ甘味舎』、観光果樹園を活かせることから、「果

樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）」を核に、日帰り観光客の集客増を図り、

小規模事業者の売上向上と地域の活性化を成し遂げます。 

集客のターゲットとしては、東九州自動車道の開通により移動時間が短縮され、

また、既に交流人口の多い北九州市（人口 96万人）をターゲットとし、みやこ町が

持っている「機会」を活かします。 

日帰り観光客を増加させることで、町外の人による、町内での需要・消費を喚起

し、小規模事業者の持続的な発展、事業継続を実現します。 

 

目標②…小規模事業者（経営者）の経営意欲を高める 

 

経営発達支援計画の実施を通じて、下記のループを促進し、主体的に考え、自ら

行動できる小規模事業者を増加させます。 

 
事業者の小さな気づき⇒行動の変化⇒事業上の成果⇒事業の醍醐味を味わう 

⇒事業者の新たな気づき⇒行動の変化⇒事業上の成果⇒事業の醍醐味を味わう 

⇒（以降、ループを繰り返す） 

 

小規模事業者（経営者）の成長を支援することで、小規模事業者（経営者）の経

営意欲を高め、小規模事業者（経営者）が営む事業の持続的な発展、継続に繋げて

いきます。また、苦労して創業したものの５年を経ずして廃業に追い込まれる小規

模事業者（経営者）は多く、創業者についてもこのループを通じて経営基盤を強化

します。 

さらには、一人一人の小規模事業者（経営者）の経営意欲を高めていくことで、

小規模事業者（経営者）が相互に良い影響を与え合う関係を築き、点としての活性

化から面としての活性化へと展開していきます。 

この目標の達成を通じて、「６．中長期的な振興のあり方」で記載したビジョン 

を実現するために活動する仲間を増やします。 

 

 

８．方針 

①交流人口・観光客の購買力の受け皿の育成 

目標①を実現するうえでも、交流人口・観光客の購買力の受け皿となる小規模事業

者を育てていく必要があります。小規模事業者を育てて、町内での買い物の魅力を向

上させることで、交流人口・観光客のリピートを増加させます。そういう観点から、

小規模事業者の経営の足腰を強化するために、商工会は小規模事業者に地道に伴走支

援していきます。 
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②情報交換と共有を通じた、様々な機関、関係者の巻き込み 

目標②に記載しているように、「事業者の小さな気づき⇒行動の変化⇒事業上の成

果⇒事業の醍醐味を味わう⇒事業者の新たな気づき⇒行動の変化⇒事業上の成果⇒事

業の醍醐味を味わう⇒（以降、ループを繰り返す）」というループを確実に回すために

は、商工会の職員間はもとより、地域経済活性化を目指す町内の団体、小規模事業者

支援団体、小規模事業者と関係する関連団体との情報交換を深め、支援力のさらなる

向上を図ることが肝要です。また、そこで得られた情報や支援方法を、商工会の職員

間で相互に共有し、個々の小規模事業者に応じた最適な支援を通じて小規模事業者の

経営意欲を高めるようにします。 
また、各種団体との情報交換と共有を通じて、当経営発達支援計画の実施に各種団

体を巻き込んでいきます。 
 

③小規模事業者、創業希望者との接点を増やす 

目標②の主体的に考え自ら行動できる小規模事業者を増加させるには、まずは商工

会が何をやる団体なのかを、小規模事業者や創業希望者に広く伝える必要があります。

そのうえで、商工会もこれまでの「相談者からの依頼に基づく受け身中心での経営支

援」から、「小規模事業者や創業希望者に商工会側から積極的にアプローチを行い、そ

こから小さな気づきを大事にする伴走型の経営支援」に繋げていく形へ転換し、主体

的に考え自ら行動できる小規模事業者を増やしていきます。 

 

④対話（質問、傾聴）を通じた気づきの促し 

小規模事業者が、経営において受け身ではなく、主体的に考え・行動できるように

促していくうえで最も重要なのは、小規模事業者が自ら気づくことにあります。小規

模事業者は、小規模事業者に伴走支援する商工会職員との対話（商工会職員側は質問

と傾聴を行う）を通じて、頭の中の考えが整理され、また、客観的に経営状況を確認

することができ、そのことが「気づき」に繋がります。その「気づき」が、経営者の

経営意欲の原動力にも繋がります。ここから生まれた経営意欲は、与えられたもので

はなく小規模事業者が主体的に経営を見つめて出てきたものであり継続性がありま

す。 

 

⑤伴走型支援の成功事例を積み重ねる 

小規模事業者は、経営目標の設定～実施～検証の PDCAの管理サークルを商工会の伴

走支援を受けて回し共有しながら、持続的な発展、事業継続を実現していきます。受

け身ではなく、「小規模事業者が自ら考え、実行し、結果を享受する」、これが経営者

の醍醐味であり特権なのです。商工会は、こうした小規模事業者に対する伴走型支援

の成功事例を 1 つ 1 つ積み重ねて行き、さらには、成功事例を他の事業者にも波及さ

せていくことで、町内の小規模事業者全体の活性化に繋げていきます。 
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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３０年４月１日 ～ 平成３５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】 

 

①人口、交通量データの調査・分析 

●現状の課題と改善方法 

小規模事業者の多くは、地域の社会的な状況（人口、車両交通量、公共交通機

関利用量）を数値として把握出来ておりません。そのため、地域の実情に即した

データに基づく経営が出来ていないことが課題です。例えば、1日の店舗前の交通

量が分からなければ、実情に合った売上目標を設定することもできません。 

 そこで、人口や交通量、公共交通機関利用量に関するデータを調査・分析し、

事業者に提供することで、データに基づく実情に即した経営を可能とします。 

 

●具体的な実施内容（情報収集を行う項目、調査・分析の手段・手法） 

下記のデータを入手し、時系列での変化や地図上での位置関係を分析します。 

 

ⅰ 平成筑豊鉄道の利用客数（提供依頼先：平成筑豊鉄道㈱） 

ⅱ 国道 201号の車両通行台数（提供依頼先：福岡国道事務所） 

ⅲ 町内の豊津 ICの利用車両台数と、隣接する行橋市の今川 IC、行橋 ICの利用 

車両台数（提供依頼先：西日本高速道路㈱） 

ⅳ 行政区ごとの人口（提供依頼先：みやこ町役場） 

 

●成果の活用方法、小規模事業者に対する効果 

－成果の活用方法－ 

調査したデータを分析し、毎年 1 回、地域事業者にホームページと広報誌で情

報提供します。また、事業計画策定支援時に活用します。 

 

－小規模事業者に対する効果－ 

消費者情報（通行者数、消費者数、消費者分布）の把握により、データに基づ

く実情に即した経営が可能になります。 

ⅰ～ⅲに関しては、みやこ町内を通行する人の量を把握することで、適切な販

売数、売上数の見積が可能となります。また、平日と土日に区分して分析するこ

とで、より確度の高い販売計画策定を可能とします。 

ⅳに関しては、行政区別の人口を把握することで、出店場所・創業場所・広報

場所等の判断材料となります。 
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②RESASの活用 

●現状の課題と改善方法 

みやこ町の消費を増加させるためにはみやこ町への交流人口を増加させること

が重要ですが、町外からの交流人口を増やそうとした場合に、福岡県内外のどの

エリアに対してアプローチ（広報）したら効果的か、検討・判断するためのデー

タがないことが課題です。 

 そこで、経済産業省と内閣府地方創生推進事務局が提供する RESAS（地域経済分

析システム）を活用することで、人口動態・人の流れに関するデータを調査・分

析し、事業者に提供することで、効果的・効率的な広報活動を可能とします。 

 

●具体的な実施内容（情報収集を行う項目、調査・分析の手段・手法） 

RESASの「From-to分析」を用いて、平日と休日それぞれのみやこ町内滞在人口

データを調査・分析することで、どの地域からどの位の人がみやこ町を訪れてい

るのか分析します。 

また、RESASの「目的地分析」を用いて、訪れる人がみやこ町のどこを目的地と

しているかを分析します。 

 

●成果の活用方法、小規模事業者に対する効果 

－成果の活用方法－ 

 調査したデータを分析し、毎年 1 回、地域事業者にホームページと広報誌で情

報提供します。また、事業計画策定支援時に活用します。 

 

－小規模事業者に対する効果－ 

From-to 分析の結果として、みやこ町を訪れている人の住所地ごとの人数が把握

可能となります。その結果、多く訪れている地域に広報活動を行う、また、近隣

なのにあまり訪れていない地域に広報活動を行う等、地域を絞り込んで広報活動

を行うことで、限られた予算を有効に使って、みやこ町の交流人口増加・消費増

加を図ることが出来るようになります。 

また、目的地分析からみやこ町を訪れる人の目的・場所を把握し、来町者の需

要を把握することで、商品・サービス開発に繋げます。 

 

③公的機関のレポートによる情報収集 

●現状の課題と改善方法 

小規模事業者の多くは自社の状況を主観的な視点で見る傾向が強く、客観的な

視点で見ることが出来ておりません。このことにより、自社の好不調の原因を適

切に把握できず、効果的な対策を打てないことが課題です。 

そこで、福岡県商工会連合会が発行する「景気・金融・雇用動向調査」の情報

を分析し事業者に提供することで、地域の景況を客観的に把握することができる

ようにし、データに基づいた経営を支援します。 

 

●具体的な実施内容（情報収集を行う項目、調査・分析の手段・手法） 

「景気・金融・雇用動向調査」より、京築地区の景況感、企業動向、資金繰り
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状況、雇用者数の増減について情報収集し、京築地区における地域経済動向を分

析します。また、特記事項として京築地区内経営指導員のコメントを掲載し、数

字による分析データを補足します。 

 

●成果の活用方法、小規模事業者に対する効果 

－成果の活用方法－ 

 調査したデータを分析し、毎年 1 回、地域事業者にホームページと広報誌で情

報提供します。また、事業計画策定支援時に活用します。 

 

－小規模事業者に対する効果－ 

 客観的な地域経済動向情報の入手により、自社の好不調が自社起因なのか、外

部要因起因なのか判断する材料になります。 

また、他地域と比較することで、地域全体の景況の好不調が、地域要因が起因

なのか、全国、全県的な要因が起因なのかの判断材料になります。 

また、毎年情報を提供することで期間比較も可能となり、次期以降の見通しを

立てる材料になります。 

当取組により、地域事業者に客観的な視点の入り口を提供します。 

 

１．地域の経済動向調査に関することの数値目標 
支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①人口、交通量データの調査・

分析と情報提供回数（年間） 
0 1 1 1 1 1 

②RESASを活用した人口動態・

人の流れに関するデータの調

査・分析と情報提供回数（年間） 

0 1 1 1 1 1 

③公的機関のレポートによる

情報収集・分析と情報提供回数

（年間） 

0 1 1 1 1 1 

 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
①「簡易的な自己診断用の用紙（以降、会社問診票）」による分析 

●現状の課題と改善方法 

 小規模事業者は日々の経営に追われているため経営状況分析を行う優先順位が

低くなり、また、自身では自社の経営課題に気付きにくい傾向があります。そこ

で、会社問診票という簡易な用紙を用いることで時間をかけずに自社の経営課題

を考えるきっかけづくりを行い、商工会に相談する仕組みづくりを行います。 

 

●具体的な実施内容 

会社問診票を作成し、年 2 回、町の広報誌に同封します。町の広報誌は全世帯

に配布されるので、もれなく全事業者にアプローチすることが可能となります。

記入したら商工会へ連絡・来館してもらうことで、以下の「②経営状況の定量的・



－１３－ 
 

定性的な分析」と「３．事業計画策定支援に関すること」へと繋げます。 

 

●成果の活用方法、小規模事業者に対する効果 

－成果の活用方法－ 

後述の「経営状況の定量的・定性的な分析」、「事業計画策定支援」の各種取組

の入り口にします。 

 

－小規模事業者に対する効果－ 

 町報に同封することで、町内全事業者にアプローチし、現在見えていない事業

者の課題や経営相談に繋がることが可能となります。 

 会社問診票は簡易な質問形式とすることで気軽に記入しやすくし、商工会に対

する敷居を下げ、相談しやすい仕組みづくりをすることで早期の問題発見・支援

に繋げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会社問診票 

 

②経営状況の定量的・定性的な分析 

●現状の課題と改善方法 

小規模事業者の多くは、「忙しさ、客の多さ」等、自社の状況を直感的・感覚的

に判断する傾向があり、客観的な視点で見ることが出来ていないことがあります。

その結果、「売上は増加しているのにお金がない」、「自社の SWOT（強み・弱み・機

会・脅威）を誤って把握している」等、問題があっても適切な原因分析ができず、

対策を打てないことが課題です。 

そこで、自社の状況を定量的・定性的に分析することで客観的に評価し、より

適切な経営へと繋げる支援をします。 

 

経営者のみなさま・創業予定のみなさま、以下のような思い・課

題を抱えていませんか？

会社のお悩みご相談ください！

～課題を解決し、会社の発展を目指して～

お問合せ先：みやこ町商工会

（豊津・犀川本所）みやこ町豊津１１０８番地

TEL：０９３０－３３－２０８６ FAX：０９３０－３３－２８１９

（勝山支所）みやこ町勝山黒田７９番地

TEL：０９３０－３２－３０１９ FAX：０９３０－３２－３００７

□ 売上・利益が下降気味なので、会社の将来の状況を想像すると不安を感じる

□ 経営に関して家族に相談しづらいことがある

□ 事業について夢があるが、どう実現していったらよいかわからない

□ 財務内容が悪く前に融資を断られた。どうしたら融資を受けられるか知りたい

□ 従業員の確保・教育・定着の状況を改善したい

□ 従業員を雇った（雇う予定だ）けど、どのような手続きが必要かわからない

□ 後継者がいなくて困っている

□ 子供に事業を継いでもらう予定だが、何から手を付けたらよいかわからない

□ 確定申告のための日々の記帳が面倒なので低料金で記帳代行するところを知り

たい

□ 経営上の法律問題が発生したがどう対処したらよいかわからない

□ ホームページ、インターネット、パソコンを事業に活用したい

□ 新たな商品・サービスの開発をしたい

□ もっと効率よく広告宣伝をしたい

□ 補助金制度で利用できるものがあれば教えてほしい

□ 創業したいが手続きや資金面について相談したい

　

商工会には、経営に役立つ様々な情報やネットワークがあり、また、経営支援
を行う職員がいます。身近な相談相手として、まずはお気軽にご連絡ください！

商工会とは・・・
商工会法に基づき設立された「特別認可法人」で、経営改善

普及事業（地域企業の経営支援）や、地域総合振興事業（地

域の活性化に関する事業）に取り組んでいます。

－経営改善普及事業－
●金融及び信用保証に関する相談・指導

●税務及び経理に関する相談・指導

●労務及び社会保険に関する相談・指導

●技術の改善、工業所有権、商品取引等

に関する相談・指導

●創業・経営革新の推進と支援

●商談会等による販路開拓支援と農商工

連携及びビジネスマッチングの展開

●その他、地域事業者の経営改善に資す

る事業

－地域総合振興事業－
●プレミアム付商品券発行事業

●観光資源の開発、調査研究並びにＰＲ

●共同販売拠点（アンテナショップ）を

活用した地場産品及び特産品の開拓、

開発、調査研究並びにＰＲ

●地域事業者への情報提供及び、地域事

業者の情報発信

●各種共済の普及と加入推進

●青年部・女性部事業

●その他、地域総合振興に資する事業

平成２８年度の取組抜粋

創業支援セミナー

青年部主催の「グルッと

みやこサイクリング」

プレミアム付商品券販売



－１４－ 
 

●対象者 

経営状況の分析支援を「事業の健康診断サービス」として、以下の方法により

周知を行い、地域事業者全てを対象に経営状況の分析支援を行います。 

 

・会社問診票による周知 

・商工会広報誌による年 2回の周知 

・商工会ホームページによる周知 

・日々の巡回時の「事業の健康診断サービス」チラシによる周知 

 

また、年４回開催する月例経営塾（※1）を受講する事業者を積極的に経営状況

分析に誘導し、経営状況の分析支援を行います。 

   (※1)月例経営塾…京築地区 4 町商工会（みやこ町、築上町、吉富町、上毛町の 4 町商工

会）合同で毎年開催する商工業者向けの「経営に役立つ内容（財務、

販路開拓、労務、経営、計画策定、他）」をテーマにしたセミナー。 

 

●具体的な実施内容（情報収集を行う項目、調査・分析の手段・手法） 

ⅰ 定量分析 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「経営自己診断システム」を用

いて、事業者の決算書から以下指標の収集と分析を行います。 

 

－収集・分析項目－ 

・収益性（売上高・資本規模に対する収益力） 

・効率性（保有資産が効率的に活用されているか） 

・生産性（従業員 1人あたりの生産力） 

・安全性（資産・負債・資本の比率に基づく財務健全性） 

・成長性（前年比での収益力・財務健全性の増減）、 

・資金繰り 

 
「経営自己診断システム」の画面 （http://k-sindan.smrj.go.jp/） 

http://k-sindan.smrj.go.jp/
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ⅱ 定性分析 
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「経営計画つくるくん」のヒア

リング項目を記載した定性分析用シートで、事業者の以下の項目に関する定性情

報を収集・分析します。 
 
－情報収集項目－ 
・商品やサービス（売上ランキング、利益ランキング、主力商品） 
・市場の動向（顧客ニーズ、業界動向、競合他社） 
・自社の商品・サービスの強み、弱み 
 

 
「経営計画つくるくん」の画面 

（http://tsukurukun.smrj.go.jp/） 

 
●成果の活用方法、小規模事業者に対する効果 

－成果の活用方法－ 

分析した結果を個々の事業者に対してフィードバックして経営に役立ててもら

うとともに、事業計画策定支援を行う際に活用します。 

 

－小規模事業者に対する効果－ 

ⅰ 定量分析 

自社の状況を数字で把握することにより好不調を客観的に分析し、事業者自身

では見えていない課題や問題点が見えるようになります。自社の各種指標を同業

界基準値と比較することで、業界内における自社の経営力を把握することが可能

となります。 

 

ⅱ 定性分析 

定性分析により以下のような自社の SWOT（強み・弱み・機会・脅威）を正確に

把握することで、実情に基づく経営戦略、事業計画の立案が可能となります。 

・売れ筋、死筋商品・サービス、利益率の高い・低い商品サービスの把握 
→何を強化して、何を改善して、何を削減すべきか 

 

http://tsukurukun.smrj.go.jp/
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・顧客ニーズの把握 
→自社の提供商品・サービスと顧客ニーズのギャップを把握し改善               

・市場、競合他社の動向把握 
→機会、脅威の把握により適切な経営戦略策定の基礎資料 

・自社商品・サービスの強み、弱みの把握 
→何を強化して、何を改善して、何を削減すべきか 
 
※基本的に定量分析と定性分析はセットで行います。 

 
２．経営状況の分析に関することの目標数値 
支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①会社問診票による簡易な分

析件数（年間） 
0 24 24 24 24 24 

②経営状況の定量的・定性的な

分析件数（年間） 
6 36 36 36 36 36 

※5年間で町内全小規模事業者数（630 者）の 4分の 1 以上に対して分析することを目標とします。 

  ※H30～H34 の各年で実施する「②経営状況の定量的・定性的な分析」件数 36 件の事業者内訳 

・会社問診票提出事業者分析件数：12事業者（会社問診票提出事業者目標 24件の 2分の 1） 

・月例経営塾受講事業者分析件数：8事業者（平成 29年度実績受講者数 13事業者より） 

・商工会 HP・広報誌による周知と、事業の健康診断サービスによる分析件数：16事業者 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

①事業計画の策定支援 

●現状の課題と改善方法、支援に対する考え方 

小規模事業者の多くは事業計画を策定していないため、明確な売上目標や経営

戦略を持たずに日々仕事を行っており、安定的・発展的経営に繋がりにくいこと

が課題です。 

事業計画策定以前の問題として、「計画策定の意味を見いだせていない」、「ど

のように計画策定してよいかわからない」等の事業者も多く、また、商工会とし

てもこれまで「経営革新申請、補助金申請」時しか事業計画策定支援する機会が

なく、依頼による支援がほとんどで受け身の状況でした。 

そこで商工会が「事業計画策定支援相談窓口」であることを積極的に周知する

ことで相談間口を広げ、これまで把握出来ていなかった潜在的な相談ニーズをす

くい上げます。そのうえで、「計画策定の意味・利点・効果の理解」→「計画策定」

の順に支援し、事業者の安定的・発展的経営に繋げます。 

事業計画策定支援に際しては、前述の「１．地域の経済動向調査に関すること」、 

   「２．経営状況の分析に関すること」にて実施する各取組の収集・分析情報を活 

用することで、地域や個別事業者の実情を反映し、かつ、効率的・効果的に販路 

拡大→売上向上に繋がる計画策定ができるよう支援します。 
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●具体的な実施内容（支援対象、手段） 

－支援対象－ 

ⅰ 事業者 

「経営状況の定量的・定性的な分析」を実施した事業者の中で、まずは、自社

で売上目標を立てているようなモチベーションの高い事業者に対して個別に事業

計画策定を働きかけます。売上目標達成のための道筋を商工会が伴走支援で整理

することで、「計画策定の意味・利点・効果の理解」を深めてもらい、事業計画策

定支援に繋げます。 

事業計画策定の成功事例を積み重ねることでより多くの事業者に計画策定に興

味を持ってもらい、さらなる計画策定支援に繋げます。 

    

ⅱ 創業者 

    創業者の廃業率は概ね 3 年以内に 70％と言われており非常に高く、原因のひと

つとして、資金計画を含む事業計画を策定していないため方針・目標をもった安

定経営ができていないことが考えられます。 

    当経営発達支援計画の方針として、「「既存事業者の事業継続」と「創業者の増

加」という両輪での事業者数の維持」を掲げており、創業者が創業後に安定的・

持続的経営を行うことができるよう計画策定支援を行います。 

    創業者との接点は、前述の「会社問診票」を全世帯に配布するため、創業相談

窓口であることを掲載し、アプローチします。 

 

－手 段－ 

事業計画策定支援で策定する事業計画は「経営革新計画の様式」を使ってまと

めます。「経営革新計画の様式」を選定した理由は、自社の強み、市場の機会、売

上・利益見込、設備投資計画・運転資金計画・TODO・事業フロー等、経営計画に

必要な様式が一通り含まれているためです。 

前述の「経営状況の定量的・定性的な分析」を踏まえ、現状～将来（3～5 年）

に至る事業計画・収支計画の策定を支援します。                      

 

②円滑な事業承継の支援、及び、承継後の持続的・発展的経営に繋がる事業計画策定 

支援 

●現状の課題と改善方法、支援に対する考え方 

みやこ町では少子高齢化が進んでおり、小規模事業者においても事業主の高齢

化が進行しています。町内事業者の事業廃止の理由の多くが高齢化により事業継

続できないというものであり、後継者不足が課題となっています。 

他方、後継候補者がいる場合でも、代表者は「まだ自身ができるので事業承継

しない」、後継候補者は「早く事業承継してほしい」という立場による考え方の違

いからスムーズに承継が進まないケースが多く、商工会にも後継候補者からの相

談が複数あります。 

さらには、事業承継の意思があっても、「そもそも適切な事業承継時期やきっか

けをつかめていない」、「事業承継したくても具体的に何をしたらよいか分からな

い」、「誰に相談したらよいかわからない」という課題が挙げられ、商工会として
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も事業承継相談窓口であるという周知が出来ておりませんでした。 

そこで、商工会が事業承継相談窓口となっていることを周知し、事業承継段階

から関与することで事業存続とスムーズな事業承継を支援し、承継後の持続的・

発展的経営に繋がるよう事業計画策定支援を行います。 

  

●具体的な実施内容（支援対象、手段） 

－支援対象－ 

事業承継対象事業所（親～子、代表者～従業員、他社への事業売却） 

 

－手 段－ 

前述の「会社問診票」を年 2 回みやこ町の広報誌に同封することで、みやこ町

内全事業者に商工会が事業承継相談窓口であることを周知します。会社問診票を

記入したら商工会に相談に来てもらいます。商工会ホームページでも商工会が事

業承継相談窓口であることを周知します。 

相談を受けたら、事業承継は税務・法律等の専門的な問題も関わるため、専門

家や福岡県事業引継ぎ支援センターと連携して支援を行います。 

事業承継を受ける側には、承継後の持続的・発展的経営に繋がるよう事業計画

の策定支援も行います。 

 
３．事業計画策定支援に関することの数値目標 

※①事業計画の策定件数内訳は、事業者（20件）と創業者（4件）の策定件数合計。 

 →後述「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 ②4ｋ創業応援団による創業支援」に記載のとおり、

年間 4件の創業支援を目標とするため、「事業者 20件、創業者 4件」の事業計画策定数とする。 

※②円滑な事業承継の支援、及び、承継後の持続的・発展的経営に繋がる事業計画策定件数（年間）

について…みやこ町における事業主の高齢化を考慮すると年々事業承継に関する相談件数の増加

が見込まれるので、経営発達支援計画後期に目標件数の比重を大きくします。 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

①数値計画、TODOに基づくフォロー 

●現状の課題と改善方法 

これまでの事業計画策定支援は「補助金申請」や「融資を受けるため」等、策

定すること自体が目的となっていることが多くありました。特に「融資を受ける

ため」の事業計画については、策定自体が目的という傾向が強く、その結果、融

資実施後の「商工会による計画実施のためのフォローアップ」が十分に行えてい

ませんでした。 

また、事業計画を策定しても、事業者の多くは、日々の仕事に追われているた

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①事業計画の策定件数（年間） 11 24 24 24 24 24 

②円滑な事業承継の支援、及

び、承継後の持続的・発展的経

営に繋がる事業計画策定件数

（年間） 

0 3 3 3 4 4 



－１９－ 
 

め、事業計画にて計画した TODO（実施事項）が着手されないまま後回しにされて

しまい、事業計画が工程通りに進まないということも多く見受けられます。 

そこで、定期的なフォローアップ体制の仕組みをつくり、確実に事業が実施さ

れるよう、また、事業実施に支障があれば課題を解決するよう支援を行います。 

 

●具体的な実施内容（支援対象、フォローアップの頻度、指導内容） 

－支援対象、フォローアップの頻度－ 

前述「３．事業計画策定支援に関すること」で計画策定支援した全ての事業者

に対し、2カ月に 1 度の頻度で訪問して、計画進捗状況のヒアリングを実施します。

進捗実施状況については「経営発達支援計画フォローアップ会議（※1）」で情報

共有し、事業実施に支障が発生していれば、課題解決のための支援を行います。

「経営発達支援計画フォローアップ会議」で情報共有することで、「2 カ月に 1 度

の計画進捗状況のヒアリング（※2）」が、漏れなく実施されるようにします。 
（※1）事業者支援を協議するために商工会職員と中小企業診断士で組織する会議（2カ月に 1

度の頻度で開催）。 

（※2）事業計画策定後の実施支援は成果がでるまで 2 カ月に 1 度の頻度で実施し、成果がで

てきたら訪問頻度を減らしていきます。 

 

－指導内容－ 

TODO（実施事項）がスケジュールどおりに出来ているかを確認し、未実施であ

れば実施を促します。実績数値と計画数値との差を確認し、差がある場合は対策

までフォローし、必要に応じて専門家を派遣します。例えば、「事業計画・方針の

軌道修正の必要性の判断の支援」や「広告宣伝に関する助言」等を行います。 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関することの目標数値 
支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①数値計画、TODO に基づくフ

ォローのための延訪問回数（年

間） 

66 162 162 162 168 168 

①数値計画、TODO に基づくフ

ォロー事業者数（年間） 
11 27 27 27 28 28 

※①数値計画、TODO に基づくフォローのための延訪問回数について…各年度の延訪問回数は、当該

年度に事業計画策定した事業者数×6回（2カ月に 1回の頻度）で算定。 

※当該年度より前に計画策定した事業者への実施支援は策定年度以降も継続しますが、目標数値とし

ては含んでいないため、実際の延訪問回数は後年度ほど増加します。 
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

①物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ『みやこ甘味舎』の来客者ヒアリング 

●現状の課題と改善方法 

 自社の商品について、自社の既存顧客をヒアリング対象とした場合、既存顧客

からは付き合いもあり本音を聞くことができず、あるいは、見慣れた商品である

ため気づきが得られにくいという課題があります。そこで、希望する事業者の「果
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樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）」を対象に、物産直売所『国府の郷』と

アンテナショップ『みやこ甘味舎』で来客者へのヒアリングを実施します（物産

直売所『国府の郷』やアンテナショップ『みやこ甘味舎』での販売の有無は問わ

ない）。 

 

●具体的な実施内容（支援対象、情報収集を行う項目、調査・分析の手段・手法） 

－調査・分析の手段・手法－ 

物産直売所『国府の郷』とアンテナショップ『みやこ甘味舎』で販売する商品

やこれから販売しようとしている商品、また、自社のみで販売している商品でヒ

アリング実施を希望する事業者の「果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）」

について、物産直売所『国府の郷』とアンテナショップ『みやこ甘味舎』に来店

されたお客様にアンケートで評価をしてもらい、商品の改善を支援します。 

 ヒアリング対象商品を「果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）」に限定す

ることで、商工会がノウハウを蓄積し、的を絞った効果的なヒアリング実施と評

価結果のフィードバックによる魅力ある商品への改善を支援します。 

このことにより、当経営発達支援計画の目標である「「果樹を使った食品（スウ

ィーツ、ジャム等）」を核とした日帰り観光客の集客による小規模事業者の売上向

上」を目指します。 
※物産直売所『国府の郷』とアンテナショップ『みやこ甘味舎』は、町内、及び、町外の両方

から、大勢のお客様を集めることができるため、この両施設にてヒアリングを実施します。 

 

－支援対象－ 

果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）を製造・販売する事業者 
    

－情報収集を行う項目－ 

味、見た目、適正量、適正価格、再度購入したいか、わざわざ買いに来たいか、

どのような要素があれば買いたくなるか、商品の悪い箇所、その他事業者がヒ

アリングしたい項目、お客様の自由意見 

 

－ヒアリングの時期－ 

みやこ町の強みである果樹は、7 月～9 月が最も生産量が多く、また、果樹の

種類も豊富です。このことを踏まえ、より効果的なヒアリングを実施するため、

以下 2回（ⅰ、ⅱ）の時期に日程を定め、ヒアリングを行います。 

ⅰ 果樹を使ったパフェやケーキ、菓子、料理等の試作品を製作する 5月～6月 

 

ⅱ 7月～9月に収穫した果樹を使った加工食品の品揃えが充実し、後述の「み 

やこ果樹スウィーツ祭り（仮称）」開催日である 10月中旬～下旬 
※ⅱについては、「みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称）」を広報することで、果樹を使

った食品（スウィーツ、ジャム等）に興味を持つ人の来場が多数見込めるため。 

 

－ヒアリング実施事業者数・アンケート回収数－ 

ⅰとⅱ、各回 2事業者ずつヒアリング実施し、各事業者アンケート 100件回収 
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●成果の活用方法、小規模事業者に対する効果 

 ヒアリング内容を事業者にフィードバックし商品の改善を提案することで、小

規模事業者の商品の改良を促し売上向上に繋げます。 

 

 ５．需要動向調査に関することの目標数値 

 
 
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】 

 

①物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客 

●現状の課題と改善方法 

みやこ町は果樹栽培が盛んで、以前より各事業所で果樹を使った食品（スウィ

ーツ、ジャム等）が開発・販売されてきましたが、個々の事業所単位の取組には

限界があり売上が伸び悩んでいます。そこで、アンテナショップ『みやこ甘味舎』

が整備されたのをきっかけとして、みやこ町の強みである果樹を使った食品（ス

ウィーツ、ジャム等）を面的に展開し日帰り観光客の集客を図ります。 

 

●支援に対する考え方 

 みやこ町から車で 60分の距離にある大都市の北九州市をターゲットとして、核

となる物産直売所やアンテナショップ『みやこ甘味舎』、民間果樹園を起点に、町

内の果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）を取り扱う小規模事業者の情報

発信・販路拡大・売上向上を支援します。 

 

●具体的な実施内容（支援対象、工夫・改善点、関係者間での協力） 

－支援対象－ 

果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）を製造・販売する事業者 

 

町内物産直売所、アンテナショップ『みやこ甘味舎』、民間の果樹園という集客

力の高い 5～6箇所の施設に、町内の小規模事業者の果樹を使った食品（スウィー

ツ、ジャム等）を知って貰える情報発信コーナーを設置し、来店者に情報発信を

行います。情報発信コーナーでは、果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）

や取扱事業者のチラシ・パンフレットの展示、及び、試食を行い、将来的には「果

樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）取扱事業者マップ」も配置します。 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①物産直売所『国府の郷』、ア

ンテナショップ『みやこ甘味

舎』の来客者ヒアリングの支援

事業者数（年間） 

0 4 4 4 4 4 

①物産直売所『国府の郷』、ア

ンテナショップ『みやこ甘味

舎』の来客者ヒアリングにおけ

る、ヒアリング実施事業者ごと

のアンケート回収数（年間） 

0 100 100 100 100 100 
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また、アンテナショップ『みやこ甘味舎』駐車場で年１回「みやこ果樹スウィ

ーツ祭り（仮称）」を開催し、「みやこ町は果樹スウィーツの町」の認知度を向上

させ、地域事業者の売上向上に繋げます。「みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称）」

出展者には、前述の「①物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ『みやこ甘味

舎』の来客者ヒアリング」で用いるヒアリングシートを活用して来場者に自社商

品のヒアリングを行うことの提案や、出展後の商品改善を伴走支援する等、イベ

ント出展のみの一過性の取組とならないよう支援を行います。 

当取組の広報は、後述の「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 ①「みやこ Walker

（仮称）」の発行や商工会のホームページを通じて行います。また、みやこ観光ま

ちづくり協会を通じて広報活動を行い、プレスリリースも活用します。 

 
②6次産業化（商品開発）の支援 

●現状の課題と改善方法、支援に対する考え方 

これまで述べてきたとおり、みやこ町では様々な農産物を町内で生産しており、

近隣市町村との比較でとりわけ果樹類の販売額が多い特徴がみられます。町内に

は、多数の日帰り観光客が訪れる民間果樹園があり、また、集客力の高い 3 つの

物産直売所とアンテナショップ『みやこ甘味舎』が設置されており、みやこ町で

生産された果樹や果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）は、上記 3 つの物

産直売所やアンテナショップ『みやこ甘味舎』と連携することで販路を確保する

環境が整っています。 

みやこ町は「第 2次みやこ町総合計画」で、「特産品を活かした魅力づくりを推

進する」という方針を打ち出しており、商工会としてもみやこ町やＪＡ福岡京築

と情報交換・連携することで町内事業者の 6次産業化（商品開発）を支援します。 

 

●具体的な実施内容（支援対象、手段） 

－支援対象－ 

果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）の開発を行う町内事業者 

 
－手 段－ 

ⅰ セミナー開催による支援 

 年 1回、6 次産業化（商品開発）に関するセミナーを開催します。セミナーでは、

商品開発の手順や注意点（食品取扱に関する法律要件等）、販路や町内農産物の情

報等、町内事業者が果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）の開発を行う際

に必要となる技術・情報を提供します。 
  セミナー受講者の内、希望する者は以下「ⅱ 商品開発の個社支援」に誘導する

ことで、より具体的に「6次産業化（商品開発）」支援を行います。 
 

ⅱ 商品開発の個社支援 

町内事業者が取り組む果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）の開発や商

品パッケージの製作を支援します。商品開発は「生産者や製造事業者とのマッチ

ング、保健所への届出、品質・消費期限の検査機関による確認、商品パッケージ

製作、JAN コード設定、PL 保険加入、商品試作時のモニタリング」など、工程が
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多岐にわたるため、商工会として関係機関や各種専門家と連携し、事業者がスム

ーズに高い商品力をもつ商品開発が行えるよう支援します。 

以上ⅰ、ⅱの 6 次産業化（商品開発）の支援を行うことで町内事業者による果

樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）の開発を推進します。同時並行して、

前述の「①物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客

の集客」の取組により「みやこ町は果樹スウィーツの町」の認知度を向上させ、

また、みやこ町への日帰り観光客を増加させることで、みやこ町で生産された果

樹や果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）の需要創出と消費拡大を目指し

ます。 

「みやこ町は果樹スウィーツの町」としてブランディングすることで、「集客増

加→需要拡大→売上向上→商品改良・新たな商品開発→集客増加→ …」という

好循環を生み出します。 

 

③商談会・物産展・アンテナショップ出展による販路開拓支援 

●現状の課題と改善方法、支援に対する考え方 

小規模事業者は経営資源に限りがあるため少人数で経営の全てを行わなければ

ならず、魅力ある商品・サービスを保有していても販売窓口が限定されていたり、

販路開拓の情報・ノウハウを持たないことが課題です。 

そこで商工会が、地域事業者に対して商談会・物産展・アンテナショップの情

報提供・出展支援を行い、小規模事業者の販路開拓を支援します。 

 

●具体的な実施内容（支援対象、手段） 

－支援対象－ 

      果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）を製造・販売する事業者 

 

－手 段－ 

    以下の商談会・物産展・アンテナショップについて、果樹を使った食品（スウ

ィーツ、ジャム等）を製造、販売する事業者に情報提供・出展支援を行います。 

 

商談会・物産展・アンテナショップ名称 主催者 開催時期 開催場所 出展枠（ブース） バイヤー 来場者数

1 福岡県よかもんフェア物産展 RKBラジオ（株） 10月下旬の2日間 福岡市 40 10万人

2 地域中小企業支援協議会合同商談会 よかもんフェア実行委員会 11月中旬 福岡市 100
50者（百貨店、スーパー、卸
業者、ホテル等）

3 ニッポン全国物産展 全国商工会連合会
11月中旬～下旬
の3日間

東京都 360 15万人

4
ふくおか「農と商工の自慢の逸品」
展示商談会

福岡県、福岡県商工会連合会 2月 福岡市 100
（百貨店、スーパー、卸業
者、ホテル等）

5
アンテナショップ「DOCORE（どぉこれ）
ふくおか商工会ショップ」

福岡県商工会連合会 常設 福岡市
・1週間の催事ブース
・委託販売商品300枠

※開催時期、出展枠（ブース）、バイヤー、来場者数は平成28年度実績　及び　平成29年度予定を掲載。
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    以上、5つの商談会・物産展・アンテナショップを選定した理由は、「いずれも

出品対象物を食品としているため、果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）

を取扱う事業者が出展可能」、「直接的・間接的に福岡県商工会連合会が運営に関

与しているため出展優先枠があり、かつ、情報を得やすい」、「いずれも都市部で

の開催であることから、多くの来場者・バイヤーに商品をPR可能であり、新たな

顧客に対する販路開拓効果が高い」、「「5 DOCORE（どぉこれ）ふくおか商工会シ

ョップ」では、出品商品に対する「ポスシステム」と「専門家、スタッフ、消費

者の声」による出品商品の評価・分析結果のフィードバックを受けることが可能」

等の利点があるためです。 

    また、出展後もフォローを行うことで、販路開拓の取組が一過性ものとならな

いようにします。 

    例えば、商談会であれば「なぜ商談が成立しなかったのか」、展示会であれば

「なぜお客様がブースに立ち寄らなかったのか、商品が売れなかったのか」の原

因を分析し、改善することでさらなる売上向上につながります。事業者自身が主

観で判断すると、商談相手や消費者視点の評価が反映されない可能性があり、時

間と費用をかけて行った出展効果が小さくなります。 

    出展した全事業者にヒアリングを実施し、上手くいっていなければ原因分析と

改善の提案、また、商品改良等の要望があれば専門家と連携し支援を行います。 

以上により、「①物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰  

り観光客の集客」⇔「②6次産業化（商品開発）の支援」⇔「③商談会・物産展・ 

アンテナショップ出展による販路開拓支援」の各取組が相乗効果をもった支援と 

なり、高い需要開拓効果が発生します。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関することの目標数値 
支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①町内物産直売所、アンテナショップ『み

やこ甘味舎』、民間の果樹園（5～6箇所）の

情報発信コーナーでの、情報発信事業者数 

0 5 5 6 6 6 

①みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称）開催

回数（年間） 
0 1 1 1 1 1 

①みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称）出展

者数（年間） 
0 8 10 10 12 12 

①みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称）参加

事業者の祭り合計売上高（単位:万円） 
0 40 60 60 84 84 

②6次産業化（商品開発）セミナー受講者数 

（年間） 
0 6 6 6 8 8 

②6次産業化（商品開発）の個社支援事業者

数（年間） 
0 2 2 2 2 2 

③5つの「商談会、物産展、アンテナショッ

プ」の各出展事業者数 
1 2 2 2 2 2 

③「2 地域中小企業支援協議会合同商談会」

出展事業者の各事業者商談成約件数 
2 2 2 2 2 2 

③「4 ふくおか「農と商工の自慢の逸品」

展示商談会」出展事業者の各事業者商談成

約件数 

2 2 2 2 2 2 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

①「みやこ Walker（仮称）」の発行 

●現状の課題と改善方法 

 みやこ町から車で 60分の北九州市ではみやこ町の情報が知られていないため、

みやこ町を訪れる北九州市民が限られています。そこで情報誌「みやこ Walker（仮

称）」を発行、みやこ町や町内事業者の情報を発信し、日帰り観光客のターゲット

である北九州市民を中心に町外からみやこ町を訪れる人数を増やします。 

ネットの媒体ではみやこ町に興味や関係がある人にしか情報が届かないため、

あえて紙媒体で情報を発信し、みやこ町に興味や関係がない人に対しても情報が

届くようにします。 

 

●具体的な実施内容（支援対象、工夫・改善点、関係者間での協力） 

 みやこ町での滞在人口上位の出発地である行橋市と苅田町、北九州市の各商工

会議所の連絡ネットワークを活用して、各市・町の金融機関や女性が集まる美容

院などの施設に「みやこ Walker（仮称）」を配布します。また、費用対効果を考え、

潜在的な顧客が多い北九州市（人口約 96万人）の中でもみやこ町と交流人口が多

い、小倉南区・小倉北区・八幡西区（一部エリア）のフリーペーパー北九州版に

「みやこ Walker（仮称）」の折り込みを行います。「みやこ Walker（仮称）」の効

果を検証するため、応募型によるイベント抽選を実施します。 

以上の取組によりみやこ町の交流人口を増加させ、町内消費を拡大し、地域経

済活性化に繋げます。 
※「みやこ Walker（仮称）」は 1回あたり、16.5万部発行予定。 

 

－掲載内容－ 

・毎号、6件のみやこ町内事業者情報（会社概要、住所、連絡先、営業時間、商品・

サービス、PR情報）を掲載します。 

・町内事業者が製造する果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）と取扱事業

者の情報を掲載します。 

・町内のイベント情報（みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称））等を掲載します。 

・その他、みやこ町の名所や歴史等、みやこ町の情報を掲載します。 

   

多くの人が、みやこ町に興味を持ち、みやこ町を訪れたくなる情報を掲載でき

るよう、「みやこ Walker（仮称）」の掲載内容を町内関係機関で協議します。 

各種機関で掲載内容を協議することで、商工会単独では得ることが難しい有益

な情報の収集が可能となり、また、様々な機関の視点による掲載内容の提案・検

証がなされることで、よりよい「みやこ Walker（仮称）」の製作改善に繋がります。 

当取組を行う過程で、みやこ町の様々な情報を町内関係機関が共有することと

なります。情報共有を進め、みやこ町の長所・短所を深く知ることで、掲載内容

の協議に留まらず、「どうすればみやこ町をより活性化することができるのか」を

各関係機関が考え、協議する段階に発展します。協議を繰り返すことで、地域経

済の活性化に関する「情報共有」→「意識・方向性の共有」へと進展を図ります。 
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掲載内容の協議は、後述の「③経営発達支援計画共有会議（※1）での企画立案・

情報交換」において行います。 
（※1）構成機関：みやこ町商工会、みやこ町、ＪＡ福岡京築、みやこ観光まちづくり協会、 

豊津まちづくり㈲ 

 

－発行回数・時期－ 

 年 2 回、6 月末と 9 月末に発行します。みやこ町の強みである果樹は、7 月～9

月が最も生産量が多く、また、果樹の種類も豊富です。果樹を使ったパフェやケ

ーキ、菓子、料理等を最盛期の直前である 6 月末に広報することで、効果的に町

外からの来町者数増加に繋げます。また、7月～9月に収穫した果樹を使った加工

食品の品揃えが充実する 9 月末に 2 回目の発行を行うことで、みやこ町での果樹

を使った食品（スウィーツ、ジャム等）の売上向上を目指します。 

 10月中旬～下旬には、前述の「みやこ果樹スウィーツ祭り（仮称）」も開催する

ため、当祭りの情報も掲載します。 

 「みやこ Walker（仮称）」の発行を通じて、来町者数と来町者による消費の増加

に取組み、地域経済の活性化を目指します。 

 

①「みやこ Walker（仮称）」の発行の目標数値 

 

②4ｋ創業応援団による創業支援 

地域経済の活性化は町外からの消費流入が重要なポイントになります。町外から消

費を流入させるには、「町内の魅力ある事業者の増加」と、「分母となる事業者数その

ものの維持、増加」が必要となります。 

これまで「Ⅰ.経営発達支援事業の内容」で述べてきた取組、及び、以下の 4ｋ創業

応援団による創業支援の取組により、「町内の魅力ある事業者の増加」、及び、「分母と

なる事業者数そのものの維持、増加」を達成します。 

 

●現状の課題と改善方法、支援に対する考え方 

みやこ町での創業に関して、創業希望者は、創業資金の相談で商工会に来るこ

とが多く、平成 28年度は 4件の創業資金に関する相談がありました。しかしなが

ら、創業融資では一定の自己資金を持っていることが融資の条件となるため、そ

のことを知らずに創業準備を進め、創業間際で資金確保できないという問題が発

生しております。 

また、創業者の廃業率は概ね 3 年以内に 70％と言われており非常に高く、原因

の一部として経営ノウハウや事業計画の不足、資金繰り難が挙げられます。 

以上のような問題を防ぐため、創業に関する事前の情報収集や基礎的な経営ノ

ウハウの修得が重要ですが、創業相談者の多くが創業直前もしくは、創業後問題

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

②「みやこ Walker（仮称）」の発行回数（年

間） 
0 2 2 2 2 2 

②「みやこ Walker（仮称）」で広報するみや

こ町内事業者数（年間） 
0 12 12 12 12 12 
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を抱えて商工会に相談に来るというのが現状です。 

このような後手の対応となってしまう理由として、創業希望者と創業者の相談

窓口が相談者からわかりにくいことが挙げられ、課題と考えております。 

そこで創業希望者と創業者に商工会が「創業相談窓口」であることを定期的に

周知し、また、必要な情報提供、経営ノウハウ修得等の創業者支援を行います。 

 
●具体的な実施内容（支援対象、手段） 

－支援対象－ 

創業者希望者、創業者 

 

－手 段－ 

ⅰ 創業相談窓口の周知 

「4ｋ創業応援団（※1）」による組織的な「創業相談窓口」の周知を行います。

マスコミや SNS（Facebook）も活用し、「創業に的を絞った周知」を行うことで創

業希望者と創業者に創業相談窓口を認知してもらいます。 

また、前述の「Ⅰ.経営発達支援事業の内容 ２．経営状況の分析に関すること」

で記載した「会社問診票」を年 2 回みやこ町の広報誌に同封することで、みやこ

町内全町民・全事業者に商工会が創業相談窓口であることを周知します。問診票

を記入したら商工会に相談に来てもらいます。 
(※1)4ｋ創業応援団：産業競争力強化法に基づき市町村が作成する創業支援事業計画につい

て、京築地区 4町・4 町商工会（みやこ町、築上町、吉富町、上毛町と 4町商工会）は共同で

創業者・第二創業者支援を行うこととなり、共同事業を行うために結成された組織の愛称。 

 

ⅱ 創業者支援 

4ｋ創業応援団で創業・経営に必要な基礎スキル（経営、財務、人材育成、販路

開拓）習得のための集団講習会（創業支援セミナー）を開催します。専門家によ

る集団講習会とすることで、一定水準の経営ノウハウを効率的・効果的に修得で

きるよう支援し、創業者同士の交流機会も提供します。 

創業者ごとに業種、経営ノウハウの有無、能力が異なることから、4ｋ創業応援

団での支援後は、個別支援に進みます。個別支援の過程で、前述の「Ⅰ.経営発達

支援事業の内容 ３．事業計画策定支援に関すること」に導きます。 

 

    創業支援の取組については、当初、平成 26年 1月に施行された産業競争力強化

法に基づく特定創業支援事業として、みやこ町とみやこ町商工会の 2 者で実施す

る予定でした。しかしながら、京築地区の地理的・経済的結びつき、文化・気候・

風土の類似性等の各種要因を考慮し、京築地区の 4町・4町商工会で協議した結果、

各町単位の「点」ではなく、京築地区という「面」での創業支援に取組むことで、

京築地区単位で地域経済活性化を図るという方向性を 4町・4町商工会で共有し、

4ｋ創業応援団の結成にいたりました。 

    4町・4町商工会が交流・情報交換することで、創業者情報や創業支援ノウハウ

の共有が図られ、京築地区での創業者・事業者のマッチングに繋がり、また、関

係者が団結して地域経済を活性化するという意識の醸成が行われる等、多くの利
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点が生み出されます。 

 
②4ｋ創業応援団による創業支援 

 
③経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換 

地域経済活性化の取組を効果的なものとするため、町内関係機関で「経営発達支援

計画共有会議」を組織します。 

当会議は、当経営発達支援計画における地域経済活性化の取組に関連する「みやこ

町商工会、みやこ町、ＪＡ福岡京築、みやこ観光まちづくり協会、豊津まちづくり㈲」

で構成します。 

当経営発達支援計画の目標は、「果樹を使った食品（スウィーツ、ジャム等）を核

とした日帰り観光客の集客による小規模事業者の売上向上と地域の活性化」であり、

これはみやこ町の「第 2次 みやこ町総合計画（平成 28年度から平成 32年度までの

5 年間）」にて打ち出されている「特産品を活かした魅力づくりを推進する」という

方針と方向性を共有するものです。 

当会議は半年に 1回開催し、地域経済の活性化について方針・目標・方向性を共有

すると共に、以下の取組について共同で企画立案・情報交換を行います。 

・物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客 

・みやこ Walker（仮称）の掲載内容 

・6次産業化（商品開発） 

町内関係機関が方向性を共有し、また、専門分野を活かした取組を共同で企画立

案・情報交換することで効果の高い地域経済活性化の取組に繋げます。 

 
 
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 

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 

 

①北九州地域中小企業支援協議会との情報交換を通じた支援力向上 

－情報交換の相手先－ 

支援協議会構成団体 

（市町村、商工会議所・商工会、中小企業団体中央会、金融機関、 

政府系金融機関、信用保証協会、専門家団体など） 

 

－情報交換の意図－ 

支援協議会の構成団体は多くの事業者支援機関で組織されており、実在する企業

に対して様々な支援機関が各々の特徴・強みを活かして連携・支援する過程に関わ

ることで、多面的な支援ノウハウの習得に繋がります。 

 

 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

②4ｋ創業応援団による創業支

援（年間） 
4 4 4 4 4 4 
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 －情報交換する支援ノウハウの内容－ 

・他の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会が支援する企業の抱える課題・

目標と、課題解決や目標達成に至る具体的な支援過程 

・金融機関、信用保証協会が行う金融支援ノウハウ 

・専門家団体が行う支援ノウハウ（経営計画策定、販路開拓、商品開発、他） 

 

－情報交換の頻度、方法－ 

北九州地域中小企業支援協議会幹事会（月 1回開催） 

 

②京築地区 4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上 

－情報交換の相手先－ 

京築地区 4町・4町商工会（みやこ町、築上町、吉富町、上毛町、及び、各町商工会） 

 

－情報交換の意図－ 

4 町は隣接する地域で、文化・気候・経済等、多くの共通点・類似点があり、京

築地区内の事業者支援事例は、同地区内の他の事業者支援にも活用できるものです。 

また、平成 27 年度に申請認定された産業競争力強化法に基づく創業支援事業計 

画を実施するため、京築地区 4町と 4町商工会が連携し結成した「4ｋ創業応援団」

の枠組みを活用し、創業支援ノウハウの情報交換を行います。 

 

 －情報交換する支援ノウハウの内容－ 

・他の商工会が支援する企業の抱える課題・目標と、課題解決や目標達成に至る

具体的な支援過程 

・各町が事業者に対して実施する支援施策と支援ノウハウ 

・創業前～創業後に至る具体的な創業支援ノウハウ 

 

－情報交換の頻度、方法－ 

・4町・4町商工会合同会議での情報交換（年 1回開催） 

・4町商工会経営指導員業務研究会での情報交換（年 4回～5回開催）  

 

③税務相談所運営協議会を通じた情報交換、支援力向上 

－情報交換の相手先－ 

行橋税務署、九州北部税理士会行橋支部、京築地区商工会・商工会議所 

 

－情報交換の意図－ 

各商工会・商工会議所の税務相談所で地域事業者に同水準の支援を行うことが出

来るよう、税務及び確定申告の制度・改正の情報交換を行い、統一的な取組方法等

の把握を行います。 

 

 －情報交換する支援ノウハウの内容－ 

・他の商工会、商工会議所、税理士が支援する企業の財務・税務に関する課題と

解決方法 
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・最新の税務及び確定申告の制度と制度改正情報 

 

－情報交換の頻度、方法－ 

税務相談所運営協議会（年 1回開催） 

 

④経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上 

－情報交換の相手先－ 

中小企業診断士 

 

－情報交換の意図－ 

前述「４．事業計画策定後の実施支援に関すること ①数値計画、TODOに基づく

フォロー」に記載の「経営発達支援計画フォローアップ会議」にて、中小企業診断

士と支援事業者の具体的な支援方法等を協議し、支援ノウハウの習得を行います。 

  

－情報交換する支援ノウハウの内容－ 

経営発達支援事業で支援する事業者の中小企業診断士による支援ノウハウ（課題

解決方法、目標達成手段、他） 

 

－情報交換の頻度、方法－ 

経営発達支援計画フォローアップ会議（2カ月に 1回の頻度で開催）。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

①チームによる支援を通じた OJTの実施 

－取組の狙い－ 

平成 23 年度から実施された福岡県下商工会の人事一元化に伴う地元出身職員の

異動と、ベテラン職員の退職により職員の若返りが行われ、経験年数の違いから職

員ごとに支援力が異なり、支援水準に差があることが課題です。特に、対話の中で、

質問や傾聴を使い分けて、事業者の状況やニーズ、悩みなどを聞き出す能力に差が

あります。そこで、ベテラン職員と若手職員等、支援力の異なる職員がチームとな

り OJT形式で支援力向上を目指します。 

 

－具体的な実施内容－ 

OJT支援事業者として 3社を選定し、チームを組織して支援します。 

チームは経営指導員、経営支援員、中小企業診断士等の専門家で組織し（チーム

は支援内容に応じて構成 ex.指導員と支援員、指導員と指導員、支援員と支援員）、

指導、助言、情報収集方法を学ぶなど、現場業務を体験して伴走型の支援力を習得

します。特に、OJT の指導者側がどのような質問を投げかけるのかを現場にて確認

することで支援事業者の反応や情報収集技術を直に体験し、また、指導者側に質問

意図等不明点を確認することで、事業者と面談する際の支援力向上を実現します。 
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－目 標－ 

事業者と面談する際の対応技術（指導、助言、情報収集方法）や、各種支援ノウ

ハウ（計画策定、サービス提供方法、商品開発、販路開拓、財務）の修得 

 

②職員会議での支援ノウハウ共有 

－取組の狙い－ 

各職員の経営支援事例を共有することにより、自身の担当外事業者や担当外業務

に関する支援ノウハウを効率的に習得します。 

 

－具体的な実施内容－ 

毎週 1回職員会議を開催し、各職員順番で経営支援事例の発表を行います。 

 

－目 標－ 

各種支援ノウハウ（計画策定、サービス提供方法、商品開発、販路開拓）の修得 

 

③行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上 

－取組の狙い－ 

商工会が必要とする支援内容に関する研修を受講することで、支援力向上を図り

ます。各専門機関が主催する研修に参加することで、最新の必要な支援情報を効率

的に収集します。 

 

－具体的な実施内容－ 

・行橋税務署主催研修への参加 

・日本政策金融公庫主催研修への参加 

・信用保証協会主催研修への参加 

・福岡県商工会連合会主催研修への参加 
 

－目 標－ 

最新の正確かつ必要な情報収集による支援力向上 

 

④経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上 

－取組の狙い－ 

経営発達支援計画フォローアップ会議を通じて、経営指導員、経営支援員に中小

企業診断士の支援ノウハウを伝えることで、支援力向上を図ります。 

また、他の指導員・支援員の支援事例も共有することで、様々な事例を知ること

ができ、効率的に支援力向上に繋がります。 

参加メンバーである外部の中小企業診断士にファシリテーター（会議の促進者、

司会者）として会議を進行してもらうことで、商工会内部の職員が当然と思ってい

ることを、聞き出し、引き出してもらい、職員の中の暗黙知を、言葉へと置き換え、

職員の間での共有レベルを高めます。 

さらには、経営発達支援計画フォローアップ会議を繰り返すことにより、支援ノ

ウハウを共有する経験を各職員が積み重ねることで、組織として支援ノウハウを共



－３２－ 
 

有する能力を向上させ、また、支援ノウハウの共有に対して意識の高い組織風土を

商工会内につくりあげます。 

 

－具体的な実施内容－ 

経営発達支援計画フォローアップ会議を 2カ月に 1回の頻度で開催します。 

会議ではさまざまな事業者の事業内容・計画や課題等を知る機会となり、また、

専門家（中小企業診断士）や他の指導員・支援員の支援提案等も聞くことができ、

効率的に多面的な支援ノウハウ修得の場となります。 

 

－目 標－ 

事業計画遂行に関する支援力修得。 

 

⑤共有フォルダによる電子ファイルの共有（実施済） 

－取組の狙い－ 

共有フォルダで事業者情報や支援履歴を閲覧できるようにすることで、効率的に

支援のための情報を得ることが可能となります。前述の「①チームによる支援を通

じた OJT の実施」にも記載しましたが、福岡県下商工会の人事一元化に伴い職員の

異動が頻繁になり、支援情報の共有と引継ぎは非常に重要な事項となっています。 

 

－具体的な実施内容－ 

事業者情報や支援履歴を電子ファイル化し、共有フォルダで管理します。共有フ

ォルダで管理することで、担当職員不在時や、異動による後任職員も事業者情報や

支援履歴を効率的に共有・引き継ぐことが可能となります。 

また、前述の「①チームによる支援を通じた OJT の実施」、「②職員会議での支援

ノウハウ共有」、「③行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上」の各資

料・記録も電子ファイルとして共有フォルダで保存することで、支援ノウハウの共

有を図ります。 

結果、事業者に対する支援を早急に行うことが可能となり、また、各職員が様々

な支援ノウハウの情報を得ることもできるようになり、支援力向上に繋がります。 
 
－目 標－ 

事業者情報・支援履歴の共有による支援力向上 

 

 

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 

これまでみやこ町商工会の事業は、「事業計画作成→ 計画実施→ 理事会報告・評価

→ 改善」という一般的なPDCAサイクル(Plan Do Check Action)により実施しておりま

したが、特に「評価」が内部関係者により行われていたため、「目標達成度評価、評価

に基づく課題抽出、計画の見直し、次年度計画の目標設定」に関して、客観的な視点が

乏しくなる傾向にありました。その結果、目標達成度や事業成果が適正水準に達してい

なくても、次年度計画に反映されない可能性がありました。今後は、以下の ⅰ ～ ⅳ の

手順で毎年度、経営発達支援事業の評価及び見直しを行い、事業実施体制を確立します。 
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ⅰ 経営発達支援事業検証委員会（外部有識者会議）による評価及び課題抽出、計画の

見直し及び目標設定 

みやこ町商工会正副会長及び外部有識者（みやこ町役場観光まちづくり課長、中

小企業診断士、福岡県商工会連合会北九州・筑豊広域連携拠点統括）により組織す

る経営発達支援事業検証委員会にて当該年度に係る経営発達支援事業の評価を行い

ます。また、評価をもとに課題抽出を行い、計画の見直し及び目標案を提示します。 

 

ⅱ 理事会による計画の見直し及び目標の決定 

「ⅰ の計画の見直し及び目標案の提示」をもとに、次年度計画の見直し及び目標

を決定します。 

 

ⅲ 通常総代会での報告・承認 

「ⅰ の評価結果」と「ⅱ の次年度計画の見直し及び目標」を通常総代会に報告

し、承認を受けます。 

 

ⅳ 経営発達支援計画評価結果と次年度計画の見直し及び目標の公表 

通常総代会で承認を受けた後に、商工会広報誌（商工みやこ）及び商工会ホーム

ページ（HPアドレス http://www.town-miyako.com）にて経営発達支援計画評価結

果と次年度計画の見直し及び目標を公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.town-miyako.com/
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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 29年 11月現在） 

（１）組織体制 
みやこ町商工会は、①職員会議において職員の支援ノウハウ共有と支援力向上を図り、②経営発達支

援計画フォローアップ会議において個社支援のフォローアップを行います。また、③経営発達支援計画

共有会議にて関係機関と「地域経済の活性化に資する取組」に関する企画立案・情報交換を行います。 

そして毎年度、④経営発達支援事業検証委員会による事業評価及び課題抽出、計画の見直し及び目標 

設定を行い、経営発達支援事業に取組みます。 

みやこ町商工会事務局 商工会正副会長

経営指導員
経営支援員
一般職員
パート職員

経営指導員
経営支援員 経営指導員
一般職員 経営支援員2名

3名
4名

経営発達支援事業検証委員会（6名）事務局（12名）

3名
4名

事務局長 1名

3名

3名

2名

17名

4名

2名

会長

副会長

2名監事

（427名）

（100名）総代会

会員

理事会（20名）

1名

外部有識者

外部専門家 1名

2名

職員会議（10名）
事務局長 1名

経営発達支援計画フォローアップ会議（9名）

3名

1名事務局長

経営発達支援計画共有会議（8名）

4名

4名外部の関係機関事務局

理事

 
（２）連絡先 

窓 口 みやこ町商工会 

 住 所 〒824-0121 福岡県京都郡みやこ町豊津 1108 

 電 話 0930-33-2086 

 F A X  0930-33-2819 

 E-mail miyako@shokokai.ne.jp 

  HPアドレス http://www.town-miyako.com 

mailto:miyako@shokokai.ne.jp
http://www.town-miyako.com/
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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 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
3,477 3,477 3,477 3,477 3,477

施策 項目 費用明細
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】
①人口、交通量データの調査・分析
②RESASの活用
③公的機関のレポートによる情報収集

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
①「簡易的な自己診断用の用紙（以降、会社問診票）」による分析 印刷費 2円×9000部×2回 36 36 36 36 36
②経営状況の定量的・定性的な分析

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
①事業計画の策定支援
②円滑な事業承継の支援、及び、承継後の持続的・発展的経営に繋がる事業計画策定支援

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
①数値計画、TODOに基づくフォロー

５．需要動向調査に関すること【指針③】
①物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ『みやこ甘味舎』の来客者ヒアリング

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】
①物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客 ポスター制作 200円×50部 10 10 10 10 10

パンフレット制作 100円×1000部 100 100 100 100 100
「みやこ果樹スウィーツ祭
り（仮称）」開催費用 250000円×1回 250 250 250 250 250

②6次産業化（商品開発）の支援 印刷費 2円×9000部×1回 18 18 18 18 18
③商談会・物産展・アンテナショップ出展による販路開拓支援

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
①「みやこWalker（仮称）」の発行 編集 240000円×2回 480 480 480 480 480

印刷（B4サイズ） 3円×16.5万部×2回 990 990 990 990 990
配布 3.3円×16.5万部×2回 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089

②4ｋ創業応援団による創業支援
③経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換

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
①北九州地域中小企業支援協議会との情報交換を通じた支援力向上
②京築地区4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上
③税務相談所運営協議会を通じた情報交換、支援力向上
④経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上 専門家謝金＋交通費 36000円×6回 216 216 216 216 216

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
①チームによる支援を通じたOJTの実施 専門家謝金＋交通費 36000円×3社×2回 216 216 216 216 216
②職員会議での支援ノウハウ共有
③行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上
④経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上
⑤共有フォルダによる電子ファイルの共有（実施済）

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 専門家謝金＋交通費 36000円×2回 72 72 72 72 72

必要な資金の額

（単位　千円）

 

（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 

福岡県小規模事業経営支援事業費補助金、みやこ町運営安定助成金、会費手数料等収入 

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 

（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。（別表４） 
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 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 

＜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】 
①人口、交通量データの調査・分析 
②RESAS の活用 
③公的機関のレポートによる情報収集 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
①「簡易的な自己診断用の用紙（以降、会社問診票）」による分析 
②経営状況の定量的・定性的な分析 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
①事業計画の策定支援 

②円滑な事業承継の支援、及び、承継後の持続的・発展的経営に繋がる事業計画策定支援 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
①数値計画、TODOに基づくフォロー 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
①物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ『みやこ甘味舎』の来客者ヒアリング 

 

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】 
①物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客 

②6 次産業化（商品開発）の支援 

③商談会・物産展・アンテナショップ出展による販路開拓支援 

 

＜Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組＞ 
①「みやこ Walker（仮称）」の発行 
②4ｋ創業応援団による創業支援 
③経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換 

 

＜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 
①北九州地域中小企業支援協議会との情報交換を通じた支援力向上 

②京築地区4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上 

③税務相談所運営協議会を通じた情報交換、支援力向上 
④経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上 

 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
①チームによる支援を通じたOJTの実施 
②職員会議での支援ノウハウ共有 
③行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上 
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④経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上 

⑤共有フォルダによる電子ファイルの共有（実施済） 

 

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 
経営発達支援事業検証委員会（外部有識者会議）による評価及び課題抽出、計画の見直し及び目標設

定 

連携者及びその役割 

連携者：みやこ町 

代表者：町長 井上 幸春 

住 所：福岡県京都郡みやこ町勝山上田 960番地 

役 割：人口、交通量データの調査・分析【指針③】 

    「簡易的な自己診断用の用紙（以降、会社問診票）」による分析【指針①】 

    4ｋ創業応援団による創業支援 

    6次産業化（商品開発）の支援【指針④】 

    経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換 

    京築地区 4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上 

    事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

 

連携者：築上町 

代表者：町長 新川 久三 

住 所：福岡県築上郡築上町大字椎田 891番地 2 

役 割：4ｋ創業応援団による創業支援 

京築地区 4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上 

 

連携者：吉富町 

代表者：町長 今冨 壽一郎 

住 所：福岡県築上郡吉富町大字広津 226番地 1 

役 割：4ｋ創業応援団による創業支援 

京築地区 4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上 

 

連携者：上毛町 

代表者：町長 坪根 秀介 

住 所：福岡県築上郡上毛町大字垂水 1321番地 1 

役 割：4ｋ創業応援団による創業支援 

京築地区 4町・4町商工会での情報交換を通じた支援力向上 

 

連携者：北九州地域中小企業支援協議会（福岡県北九州中小企業振興事務所内） 

代表者：所長 前田 勝裕 

住 所：福岡県北九州市小倉北区城内 7番 8号 福岡県小倉総合庁舎 3階 

役 割：商談会・物産展・アンテナショップ出展による販路開拓支援【指針④】 

北九州地域中小企業支援協議会との情報交換を通じた支援力向上 

 

連携者：日本政策金融公庫北九州支店 

代表者：事業統括 岩下 学 

住 所：福岡県北九州市小倉北区鍛冶町 1-10-10 大同生命北九州ビル 

役 割：行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上 

連携者：福岡県信用保証協会北九州支所 
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代表者：支所長 鹿嶋 一彦 

住 所：福岡県北九州市小倉北区古船場町 1番 35号 北九州市立商工貿易会館 4F 

役 割：行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上 

 

連携者：行橋税務署 

代表者：署長 福田 直 

住 所：福岡県行橋市門樋町 1番 1号 

役 割：税務相談所運営協議会を通じた情報交換、支援力向上 

    行政・各団体等が実施する研修参加による支援力向上 

 

連携者：内閣府地方創生推進事務局 

住 所：東京都千代田区永田町 1-11-39 

役 割：RESASの活用【指針③】 

 

連携者：独立行政法人中小企業基盤整備機構九州 

代表者：九州本部長 齊藤 三 

住 所：福岡県福岡市博多区祗園町 4番 2号 サムティ博多祇園 BLDG． 

役 割：経営状況の定量的・定性的な分析【指針①】 

 

連携者：福岡県事業引継ぎ支援センター 

代表者：統括責任者 奥山 慎次 

住 所：福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル 7階 

役 割：円滑な事業承継の支援、及び、承継後の持続的・発展的経営に繋がる事業計画策定支援 

【指針②】 

 

連携者：西日本高速道路㈱ 

代表者：代表取締役 石塚 由成 

住 所：大阪府大阪市北区堂島 1-6-20 堂島アバンザ 18階 

役 割：人口、交通量データの調査・分析【指針③】 

 

連携者：福岡国道事務所 

代表者：所長 安部 勝也 

住 所：福岡県福岡市東区名島 3-24-10 

役 割：人口、交通量データの調査・分析【指針③】 

 

連携者：平成筑豊鉄道㈱ 

代表者：代表取締役 二場 公人 

住 所：福岡県田川郡福智町金田 1145-2 

役 割：人口、交通量データの調査・分析【指針③】 

 

連携者：福岡県商工会連合会 

代表者：会長 城戸 津紀雄 

住 所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター7F 

役 割：公的機関のレポートによる情報収集【指針③】 
    商談会・物産展・アンテナショップ出展による販路開拓支援【指針④】 

事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

 

連携者：全国商工会連合会 
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代表者：会長 石澤 義文 

住 所：東京都千代田区有楽町 1丁目 7番 1号 有楽町電気ビル北館 19階 

役 割：商談会・物産展・アンテナショップ出展による販路開拓支援【指針④】 

 

連携者：ＪＡ福岡京築 

代表者：代表理事組合長 時本 数章 

住 所：福岡県豊前市大字荒堀 500番地 

役 割：物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客【指針④】 

    6次産業化（商品開発）の支援【指針④】 

経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換 

 

連携者：みやこ観光まちづくり協会 

代表者：会長 田中 厚一 

住 所：福岡県京都郡みやこ町豊津 80 

役 割：物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客【指針④】 

経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換 

 

連携者：豊津まちづくり(有) 

代表者：代表取締役 城戸 津紀雄 

住 所：福岡県京都郡みやこ町国作 464-1 

役 割：物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ『みやこ甘味舎』の来客者ヒアリング【指針③】 

    物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客【指針④】 

    6次産業化（商品開発）の支援【指針④】 

経営発達支援計画共有会議での企画立案・情報交換 

     

連携者：(有)犀川四季犀館 

代表者：代表取締役 井上 幸春 

住 所：福岡県京都郡みやこ町犀川生立 54番 1 

役 割：物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客【指針④】 

 

連携者：採れたて市場（ＪＡ福岡京築） 

住 所：福岡県京都郡みやこ町勝山箕田 1302 

役 割：物産直売所、アンテナショップ、民間果樹園を核とした日帰り観光客の集客【指針④】 

 

連携者：中小企業診断士 加藤 圭示 

住 所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興センタービル 5F 

役 割：数値計画、TODOに基づくフォロー【指針②】 

    経営発達支援計画フォローアップ会議を通じた情報交換、支援力向上 

    事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 
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連携体制図等 

みやこ町

商工会

事業所

【Ⅰ－１.地域の経済動向調査】

・みやこ町

・内閣府地方創生推進事務局

・西日本高速道路（株）

・福岡国道事務所

・平成筑豊鉄道（株）

・福岡県商工会連合会

【Ⅰ-２.経営状況の分析】

・（独）中小企業基

盤整備機構

・みやこ町

【Ⅰ－４.事業計画策定後の実施支援】

・中小企業診断士

地域経済動向情報収集

・分析連携

①相談・支援依頼

②経営発達支援事業

による伴走支援

【Ⅱ.地域経済の活性化】

・京築地区４町

(みやこ町,築上町,吉富町,上毛町)

・みやこ観光まちづくり協会

・豊津まちづくり(有)

・ＪＡ福岡京築

地域経済活性化で連携

経営分析

連携

経営分析

【Ⅰ－３.事業計画策定支援】

・福岡県事業引継ぎ支援センター

事業計画の策定支援連携

数値計画・TODOに基づくフォロー連携

【Ⅰ－６.新たな需要の開拓に寄与する事業】
・みやこ町

・豊津まちづくり(有)

・(有)犀川四季犀館

・採れたて市場（ＪＡ福岡京築）

・北九州地域中小企業支援協議会

・福岡県商工会連合会

・全国商工会連合会

・ＪＡ福岡京築

・みやこ観光まちづくり協会

日帰り観光客の集客連携

支援ノウハウ等の情報交換連携

【Ⅰ－５.需要動向調査】
・豊津まちづくり(有)

（物産直売所『国府の郷』、

アンテナショップ『みやこ

甘味舎』運営）

【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り組み】
・京築地区４町

(みやこ町,築上町,吉富町,上毛町)

・北九州地域中小企業支援協議会

・日本政策金融公庫北九州支店

・福岡県信用保証協会北九州支所

・行橋税務署

・福岡県商工会連合会

・中小企業診断士

経営指導員等の資質向上連携

事業評価及び見直しの連携

物産直売所『国府の郷』、アンテナショップ

『みやこ甘味舎』の来客者ヒアリング連携

ヒアリング

商品出展

6次産業化（商品開発）連携

出展による販路開拓支援連携
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