
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

小城市商工会（法人番号 ６３００００５００２４７６） 

※平成 30年 4月 1日付けで、旧牛津芦刈商工会は小城市商工会に名称変

更しました。 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

１．小規模事業者の経営力強化 

２．「牛津・芦刈」ブランドの確立 

３．地域の賑わいの創出 

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 

（１）行政機関、関係団体が公表するデータの分析 

（２）地域の経済動向に関する情報の提供 
 

２．経営状況の分析に関すること 

経営分析シートを活用した小規模事業者の経営分析 
 

３．事業計画策定支援に関すること 

（１）事業計画策定事業者の掘り起こしと広報強化 

（２）事業計画策定セミナーの開催 

（３）事業計画の策定 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画策定後のフォローアップ強化 

（２）各種支援施策等の提案 
 

５．需要動向調査に関すること 

（１）「小城市産業まつり」での商品アンケート調査の実施 

（２）公表されたデータによる需要動向の提供 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）関係機関が実施する商談会等の周知及び事前支援 

（２）既存イベント事業を活用した物産展コーナーの設置 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

小城市牛津産業まつりの継続拡大等 

連絡先 

名 称：小城市商工会 

※平成 30年 4月 1日付けで、旧牛津芦刈商工会は小城市商工会に名称変

更しました。 

住 所：〒849-0303 佐賀県小城市牛津町牛津 726番地 1 

ＴＥＬ：0952-66-0222  ＦＡＸ：0952-66-5829 

メール：ogishi@sashoren.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．地域の現状と課題 

（１）現状 

①立地環境について 

小城市は平成 17 年 3 月 1 日、平成の大合併により旧小城郡の４町（小城町・三日月

町・牛津町・芦刈町）が合併して誕生した。 

当牛津芦刈商工会はその 2 年後の平成 19 年 4 月 1 日に牛津町商工会と芦刈町商工会

が合併し設立された。 

小城市には、商工会議所地区と商工会地区が併存しており、小城商工会議所が市北部

の旧小城町と旧三日月町の地区、牛津芦刈商工会が市南部の旧牛津町と旧芦刈町の地区

を担当している。 

小城市は、佐賀県のほぼ中央にあり、佐賀平野の西端、県庁所在地・佐賀市の西方約

10km、車で 20 分の位置にあり、福岡市へ 70km 長崎市へ 100km の距離にある。 

主な交通状況では、中央部を国道 34 号、207 号及び JR 長崎本線が通過している。北

部には長崎自動車道が通過し、佐賀大和 IC や多久 IC に近い位置にある。また、佐賀市

方面と唐津市方面を結ぶ分岐点にあたり、国道 203 号と JR 唐津線が走っている。南部

には、佐賀市方面と鹿島市方面を結ぶ国道 444 号が通過している。鉄道駅としては、JR

唐津線の小城駅、JR 長崎線の牛津駅があり、交通の要衝となっている。 
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②当地区の歴史について 

牛津地区は、長崎街道の重要な宿場町として賑わい「西の浪花」と呼ばれるほど、商

人の町として栄えていた。佐賀の物資を扱う卸問屋が集まり、大阪の呉服、四国の藍、

熊本の畳表、八代の木材、大牟田の石炭などの物資が有明海から牛津川をさかのぼる船

によって運ばれたため交通の要衝としても発展した。「小城市牛津赤れんが館（写真

１）」（国登録文化財）は当時の歴史を物語る牛津のシンボルとなっている。 

芦刈地区は、鎌倉時代の終わりから干拓が始まり、戦国時代には徳島氏・鴨打氏など

の武将が活躍し農漁業の町として栄えた。有明海においては、乱獲や環境の変化により

激減したムツゴロウを保護するため、芦刈海岸 4.1 キロをムツゴロウ・シオマネキの採

捕禁止区域（写真２）に指定されている。干潮時には、愛嬌たっぷりのムツゴロウやシ

オマネキを間近に見ることができ、パーク内の有明水産振興センター展示館で干拓につ

いて学習することもできる。 

写真１－小城市牛津赤れんが館   写真２－海遊ふれあいパーク 

                      （ムツゴロウ・シオマネキ保護区）

 
 

 
③当地区の人口動態について 

小城市の人口は、年々減少し、平成 28 年 3 月 31 日現在では 45,683 人となっている。

また、総人口が減少するなか、世帯数は年々増加傾向にあり核家族化が進んでいる。

牛津芦刈地区の人口は 15,762 人と小城市全体の 34.5％程度である（図表１）。平成

25 年同月と比較すると、牛津地区では 38 名の増加、芦刈地区では 117 名の減少となっ

ており、地区全体での減少率は 0.5％である。 

 

図表 1－牛津芦刈地区の人口推移（単位：人） 

地区名等 
牛津芦刈地区 

小城市全体
牛津 芦刈 合計 

平成 28 年 3 月末人口 10,147 5,615 15,762 45,683

平成 25 年 3 月末人口 10,109 5,732 15,841 46,109

人口増減（H28-H25） 38 △117 △79 △426

人口増減率（％） 0.4 △2.0 △0.5 △0.9

出典：小城市人口統計 
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④商工業者について 

当地区内の商工業者数は、図表２からも分かるように、建設業・飲食宿泊業では横這

いで推移しているが、全体的に減少傾向であり、農漁業の衰退とともに地域をリードす

る産業が見当たらない状況にある。また、図表３からは商工業者数の減少率よりも小規

模事業者の減少率が大きくなっていることが分かる。 

工業においては、従前は立地の優位性や労働力を利用した薬品業、機械業等を中心に

地場産業として発展し、企業誘致条例に基づく奨励金制度により企業立地の促進が図ら

れてきた。しかし、現在は景気の長期低迷が影響し企業誘致は進んでいない。 

商業においては、近年の車社会進展のため、生活必需品は佐賀市郊外の無料駐車場を

備えた大型ショッピングセンターやチェーン展開しているドラッグストアなどへの流

出が目立っている。 

その結果、商店街の小売店を中心に卸売りの比率を増加させるなどのいわゆる業態転

換をしている事業者も見受けられる。しかし、卸売りへの業態転換が出来ない小売小規

模事業者は来店客が減少し続けている。その原因は、小規模事業者は環境変化に対応で

きていないことや従前の受け身の経営スタイルから脱却できておらず、店舗へ誘引する

ための取り組み、スキルやノウハウが不足しているからだと考えられる。 

特に、中心市街地の西町、立町、中町商店街では高齢化が進み、商店の後継者も少な

く街の衰退・空洞化が深刻化している状況である。 

 

図表２－牛津芦刈地区の商工業者数の推移 
調査年 合計 建設業 製造業 卸小売業 飲食宿泊業 サービス業 その他 

H25年度 548 138 64 170 36 116 24 

H28年度 523 141 56 156 36 111 23 

増減 
（増減率） 

△25 
（△4.6） 

3 
（2.2％） 

△8 
（△12.5％）

△14 
（△8.2％）

0 
（0.0％） 

△5 
（△4.3％） 

△1 
（△4.2％）

 

図表３－牛津芦刈地区の小規模事業者数の推移 
調査年 合計 建設業 製造業 卸小売業 飲食宿泊業 サービス業 その他 

H25年度 499 136 49 155 34 108 17 

H28年度 459 137 38 137 31 98 18 

増減 
（増減率） 

△40 
（△8.0％） 

1 
（0.7％） 

△11 
（△22.4％）

△18 
（△11.6％）

△3 
（△8.8％） 

△10 
（△9.3％） 

1 
（5.9％） 

 

⑤地域産品について 

小城市には、佐賀県指定伝統的地場産品に指定されている小城羊羹の他に、図表４の

ような地域資源がある。 

 これらの地域産品を活用し、平成 18 年に「佐賀食ロマン」として豆乳麺（写真３）

など７つの商品が開発され、平成 20 年には「こどもびぃる（写真４）」などの子供向け

商品「ＯＨＤＯＢＯ（オードボー）」ブランドが開発された。現在では、小城市ふるさ

と納税返礼商品や合格必勝祈願縁起物として販売されているが、全国的には認知度が低

い。 
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※「佐賀食ロマン」とは、旧芦刈町商工会が平成 18 年度に取り組んだ小規模事業者新

事業全国展開支援事業の総称である。 

※「ＯＨＤＯＢＯ（オードボー）」とは、牛津芦刈商工会が平成 20 年度に取り組んだ

小規模事業者新事業全国展開支援事業の総称である。 

 

 

図表４－佐賀県地域産業資源に指定されている小城市の地域資源一覧 

農林水産物 

米 麦 大豆 梨 みかん ゆず 

ぶどう 梅 柿 いちご トマト たまねぎ 

アスパラガス レンコン レモングラス 牛 豚 鶏 

イノシシ しいたけ スギ 竹 楠 佐賀のり 

鯉 クルマエビ サルボウ（モガイ） 

鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 

米粉 丸ぼうろ 佐賀のり 粕漬け 焼酎 清酒（日本酒）

肥前刃物 自動車部品 ガニ漬（がん漬） ファインセラミック 

文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

清水の滝 江里山の棚田 清水川 脊振山系 長崎街道 有明海 

 

 

 

 

写真３－豆乳麺           写真４－こどもびぃる 
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⑥地域経済について 

当地区では、人口の減少により地元での購買力が低下している状況である。加えて、

当地区が交通の要衝であるが故に近隣の大型店・チェーン店へ消費者が流出している。

また、小城市への観光客は、図表５からも分かるように平成 20 年と比較すると 17％

減少し、あわせて消費額も 13％減少している。 

 

図表５－小城市への観光入込客等の推移（単位：千人、千円） 

 観光客数 観光消費額 

平成 20 年 549.0 1,455,848

平成 21 年 480.0 1,273,486

平成 22 年 495.0 1,351,914

平成 23 年 490.3 1,410,375

平成 24 年 475.0 1,319,938

平成 25 年 445.2 1,304,276

平成 26 年 453.5 1,262,640

出典：佐賀県観光客動態調査 

 

⑦小城市の方針について 

 小城市では、将来のビジョンとして「薫風新都～みんなでつくる・笑顔あふれる小城

市～」を掲げ、第１次小城市総合計画を策定している。 

商工業の振興と新産業の育成については、以下の基本事業をもとに地域経済の活性化

に取り組むことを表明している。 

・新しい時代やニーズに対応した経営支援 

・事業を担う人材育成 

・特産品開発、起業化・新産業創出への支援 

・商店街の商業の活性化 

・商工業団体の育成強化 

 

（２）課題 

現在、佐賀市への消費購買力の流出を減少させるための個店の魅力度向上などの経営

力強化や来店客以外への販売比率増加などのいわゆる業態転換、及び新規創業による新

陳代謝を図ることが必要である。 

 また、「牛津」「芦刈」は全国的には知名度が低い。一方、平成 18 年と平成 20 年に実

施した「佐賀食ロマン」及び「ＯＨＤＯＢＯ（オードボー）」での商品開発は、一定程

度成功した。しかし、実施から約 10 年経っていることから、従前の知見を活かした新

たな地域ブランド「牛津・芦刈」商品の開発が必要である。 

さらに、当地域は、交通の要衝でもあり、日本でも有明海にしか生息しないムツゴロ

ウを見つけることができる芦刈海岸などの観光資源があるにもかかわらず、観光客は減

少傾向である。今後は、当地域へいかにして消費者・観光客を呼び込み、消費拡大に繋

げることが必要である。 
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２．経営発達支援事業の目標 

（１）中長期的な振興の在り方 

このような現状と課題を踏まえ、これまで生産、流通等の経済活動において重要な役

割を果たしてきた小規模事業者が、経営基盤の強化を図り競争力を高めることにより、

地域の雇用と経済を支え、かつ地域に更なる発展と活力を与えられる存在となる。 

また、地域資源を活用した商品を開発し、「牛津・芦刈」という地域ブランドを確立

することで全国的に知名度を上げ来街者を増やし、地域の賑わい創出を目指す。 

 

 

（２）目標 

①小規模事業者の経営力強化 

 地域の特性、課題及び需要ニーズを踏まえ、小規模事業者の業種・業態に応じた個店

の魅力度向上など各機関と連携して経営力強化を目指す。  

 

②「牛津・芦刈」ブランドの確立 

平成 18 年、20 年に開発した地域ブランド「佐賀食ロマン」「ＯＨＤＯＢＯ（オードボ

ー）」の知見を活かし新商品開発を行い、展示会などで情報発信することで「牛津・芦

刈」ブランドの確立を目指す。 

 

③地域の賑わいの創出 

当地域の人・物・技術・サービス・個店の魅力を発信することで交流と連携の活発化

を図り地域の賑わいの創出を目指す。 

 

 

（３）方針 

①小規模事業者の経営力強化 

巡回訪問及び窓口相談において徹底したニーズの収集に努めるとともに事業計画策

定の重要性の周知と意識啓蒙を図る。 

支援においては、巡回訪問および窓口相談において積極的に事業所毎の成長段階に応

じたきめ細かい支援を行い、課題解決に向けて伴走型支援に徹し、売上げ増加、利益増

加に直接寄与する。 

 

②「牛津・芦刈」ブランドの確立 

「牛津・芦刈」の地域資源を活かした新たな地域ブランド商品の開発を支援する。 

開発された商品については最適な展示会の紹介や効果的な商談が行えるよう効果的

な展示方法の支援を行う。 

ブランド周知については、当会ホームページに地域ブランドのページを作成すること

によりブランドの認知度を高め、情報発信強化を図る。 
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③地域の賑わいの創出 

当会が主体となり開催している「小城市牛津産業まつり」については、参加団体であ

る牛津まちづくり協議会などとの緊密な連携を図り、地域の特産品・地場産品等の消費

喚起と地域産業の振興、地域住民と来街者のふれあいの場を創出する。 

当会単独では行えない「小城祇園夏まつり」などについては、小城市、小城市観光協

会、小城商工会議所との定期的な情報交換を行い、積極的な協力を図ることで、地域の

賑わいの創出を図り地域活性化に寄与する。 

 

※小城市牛津産業まつりとは、当会が事業参画する今年で 36 回の開催を数える地域

振興イベントで、コンセプトは「小城市の特産品・地場産品等の消費喚起と地域産

業の振興、地域住民と来街者のふれあいの場を創出し、地域が一体となって情報発

信を行い生活文化の向上発展とともに地域活性化を図ることにあり、佐賀県の中央

部に位置していることと、優れた交通立地条件を生かして、小城市の人・物・技術・

サービス・個店の魅力の発信（小城市の良さの再発見）、交流と連携」である。 
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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２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

これまでは、全国商工会連合会が実施している「中小企業景況調査」を製造業４社、

建設業２社、小売業４社、サービス業５社をピックアップして四半期ごとに行ってきた。

また、当会の各種事業委員会等の組織内会議で小城市における経済動向の情報収集を

行ってきた。この他、巡回訪問や窓口相談にて業況など事業者の生の声を聞いてきた。

しかしながら、調査と全国商工会連合会への報告のみでデータの整理、分析までは行

えていない。これまで地域における経済動向の分析が十分にできていなかったため、小

規模事業者へ経営活動のために必要な情報を提供できていなかった。 

このため、本事業により収集した地域経済動向に関する情報について分析を行い、巡

回訪問、窓口相談時および当会のホームページや「おぎなう」などの情報誌を活用し、

広く情報提供していく必要がある。 

 

※ 「おぎなう」とは、小城市の「ひと・モノ・食・ライフスタイル」など、様々な

情報を発信している情報誌である。フリーペーパーと電子媒体（フェイスブック、

ツイッター）をフル活用して小城市の魅力を広範囲の人たちに伝えている。 

発行部数：５０００部 

配置場所：小城市内の公共施設、ＪＲ小城駅、ＪＲ牛津駅など 

発 行 日：隔月発行 

企画編集：おぎなう編集局 

 

（事業内容） 

（１）行政機関、関係団体が公表するデータの分析（既存拡充） 

全国及び佐賀県内の景気動向について、小規模事業者が持続的発展を遂げるために必

要な情報を次の調査報告で確認し収集するとともに、得られた情報を分析して、計画策

定時に活用できるように整理し必要な小規模事業者へ提供する。 

なお、分析項目は、売上高・経常利益の推移、業種別の景況感、経営上の課題とする。

【指針③】 

 

①小規模企業景気動向調査（全国商工会連合会・毎月） 

②中小企業景況調査（全国商工会連合会・四半期毎） 

③月例経済報告（内閣府・毎月） 

 ④景気動向指数（佐賀県・毎月） 
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（２）地域の経済動向に関する情報の提供（新規） 

小規模事業者に地域経済の状況を認識してもらうため、前述の地域経済に関する情報

の分析結果を当会のホームページや情報誌「おぎなう」で公表するとともに、個別相談

や巡回訪問時に個者に対して、経営分析や事業計画書作成のための基礎資料として情報

提供する。【指針③】 

 

（目標） 

年４回の地域経済動向の分析及び提供を行い、小規模事業者に地域経済の状況を認識

してもらい、経営分析や事業計画書作成のための基礎資料として情報提供する。 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

地域経済動向の分析 未実施 内容検討 4回 4回 4回 4 回

地域経済動向情報の提供 未実施 内容検討 4回 4回 4回 4 回

 

（効果） 

情報収集力に乏しい小規模事業者に対して、地域経済に関する調査情報を提供でき、

小規模事業者の経営分析や事業計画書作成のための基礎資料として活用することが可

能となる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

現状、当会では小規模事業者持続化補助金等の補助金申請支援、日本政策金融公庫小

規模事業者経営改善資金等融資斡旋時にしか経営状況の分析を行っていない。また、小

規模事業者とのヒアリングにおいては、共通のツールがなく職員がそれぞれ独自に聞き

取りしている状況である。このため、職員のスキルや経験により、収集した内容にばら

つきが発生している。 

課題として、当会一体となって小規模事業者の支援を行うため、当会職員で共通した

ツール（オリジナルの経営分析シート）（図表６）を用いて経営状況の収集と把握をし、

外部環境分析や内部資源分析を実施する必要がある。 

 

（事業内容） 

経営分析シートを活用した小規模事業者の経営分析（新規） 

①経営分析対象者の発掘、抽出方法 

巡回訪問や個別相談時に「現状を上手く把握できずに困っている」などの相談があっ

た小規模事業者を対象とし、巡回訪問や経営分析に特化したセミナーの開催、各種の相

談業務等を通じて、経営状況の把握と分析、そして、それを踏まえた経営計画策定の重

要性を認識してもらうとともに、実際の経営状況の把握と分析を伴走型で支援する。 

 

②経営分析の手段 

巡回訪問等相談業務におけるツール（オリジナルの経営分析シート）（図表６）を活

用した経営状況の収集、把握し、外部環境分析や内部資源分析を実施する。 
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③経営分析の項目 

定量的分析として、財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）

による、収益性・安全性・生産性等の財務分析、定性的分析として、その企業の「強み、

弱み、機会、脅威」を整理するＳＷＯＴ分析等を中心に実施する。 

 

④経営分析結果の活用方法 

経営状況の分析結果を当該事業者にフィードバックするとともに、経営状況の客観的

分析により、とくに小規模事業者ならではの強みを活かした、今後のあるべき事業ドメ

インの明確化と具体的経営課題の抽出を行い、必要に応じミラサポ等による各種専門家

派遣制度を活用し、その課題解決に向けた支援を継続的に実施する。【指針①】 

 

図表６－経営分析シート 

 
 

（目標） 

 

（効果） 

経営分析を行うことで、小規模事業者自身が財務状況や強み、弱みなど、現状を深く

知ることができ、そこから経営計画の必要性を感じることができる。 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営分析件数 2 件 48 件 48 件 48 件 48 件 48 件
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

当地域では、自ら年間の事業計画を策定している小規模事業者は少なく、当会におい

ても事業計画策定支援は創業補助金や創業融資申し込み、経営革新認定、小規模事業者

持続化補助金及びものづくり補助金など事業者からの求めに応じ作成支援している状

況である。 

また、多くの小規模事業者は事業計画策定自体に対して難しいもの、今は必要ないも

のと敬遠しているため積極的に取り組む事業者が少ない。 

このため、相談会やセミナーを通じて、一人ひとりに粘り強く事業計画の必要性を説

明し、一人でも多く計画策定できるようにする必要がある。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定事業者の掘り起こしと広報強化（既存拡充） 

上記「２．経営状況の分析」で実施した経営状況分析事業者へ事業計画策定セミナー

の案内を行うとともに、当会のホームページや情報誌「おぎなう」を活用し、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。 

 

（２）事業計画策定セミナーの開催（新規） 

新たに事業計画策定セミナーを年に２回（１回あたり１０名の参加を予定）開催する

ことで、小規模事業者に事業計画の必要性、重要性の理解を促進する。 

また、前述の経済動向調査並びに経営分析結果を踏まえ、小規模事業者が直面する現

状を捉え、経営上の強化点を明確にする。それにより、事業計画における課題、目標を

設定する。【指針②】 

 

（３）事業計画の策定（既存拡充） 

職員による地区定期巡回の中で、直接、中小企業基盤整備機構が提供するアプリ（経

営計画つくる君）等を活用し事業計画策定支援を行う。【指針②】 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

広報案内回数 未実施 2回 2回 2回 2 回 2 回
事業計画策定セミナーの開催回数 未実施 2回 2回 2回 2 回 2 回

事業計画策定事業者数 6 名 24 名 24 名 24 名 24 名 24 名

 

（効果） 

事業計画策定セミナーは、小規模事業者が事業計画策定の必要性について理解を深め

ることができる。また、事業計画策定が身近なものになるので、経営指導員の支援の実

効性が上がる。 
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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】 

（現状と課題） 

現状は、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業･サービス革新補助金におけ

る採択後のモニタリングなど進捗確認に留まっており、継続した事業計画実行支援に取

り組めていない。 

このため、本事業において事業計画の推進、実行支援、その後のフォローアップ、必

要に応じた計画の修正などを行い、策定した事業計画の推進を支援することが必要であ

る。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後のフォローアップ強化（既存拡充） 

上記３．事業計画策定支援により、新たに事業計画策定に取り組む小規模事業者をＰ

ＤＣＡにより管理し、策定までの支援に留まらず、巡回等により定期的な進捗状況の確

認（年４回）、フォローアップ、成果のフィードバック、そして、計画達成状況に応じ

て事業計画の見直し、修正まで一貫して支援する（図表７）。 

また、事業の実施や修正にあたり必要に応じて、地域金融機関、税理士、中小企業診

断士、佐賀県商工会連合会と連携し支援する。【指針②】 

 

図表７－事業計画策定のサイクル図（ＰＤＣＡ） 

 
 

（２）各種支援施策等の提案（既存拡充） 

 事業計画策定事業者に対して、さらなる事業展開に繋がるように国・県・市・各支援

機関が行う支援施策等の活用を提案する。 

なお、計画の実行にあたり、運転資金や設備資金の調達を見込む場合は、日本政策金

融公庫小規模事業者経営発達支援資金を積極的に活用する。 

Plan 計画策定支援

Check チェック 

Do 計画実行支援 Act 計画見直し・修正 

巡回によるヒアリングで小規模事業者の

取り組み状況を確認する。 

計画実行時や修正

時に必要に応じて

専門家派遣等で支

援する。 
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（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップ回数 10 回 96 回 144 回 168 回 168 回 168 回

小規模事業者経営発達支援

資金の活用事業者数 
― 5名 5名 5名 5 名 5 名

※当年は四半期に１回、翌年は順調に進捗している事業所と順調ではない事業所が半数

ずつあると仮定し、順調ではない事業所について四半期ごとにフォローアップを行

う。翌々年は、さらにその半数が順調ではないと仮定し四半期ごとにフォローアップ

を行うものとしてフォローアップ回数を算定した。 

 

（効果） 

小規模事業者の事業計画策定について、フォローアップ等の支援により安定した事業

運営に繋がる。 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状において小規模事業者は、自社商品について消費者の評価など充分なマーケティ

ングリサーチを行っておらず、商品開発、販路開拓に活かしていない。当会においても

インターネットの情報しか収集していない、また収集した情報を組織として十分に活用

できておらず、小規模事業者に対して適切に提供できていない。 

今後は、小規模事業者の求めに応じて事業者と共に調査目的・調査方法・分析手法な

ど綿密に打合せを行った上での商品開発、販路開拓に役立つ需要動向調査を行う必要が

ある。 

 

（事業内容） 

（１）「小城市牛津産業まつり」での商品アンケート調査の実施（新規） 

①商品アンケート調査の目的 

 地域資源などを活用した試作段階の新商品について、売れる商品づくりに繋げるため

以下の項目で商品アンケート調査を実施する。その調査結果は、商品を提供した調査依

頼事業者にフィードバックし、消費者ニーズに適した売れる商品の改良へ繋げていただ

く。 

 

②商品アンケート調査の手法 

 地域資源などを活用し商品開発した事業者の内２名程度各事業者１商品について、食

品に関しては試食を行うなど小城市産業まつりの来場者を対象にアンケート用紙を用

い商品アンケート調査を実施する。その商品アンケート調査は、外部の調査会社や専門

家に委託する。  
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③商品アンケート調査の項目 

 ・味（食品）、商品デザイン（非食品） ・容量（食品）、サイズ（非食品） 

・価格 ・ネーミング ・パッケージデザイン 

 

④商品アンケート調査の対象者 

「小城市牛津産業まつり」来場者 100 人。 

 

⑤商品アンケート調査結果の提供 

依頼のあった事業所にのみ提供する。 

 

⑥商品アンケート調査結果の活用 

 調査結果について専門家等を交えブラッシュアップすることで売れる新商品の開発

に繋げる。 

 

（２）公表されたデータによる需要動向の提供（新規） 

 経営情報サービス（株式会社経営ソフトリサーチ）、各種業界新聞や業界専門誌、金

融機関や他の支援機関の発行する各種情報誌、国・県・市等行政の発行する各種統計資

料等の資料により収集し、地域資源などを活用し商品開発しようとする小規模事業者に

必要な情報を整理したうえで提供する。 

 

①提供する項目 

 小規模事業者が地域資源などを活用し開発しようとする商品の需要動向について、市

場規模、需要動向、今後予想される業界の課題や展望などの定量・定性情報。 

 

②提供の手段 

 新商品開発を目指す小規模事業者に対して、巡回訪問での個別提供に加え、地域小規

模事業者にとって、共通性の高い有益な情報については、当会のホームページでの情報

発信を行う。 

 

③活用方法 

 新商品開発を目指す小規模事業者に対して、必要情報を個別に提供することにより、

最近の消費者のトレンドなど売れる商品づくりに活かすことができる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商品アンケート調査回数 未実施 内容検討 1 1 1 1

調査結果提供事業者数 未実施 内容検討 2 2 2 2

改善商品数 未実施 内容検討 2 2 2 2

情報提供事業者数 未実施 内容検討 10 名 10 名 10 名 10 名
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（効果） 

商品アンケート調査で評価の高かった商品については、更なる商品改良や販路開拓を

進めるために福岡都市圏や首都圏での需要量調査も検討する。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

小規模事業者は、販路開拓のための適切な物産展、商談会の情報を持っていない。ま

た、当会においては会員事業所にしか物産展、商談会を案内しておらず、加えて案内を

するだけで出展のための支援を行っていない。 

今後は、地域資源を活用した商品を優先的に小規模事業者の販路開拓につながる機会

を創出するため、展示会や商談会の情報を地域内小規模事業者に周知するとともに効果

的な商談が行えるよう支援することが必要である。 

 

（事業内容） 

（１）関係機関が実施する商談会等の周知及び事前支援（既存拡充） 

域外への販路開拓を目指す小規模事業者への支援として、小規模事業者が志向する市

場とのマッチング支援を行う。また、地域資源を活用し開発された商品については最適

な展示会の紹介や効果的な商談が行えるよう効果的な展示方法の支援を行う。 

想定している商談会等は、以下のとおりであるが、これ以外にも小規模事業者が参加

しやすい商談会等があれば、当会のホームページや巡回訪問を通じて積極的に周知して

いく。【指針④】 

 

商談会等名 商談会等内容 支援対象者 訴求対象者

佐賀県特産品商談会

（佐賀県主催） 

県産特産品の販路開拓、拡大

を目的とした商談会 

主に地域資源を

活用した特産品

製造販売事業者 

流通業界バ

イヤー 

販路開拓商談会 

（県連合会主催） 

流通業界バイヤーを招いた

商談会 

主に地域資源を

活用した食品事

業者 

流通業界バ

イヤー 

地場産品物産展等 

（観光協会等主催）

小城市の地場産品、特産品開

発商品の販路開拓 

主に地域資源を

活用した地場産

品、特産品製造販

売事業者 

消費者 

 

また、出展事業者を対象に商品レイアウトなどの展示方法や商談ノウハウに関するア

ドバイスを行うとともに、可能な限り展示会当日も同行し支援を行うことで地域の小規

模事業者の販路開拓と認知度の向上を図る。 

さらには、出展後のフォローアップを行い成約率の向上も図る。 
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（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商談会等参加事業者数 0 名 2 名 2 名 2 名 2 名 2 名

商談成約件数 0 名 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件

 

（効果） 

商談会や物産展への出展支援により、バイヤーや消費者と直接触れ合う機会を創出す

ることで、商品のブラッシュアップができると共に、店舗や商品の露出増加が図れ、小

規模事業者単独では困難な需要開拓に取り組むことができ、小規模事業者の売上の増加

や利益の確保に寄与する。 

 

（２）既存のイベント事業を活用した物産展コーナーの設置（新規） 

当会が主体となって運営する「小城市牛津産業まつり」は、一日で 15,000 名ほどの

来場者が見込める。このため、同イベントの集客力を活用し、当会が会場一画に新たに

小規模事業者共同のコーナーを設置し、それぞれの事業者が自社製品を販売する。また、

共同コーナーには経営指導員が張り付き、商品の見せ方、消費者との対話による販売方

法などを現地でアドバイスし、単独で出展するのをためらっている事業者も共同出店す

ることで自信がつき、今後の県内外での展示会に出店する足がかりをつくる。加えて、

物産展コーナーへの出展事業者の売上額も増加する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

物産展コーナーへの

出展事業者数 
0 名 2 名 2 名 2 名 2 名 2 名

出展事業者の売上額

増加率 
―  2％ 4％ 6％ 8％ 10％

 

（効果） 

物産展コーナーへの出展支援により、いままで物産展出展の経験がなかった小規模事

業者は効果のある商品の見せ方などを現場で学ぶことができる。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

牛津芦刈商工会地区は、佐賀市と江北町を結ぶ国道 206 号線沿いと旧長崎街道牛津宿

を中心に小規模事業者が立地している。そのため、地区外の住民も購入可能なプレミア

ム付商品券の発行や複数店舗での利用促進のためのスタンプラリー事業など地区外か

らの消費を取り込むため努力してきた。 

また、関係機関と協力し中心市街地における賑わい創出のため、牛津まちづくり協議

会で地域の方向性を検討し、小城市牛津産業まつり（写真５）等の地域振興イベントを

開催している。小城市牛津産業まつり実行委員会には、牛津まちづくり協議会、ＪＡさ

が牛津支所、小城市地域婦人会、牛津赤れんが会、佐賀県立牛津高等学校、小城市立牛

津中学校などの様々な地域の団体が参画しており、円滑な運営と地域活性化について協

議している。 

今後は、観光客の入り込み数の減少など観光に頼ることができないことから、当会が

主体となって「小城市牛津産業まつり」の更なる継続と拡大を図ることが必要である。

 

＜牛津まちづくり協議会について＞ 

 牛津地区の諸団体の協働の取り組みで、多様な生活課題の解決の取り組みを行い、安

心安全な地域づくりと歴史文化の伝承と農業・商業の活性化及び社会資源を活用して地

域活性化と人材育成を図ることを目的として、年間２回程度開催されている。構成団体

は、牛津町区長会、牛津芦刈商工会、牛津ロータリークラブ、牛津っ子支援ネットワー

ク（３０団体）、ＮＰＯつなぎレンガ座、赤れんが会、有識者等である。 

 

＜小城市牛津産業まつりの平成 27 年度実績について＞  

平成 27 年 11 月 8 日牛津町の中町・立町・西町商店街通りを歩行者天国にして露店

スタイルで開催、まつりのイベント会場は、牛津赤れんが館・中町・乙宮神社・洗濯王・

牛津マルシェ５か所で、来場者数は約 15,000 人。 

 

（事業内容） 

小城市牛津産業まつりの継続拡大等（既存拡充） 

当会が主体となり、牛津まちづくり協議会などと連携し、地域の魅力の特性を十分に

踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、にぎわいの創出を促進することで、地域

を活性化し、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好な環境を整備する。

今後の地域の方向性を構成メンバー間で共有した上で、委員会開催などによる緊密な

連携を図ることにより、来場者数を増加させ、小城市牛津産業まつりをきっかけとして

地域特産品を活用した新商品の周知・消費喚起を行い年間を通じた購買に繋げる。 

併せて、地域内事業者の商品・サービス・技術・取り組みや観光資源を積極的に来場

者へＰＲすることにより、地域のブランド化を図る。 

加えて、会場において小規模事業者が地域資源を活用して開発した新商品についての

アンケート調査も実施することで来場者意見の反映など新商品との結びつきも強化し

購買に繋げる。 
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また「小城祇園夏まつり」など当会地域外のイベントについても、同じ小城市内であ

ることから小城市、小城市観光協会、小城商工会議所との定期的な情報交換を行い、ポ

スター掲示など積極的な協力を図り、小城市全体としての地域の賑わいの創出を図る。

 

①小城市産業まつりの組織図 

 
②運営委員会の構成メンバー 

牛津芦刈商工会会長・副会長、牛津まちづくり協議会会長、ＪＡさが理事、小城市地

域婦人会会長、牛津赤れんが会会長 

 

③実行委員会の構成メンバー 

佐賀県立牛津高等学校教頭、小城市立牛津中学校校長、小城市立牛津小学校校長、小

城市立砥川小学校校長、農業生産者代表、牛津赤れんが、小城市社会福祉協議会事務局

長、つなぎレンガ座座長、中町商店街代表、立町商店街代表、西の浪花のまちづくり事

業委員会委員長、牛津町商店街事業協同組合理事長、牛津芦刈商工会青年部部長、牛津

芦刈商工会女性部部長、牛津街づくり㈱事務局長、ＪＡさが牛津支所長、小城市議会議

員、小城市商工課職員 

 

④運営委員会の年間開催回数 

年間４回（７月、８月、９月、１０月） 

 

⑤実行委員会の年間開催回数 

年間３回（８月、９月、１０月） 

 

⑥商工会としての役割 

地域内事業者の商品・サービス・技術・取り組みや観光資源を積極的に来場者へＰＲ

できるように、実行委員会の事務局として、まつりの企画・事業運営、関係機関・周辺

住民との連絡調整、まつり会場・駐車場の準備・片付け等「小城市牛津産業まつり」開

催にかかる全般を担っている。 

 



- 19 - 
 

 

（目標） 

地域イベントに参画する事業者及び来場者の増加を図り、地域経済活性化を目指す。

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

出展者数 35 名 37 名 39 名 41 名 43 名 45 名

小城市牛津産業まつり 

来場者数 
15,000 人 16,000 人 17,000 人 18,000 人 19,000 人 20,000 人

 

（効果） 

関係機関と連携を図ることで、それぞれの強みを活かし相乗効果を生みだすことが期

待できる。これにより、地域のにぎわい創出と小城市に来街した消費者の消費額増加を

狙い、中長期的には小城市ブランドの構築を目指す。 

 

 

写真５－小城市牛津産業まつり風景 
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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 

現状においては、佐賀県商工会連合会や日本政策金融公庫、佐賀県信用保証協会等と

の研修会により、小規模事業者の経営支援に関するノウハウ、支援事例について情報交

換し共有している。 

本事業により小規模事業者の収益拡大を図るには、他の支援機関と連携し、それぞれ

の機関が有する強みを活かした経営支援を行い、小規模事業者が抱える資金繰り、販売

促進、販路開拓等の様々な経営課題、問題に迅速に対応することや、収益が低迷してい

る小規模事業者に対し、連携支援による経営の抜本的な改善にも取り組んでいくことが

必要である。 

このため、当会では様々な関係機関と連携し、より困難な経営支援にも積極的に取り

組み、そして現場で得た経営支援に関するノウハウを蓄積し、組織基盤の強化を図る。

 

（１）関係機関との連携 

①近隣商工会及び商工会連合会との連携 

 年に４回開催される近隣４商工会の会議において、支援手法などについて情報交換を

重ねお互いの支援力を高める。 

 

②金融機関との連携 

 金融支援機関として日本政策金融公庫佐賀支店と管内景況、資金需要の動向、延滞状

況等について情報交換を年２回実施する。また、小規模事業者支援を効果的に実施する

上で欠かせない市内の３金融機関（佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀東信用組合）及び佐

賀県信用保証協会との懇談会を年１回実施し、市内の経済・金融動向、小規模事業者の

設備意欲及び創業に関しての情報交換を行い、お互いの支援力を高める。 

 

③その他支援機関との連携 

 小規模事業者への支援過程で生じる様々な課題に対応するため、佐賀県中小企業再生

支援協議会、佐賀県経営改善センター、佐賀県地域産業支援センターなどの機関や担当

者及び各機関に登録されている専門家の方々とも情報交換を行い、支援力向上に取り組

む。 

 

（効果） 

他の支援機関と連携することにより、当会単独では対応困難な経営課題や時間を要す

る支援内容に対し、迅速に対応でき解決することが見込める。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）ＯＪＴによる資質向上 

①支援手法等の共有 

巡回・窓口相談は、経営指導員と支援員等がペアとなるなど、小規模事業者の経営分

析結果等の共有とそれに基づく助言指導を行うことにより、経営発達支援事業の円滑な

推進を行う。支援員等は経営指導員の支援手法・助言内容、情報収集方法等を学び伴走

型支援能力の向上を図る。 

 

②支援内容のデータベース化 

巡回・窓口相談おける支援内容を経営カルテに入力し、データベース化する。商工会

内部においてはこれらの支援内容・ノウハウを共有し、職員全体の支援スキルを高める。

 

③専門家の支援手法習得 

専門家派遣による支援を行う際は経営指導員等が同席し、高度専門的な財務分析や小

規模事業者の利益の確保に資するマーケティング手法、販路開拓支援等のスキルを習得

する。 

 

（２）ＯＦＦ-ＪＴによる資質向上 

①中小企業基盤整備機構、中小企業大学校、佐賀県商工会連合会主催の研修会への参加

（経営指導員年３回以上、支援員等年２回以上） 

各関係機関が主催する、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得を目

的とした研修に参加し、支援能力の向上を図る。研修会において得た知識は会議・報告

書等により職員全員で共有するとともに、共有ファイルとしてまとめノウハウを組織と

して蓄積し活用する。 

 

②支援事例の共有 

佐賀県商工会連合会が毎年作成し県内商工会全職員に配付している「県内商工会経営

支援事例集」から、県内全職員の投票によって選定された佐賀県内の他商工会の先進事

例を、佐賀県商工会連合会が毎年実施する「支援事例発表会」で学習（経営指導員研修

会年１回、支援員研修会年２回）し、支援手法の更なる深耕を行う。 

また、事例発表会で学習した内容については、職員会議において報告して職員間で共有

するとともに、商工会自体の支援レベルを向上させるよう共有ファイルに支援手法を蓄

積し、全職員がいつでも閲覧・活用できる状態としておく。 

 

③「経営指導員等ＷＥＢ研修」の受講 

経営指導員は、中小企業経営に関する基礎知識全般を e-ラーニング方式で学習できる

「経営指導員等ＷＥＢ研修」（全国商工会連合会提供）を受講し、支援能力の向上を図

る。 

特に、経営発達支援事業における経営計画作成及び財務分析、マーケティング支援等

に役立つ科目である「財務・会計」「企業経営理論」「中小企業経営・中小企業政策」に

ついては、全経営指導員が受講する。 
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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 

本事業をより効果的に実施していくため、本事業の実施状況及び成果について、以下

の方法により検証・評価・見直しをおこなう。 

 

（１）「経営発達支援事業評価報告書」の作成 

本事業の評価にあたり、毎年度事業終了後に各事業の取り組み結果、数値結果、事業

関係者へのヒアリング、小規模事業者へのアンケート結果等を、本会内で検証、評価、

見直し案を検討し「経営発達支援事業評価報告書」を作成する。 

 

（２）「経営発達支援事業外部評価委員会」への報告 

作成した経営発達支援事業評価報告書を佐賀県商工会連合会が設置する「経営発達支

援事業外部評価委員会」に提出する。 

「経営発達支援事業外部評価委員会」は、本会が提出した報告書をもとに、目標達成

状況の確認、取り組み内容とその結果、見直し案について評価し、評価結果を本会に報

告する。 

本会は、「外部評価委員会」からの評価結果、意見を受け、必要に応じて計画の見直

し、変更・修正をおこない、その結果について理事会等へ報告し承認をうける。 

 

○「経営発達支援事業外部評価委員会」委員（案） 

①学識経験者     大学教授１名、中小企業診断士１名 

②地方公共団体の職員 佐賀県経営支援課１名 

③関係団体の役職員  日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業統轄１名 

④佐賀県商工会連合会 佐賀県商工会連合会専務理事１名 

 

（３）事業の成果、評価及び見直し結果の公表 

事業の成果・評価・見直しの結果については牛津芦刈商工会のホームページ

（http://www.sashoren.ne.jp/ushizu/）にて公表し、本会事務所にも常備して閲覧可

能な状況とする。 
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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５月現在）

（１）組織体制 

    本会事務局は職員数５名であり、各職員を狭い範囲の専門業務に集中させるこ

とは現実的ではない。経営発達支援計画では、全員で総力を以て横断的に支援を

実施する。 

    経営指導員２名が主担当となり支援事業を実施する。 

 
 

牛津芦刈商工会 

・会員数３０８事業所 

・役員２３名（会長１名、副会長２名、理事１８名、監事２名） 

・事務局５名 

 

（２）連絡先 

   牛津芦刈商工会 

   〒849-0303 佐賀県小城市牛津町牛津 726-1 

   電話番号 0952-66-0222  FAX 番号 0952-66-5829 
   ＵＲＬ：http://www.sashoren.ne.jp/ushizu/ 

 

牛津芦刈商工会 

会長 

役員会 
監査会 

 
事務局長  １名 
経営指導員 ２名 
支援員   ２名 

事務局 

 
 

学識経験者 
地方公共団体の職員 
関係団体の役職員 
佐賀県商工会連合会 

外部評価委員会 

実績報告 

評価・助言・改善勧告

支援 

商工業者５２３人（うち小規模事業者４５９人）

創業希望者等 

※認定商工会から伴走型支援アプローチ 
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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） 

 
平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

必要な資金の額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

 

 
地域経済動向調

査事業費 

 

経営分析事業費 

 

事業計画策定支

援費 

 

事業計画実施支

援事業費 

 

需要動向調査事

業費 

 

需要開拓・販路

開拓支援事業費 

 

地域活性化事業

費 

 

 

500 

 

 

500 

 

1,000 

 

 

1,500 

 

 

1,500 

 

 

1,500 

 

 

500 

 

500

500

 

1,000

1,500

1,500

1,500

500

500

500

 

1,000

1,500

1,500

1,500

500

 

500 

 

 

500 

 

1,000 

 

 

1,500 

 

 

1,500 

 

 

1,500 

 

 

500 

 

500

500

 

1,000

1,500

1,500

1,500

500

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、手数料 等 

 

（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 

 

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 

   全国商工会連合会や行政機関がまとめる調査データを分析・整理し、市内無料情報

誌「おぎなう」に掲載するなどして小規模事業者へ提供する。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

   経営分析によって抽出した課題を解決するために、必要に応じて各種専門家を派遣

する。 

   

３．事業計画策定支援に関すること 

   市内無料情報誌「おぎなう」に事業計画策定セミナー等の情報を掲載し、小規模事

業者の事業計画策定への意欲喚起を図る。 

   個別の事業計画策定支援にあたって、専門的な内容については中小企業診断士等の

専門家を活用し質の高い計画策定を目指す。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業計画の実施・修正など必要に応じて税理士、中小企業診断士等と連携し、創業

者については月次損益のチェックなど地域金融機関と連携支援する。 

 

５．需要動向調査に関すること 

   株式会社経営ソフトリサーチや行政機関等が発行する各種統計資料を収集し、整理

したうえで小規模事業者に提供する。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   行政機関、佐賀県商工会連合会等が主催する商談会・物産展を当会ホームページや

巡回訪問にて小規模事業者に周知し参加を促進する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   小城市、小城市観光協会、小城商工会議所と定期的に情報交換し、市内イベントの

円滑な事業運営と来場者へ観光資源等をＰＲすることで地域の賑わいを創出する。 

 

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 

近隣４商工会、金融機関、その他支援機関と支援手法や経済動向等について情報交

換しお互いの支援力を向上させる。 

当会単独で対応困難な経営課題について他の支援機関と連携する。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   専門家派遣による支援の際、経営指導員等が同席しマーケティング手法、販路開拓

支援等のスキルを習得する。 

   中小企業大学校、佐賀県商工会連合会主催の研修に参加し、得た知識を職員全員で

共有し支援能力の向上を図る。 

   佐賀県商工会連合会が研修会内で実施する支援事例発表会にて他商工会の先進事例

を知ることで支援手法の深耕を行う。 

   全国商工会連合会が提供する「経営指導員ＷＥＢ研修」を経営指導員が受講し支援

能力の向上を図る。 

 

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 

   佐賀県商工会連合会が設置する「経営発達支援事業外部評価委員会」へ「経営発達

支援事業評価報告書」を提出し、計画についての評価、意見を受けることで事業の効

果的な実施を図る。 
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連携者及びその役割 

 

（連携者） 

1) 全国商工会連合会 会長 石澤義文 

  東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19 階 電話番号 03-6268-0088 

 

2) 佐賀県商工会連合会 会長 飯盛康登 

  佐賀県佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル６Ｆ 電話番号 0952-26-6101 

 

3) 佐賀県 知事 山口祥義 

  佐賀県佐賀市城内 1-59 電話番号 0952-25-7182 

 

4) 小城市役所 市長 江里口秀次 

  佐賀県小城市三日月町長神田 2312-2 電話番号 0952-37-6111 

 

5) 小城市観光協会 会長 村岡安廣 

  佐賀県小城市小城町 253-21 電話番号 0952-72-7423 

 

6) 株式会社日本政策金融公庫佐賀支店 国民生活事業 支店長 中谷正一 

  佐賀県佐賀市駅南本町 4-21 電話番号 0952-22-3341 

 

7) 佐賀県信用保証協会 会長 坂井浩毅 

  佐賀県佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル 2･3 階 電話番号 0952-24-4341 

 

8) 株式会社佐賀銀行 牛津支店 支店長 遠江隆史 

  佐賀県小城市牛津町牛津 565-1 電話番号 0952-66-1121 

 

9) 株式会社佐賀共栄銀行 小城市店 支店長 村瀬登 

  佐賀県小城市小城町新小路 274-1 電話番号 0952-73-3151 

 

10) 佐賀東信用組合 牛津支店 支店長 柿本泰志 

  佐賀県小城市牛津町牛津 753 電話番号 0952-66-1311 

 

11) 独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部長 齊藤三 

  福岡県福岡市博多区祇園町 4-2 サムテイ博多祇園ビル 電話番号 092-263-1500 

 

12) 一般社団法人佐賀県中小企業診断協会 会長 伊藤健一 

  佐賀県佐賀市金立町大字千布 1450-10 電話番号 0952-98-0441 

   

13）佐賀県中小企業再生支援協議会 統括責任者 野田清隆 

  佐賀県佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル４階 電話番号 0952-27-1035 
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14）佐賀県経営改善支援センター （佐賀商工会議所内） 

  佐賀県佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル６階 電話番号 0952-24-3864 

 

15）公益財団法人佐賀県地域産業支援センター 理事長 飛石昇 

  佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 114 電話番号 0952-34-4411 

 

16）進祐一郎税理士事務所 税理士 進祐一郎 

  佐賀県佐賀市西田代 1-7-5 電話番号 0952-41-4705 

 

17) 株式会社経営ソフトリサーチ 代表取締役 片岡俊博 

  東京都千代田区神田小川町 1-3-1 ＮＢＦ小川町ビル５Ｆ 電話番号 03-3233-8721 

 

18）株式会社音成印刷 営業企画部営業グループ 主任 池田大輔（おぎなう担当） 

  佐賀県小城市小城町 253-4 電話番号 0952-73-4113 

 

（役割） 
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連携体制図等 

 

  

経営発達支援事業の実施にあたり、下図のとおり連携し小規模事業者の支援にあたる。
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