
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
早良商工会（法人番号 9290005002541） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

本事業により小規模事業者を取り巻く環境を的確に捉え、事業計画を立

てることで、小規模事業者が抱える課題、問題を解決する。アフターフ

ォローまで伴走型の支援を実施することにより、持続的発展を図ること

を目標とする。①｢小規模事業者全体の経営基盤の強化｣、②｢建設業者の

社会的信用力の向上に繋がる全体的な底上げ｣、③｢地域農産品による加

工品の開発等、地域ブランドの確立｣、の 3点を柱として、効果的な調査・

分析を行っていく。創業支援から、事業所の経営分析や経営計画作成支

援、販路開拓支援等の実施することにより、小規模事業者の売上増加、

利益増加を図り、中長期的に早良区南部地域の経済活性化を目指す。  

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【指針③】 

国、福岡県、福岡市が公表する調査データの収集・提供及び会員事業

所へのヒアリングによる調査・分析を行うことにより、小規模事業者

の課題の発掘を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   地区内の巡回等により小規模事業者の経営支援ニーズを収集して、財

務分析やＳＷＯＴ分析などから個社の経営状況について分析を行う。

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   小規模事業者からのヒアリングに基づき、事業計画策定の重要性につ

いての理解を促し、事業計画策定や創業・第二創業計画、経営革新計

画等の策定支援を行う。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   策定した事業計画をＰＤＣＡによる検証を行い、その進捗状況の確認

やフォローアップ、計画の見直しや修正等、個別に支援を行う。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   独自の販路拡大支援ニーズ調査や、関係機関との密な情報交換を通じ

て、需要の開拓を図るために必要な顧客・需要動向を調査・分析を行

い、個社へフィードバックする。 

 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】 

   関係機関が開催する商談会・物産展等の情報の発信・周知、商品ＰＲ

のための支援、地元物産販売所等との連携などを積極的に行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

早良区南部地域の経済活性化のため、関係機関と連携しイルミネーシ

ョン事業を開催する。早良区南部地域の特産品等ＰＲの為に「さわら

の秋」・「早良みなみ塾」等の開催イベントの運営協力を積極的に行う。

連絡先 

早良商工会 

 福岡市早良区東入部 2-14-10 

 ＴＥＬ092(804)2219  ＦＡＸ092(804)4455 

 sawara@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.早良商工会の管轄地である福岡市早良区南部（旧早良町）地域の現状 

Ⅰ. 福岡市早良区の立地 

福岡市早良区は、北部は博多湾に面し、南部は脊振山地で佐賀県と接しており、南

北に長く、福岡市の７つの区の中でも最も広い面積（９５.８７ｋ㎡）である。 
北部の百道（ももち）地域にはシーサイドももち、福岡タワー、ヤフオクドームな

どがあり、西の副都心を形成しており、人口も集中している。  
また、北部地域は福岡商工会議所の管轄地域で、地下鉄、バス、都市高速といった

交通手段が発達しているため、非常に便利であり、商業施設や公共施設、オフィスビ

ル、高層マンションなども多く、早良区の人口の約９割は北部地域で占める。 
対して、当商工会の管轄区域である早良区の南部地域（入部、内野、脇山、早良地

域）の面積は７５.８１ｋ㎡であり、福岡市が昭和４７年に政令指定都市に移行した後

の昭和５０年に旧早良町を編入して福岡市西区となった地域で、市内都心部から車で

４０分程度に位置している。（※その後、昭和５７年に西区が、早良区・城南区・西区

の３つに分離され現在に至っている） 
北部に隣接した地域については宅地化されているものの、市街化調整区域が多い。 
全体的には農村の雰囲気を色濃く残しており、最南部は脊振山地が広がり、山間部

が多く、ホタルも見ることができる自然豊かな地域である。 
佐賀県三瀬峠に抜ける国道２６３号線（通称早良街道）や、隣接する糸島市及び筑

紫郡那珂川町に抜ける県道５６号がメイン道路で、佐賀県や周辺都市と福岡市都心部

へのアクセスの要となっていることから、当地区を通過する車の通行量は多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    福岡市における早良区の立地    早良区における早良商工会の管轄区域（旧早良町） 
 
 
Ⅱ．人口動向 

福岡市の人口は増加傾向にあり、平成２８年９月末日現在で登録人口１,５１２,３

３３人、世帯数は７６０,４５５である。 

また、早良区全体の人口は２１５,１１３人、世帯数は９７,１１２で、そのうち当

商工会が管轄する早良区南部地域の人口は２３,８２１人、世帯数は１０,２２８であ

る。 

当商工会管轄の早良区南部地域の面積は早良区全体の約８０％を占めているが、人
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口は早良区全体の約１割強程度である。 

早良区の人口のほとんどは北部地域の都市部に集中しており、早良区全体の人口は

増加傾向にあるが、当商工会の管轄地域である早良区南部地域の人口は、ここ１０年

間は２万３千人台であり、ほぼ横這いで推移している。 

 

 

Ⅲ.地域産業の状況及び中小企業・小規模事業者を取り巻く環境 

全国的な傾向と同様に、福岡市においても中小企業・小規模事業者は、高齢化の進

展、国内外の競争の激化、ＩＴ技術の発達による流通構造の変化などの経済社会情勢

の変化に直面しており、需要の多様化と減少、働き方の多様化、地域の産業構造の変

化等、取り巻く環境が大きく変化している。 

「平成２６年経済センサス-基礎調査」によれば、当商工会の管轄区域である福岡市

早良区南部地域の、産業分類別事業所数(大分類)の第１次産業（農林漁業）等を除い

た商工業者数（民営のみ）は７９２件で、小規模事業者の割合は８３％となっている。 

商工業者のうち、建設業が全体の約４分の１を占めている。 

 

     【産業別件数と割合（直近２回の経済センサスの結果を比較）】 

 
 

建設業 卸・小売業 医療・福祉 製造業 宿泊業・飲食 
サービス業 

サービス業・ 
その他 

平成２４年度 
活動調査 

（計７５４件） 

１９１件 
２５.３％ 

１６９件 
２２.５％ 

６０件 
８.０％ 

５６件 
７.４％ 

５９件 
７.８％ 

２１９件 
２９.０％ 

平成２６年度 
基礎調査 

（計７９２件） 

２００件 
２５.３％ 

１５８件 
１９.９％ 

８０件 
１０.１％ 

６１件 
７.７％ 

５６件 
７.１％ 

２３７件 
２９.９％ 

 

なお、全国、福岡県、福岡市、早良区と当会管轄地域における産業別事業者数（第１

次産業の農林漁業を除く）の建設業の構成比は以下の通りであり、当会管轄区域におけ

る建設業者の割合は圧倒的に多い。 

 

産業別 
事業所数・ 
建設業の 
構成比 

全 国 福岡県内 福岡市内 福岡市 
早良区内 

当会管轄早良

区南部地域 

 
９.３％ 

   
９.１％ 

  
６.８％ 

 
１０.１％ 

 
２５.３％ 

 

長く福岡市の基幹産業であった卸売業・小売業は事業所数・従業者数とも減少する

傾向にある中、全国的な傾向と同様に医療・福祉が増加するなど、産業構造は変化し

てきており、今後は地場産業のイノベーションを促進するとともに、雇用基盤の確保・

強化をしていくことが求められている。 

また、室見川流域に広がる早良平野は市内でも有数の農業地域で、中でも当商工会

も立地する入部地区は市内随一のキャベツの産地で、稲の後作として古くからキャベ

ツの栽培が行われている。 

昭和４１年には、食生活に欠かせない主要な野菜を安定供給するため国が産地を指

定する、冬キャベツの「指定産地」に定められ、作付面積が拡大し、その後、農業従
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事者の高齢化などにより栽培規模が縮小しているが、それでも区内のキャベツの生産

量は年間約１,５００ｔに上っている。 

このほか早良区は、ダイコンの「指定産地」にも定められている。 

大型の商業集積地や商店街は無く、スーパー、ドラッグストアが数件ある他はコン

ビニエンスストアなどの小規模な店舗で構成されている。 

市街化調整区域も広範囲に広がっており、商業施設の新規出店や工場誘致などはほ

とんど無いのが現状である。 

 

 

Ⅳ.地域小規模事業者の課題 

（１）地域内の小規模事業者の現状と課題 

当商工会管轄区域である早良区南部地域は、かつては旧早良街道で栄え、自然も

豊かな地域であるが、大型商業施設や核となるような観光地や商店街は無い。 

人口増加が著しい福岡市内の中でも農地や山林の割合が高く、市街化調整区域も

広域に渡っていることから、商業施設や工場等、新たな大型施設等の建設はほとん

ど無い状況にある。 

そのため、地域の中小企業・小規模事業者は、現状は大型店の出店などの脅威に

はさらされていないが、市内都心部から離れているという立地の問題や、高齢化が

進み後継者不足や人材不足の状態である。 

また、福岡市は平成２８年６月から市内の一部ではあるが市街化調整区域の緩和

策を打ち出されており、今後段階的に緩和され、将来的にその脅威にさらされる可

能性も否めない。 

これらの要因によって地域内の小規模事業者の経営環境が厳しくなり、業績の停

滞を余儀なくされている。 

このような状況下、小規模事業者が将来的に持続的な発展を促すためには、地域

内小規模事業者の全体的な底上げのために、経営基盤の強化を図っていく必要があ

る。 

 

（２）地域内で最も割合が高い建設業の現状と課題 

全国的な傾向として建設業の就業人口が減少する中、「平成２６年経済センサス-

基礎調査」における産業別の事業者数における建設業の占める割合は、Ⅲ.地域産業

の状況及び中小企業・小規模事業者を取り巻く環境 で述べた通り、当会管轄地域で

は２５.３％と極めて高い。 

長年に亘る公共事業の大幅な減少に伴い、若年入職者の減少・高齢化の進行、経

営規模の小規模化、重機の保有台数の減少などによって、建設業全体の施工力が低

下し、加えて、材料不足や資材単価の高騰、労務単価の上昇等によって、入札の不

調・不落が増加している。 

また、一人親方 ※注 や小規模な建設事業者は、日々の仕事をこなすことが中心

となり、帳簿作成や元帳作成まで手が行き届いていないのが現実で、社会的信用も

乏しいことから特定の受注先に頼らざるを得ない状況であり、受注先の拡大がなか

なか難しい状況にある。 

建設業者の社会的信用力の向上に繋がる底上げを図ることが重要である。 
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※注：一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事   
     業主のこと。 
 

（３）地域内農産物の特産品化、ブランド化や観光振興等に関する課題 

当商工会の管轄する早良区南部地域は大部分が背振山系の中山間地域や農地であ

り、第１２次福岡市農林業総合計画（平成２４～２８年）によると、その課題改善

のために重点的に取り組む施策として、直売所の情報発信、市内産農畜産物の特産

品化、ブランド化などによる「地産地消」や「特産品開発」の強化について挙げら

れているが、あまり成果があがっていないのが現状である。 

商工会としても地域ブランドの開発を進めている最中であるため、とりわけ今後

ＪＡ福岡市や地域内の物産販売所とも連携し、地域資源となりうる農産加工品等の

発掘や商品開発・販路拡大支援等を行っていくことが重要であると考える。 

また、地区内の観光スポットとしては、背振山をはじめとして自然が豊かであり、

その他歴史的にも由緒のある寺社や滝なども多く存在するが、残念ながら知名度が

低いものが多いのは否めない。 

そのため、地域農産品による加工品の開発等、地域ブランドの確立のために、観

光スポットのＰＲ強化と特産品の開発を進めることで、早良区南部地域に外部から

人が訪れやすい環境作りが急務である。 

 

 

Ⅴ．地域小規模事業者への中長期的な振興の在り方について 

（１）福岡市の中小企業・小規模事業者の支援方針 

  福岡市の中小企業・小規模事業者振興推進プランによると、 

①新たな需要を見据えた経営の推進 

②多様な人材・新たな人材の活用による事業展開・創出 

③地域活性化のための地域資源の活用と商店街の振興 

④公共事業などの受注機会の確保 

⑤支援体制の強化と利用促進 の５項目が福岡市の中小企業・小規模事業者への支 

援方針として挙げられている。 

  

（２）早良商工会の中長期的な小規模事業者のビジョンおよび支援方針 

早良商工会としては、この福岡市の中小企業・小規模事業者振興推進プランを踏

まえ、早良区南部地域の実状に照らし合わせた上で、以下のビジョンと支援方針で

中長期的な振興に取り組んでいく。  

地域の小規模事業者の全体的な底上げを図るために、小規模事業者が、自らの強

みを活かしつつ前向きな一歩を踏み出していくことで、単なる成長発展だけでなく、

地域に根ざした持続的発展を実現するために、小さいながらも財政基盤が整い、競

業他社に負けない営業力・競争力のある企業づくりを目指す。 

そのためには、経済社会の構造的変化の中で、早良区南部地域の小規模事業者が

主体的に事業計画をたてて、情報発信力の向上に取り組むことが重要である。 

取組みの支援にあたっては，事業者の抱える課題を福岡県商工会連合会・福岡県・ 

福岡市や日本政策金融公庫・地元金融機関などの関係機関と密接に連携しながら、 

専門家を交え小規模事業者により添ったきめ細かな持続的発展の為の支援を行う。 

また、企業の経営力向上支援と同時に加え、特産品開発や観光ＰＲ強化を行うこ 



５ 
 

とで、地域外から訪れる観光客の増加を目指し、将来的に企業・地域・人が潤う好 

循環を生み出し、早良区南部地域全体の活性化を実現する。 

 

 

Ⅵ．地域小規模事業者の課題克服に向けた目標および支援方針について 

前述の地域小規模事業者の課題や中長期的な振興の在り方を踏まえ、当地域では以

下の（１）～（３）を重点事項として、商工会の会員・非会員を問わず地域内の小規

模事業者の支援に取り組む。 

これらの課題の解決に向けた目標および支援方針は以下の通りである。 

 

（１）小規模事業者の全体的な経営基盤の確立を図ること 

（目標） 

 ・個社の課題抽出と関係機関との連携による小規模事業者の発展支援 

小規模事業者や創業者を対象に、巡回・窓口指導や各種セミナーの開催を行うこと

により、支援対象者の情報収集を行い、個社の課題を抽出する。 

課題解決に向けたサポートを当会で行うとともに、専門的な課題については専門家

を交えて解決する。 

各支援機関と連携して、経営計画作成からフォローまでの伴走型の支援を行うこと

で、小規模事業者の経営基盤の強化を図り、事業者が主体的かつ計画的に動くことを

促していく。 

また、福岡県商工会連合会や福岡商工会議所などが主催する地場大手企業との商談

会や物産展の紹介・斡旋などの販路拡大支援も積極的に行い、商圏拡大支援も積極的

に行っていくことで小規模事業者の持続的発展を図り、地域の小規模事業者全体の底

上げを図ることを目指す。 

  

（支援方針） 

①持続的な事業運営の推進のための経営基盤の強化 

多様化する様々なニーズに対応した経営相談を行うと同時に、専門家派遣の活用等

によるビジネスプランの策定支援などを行い、個別にアフターフォローまできめ細か

く支援を行うことで、経営基盤の強化を図り、持続的発展を促す。 

 

②販路拡大に向けた支援 

販路拡大へのアプローチを充実・強化するために、商品開発やパッケージ、陳列

などのセミナーの開催などを通じて、ＩＴ活用支援も含む販路拡大支援をトータル

コーディネートで提案をするとともに、個別にアフターフォローまで行う。 

また、福岡県商工会連合会や福岡商工会議所等の関係機関の開催する展示会・商

談会などへの参加を積極的に促し、経営指導員の随行によるフォローなどで販売の

促進や需要動向の収集なども支援する。 

 

③新事業展開や高付加価値化の支援 

需要の変化に対応した商品・サービスの付加価値の向上や、新技術を活用した商

品化等の中小企業・小規模事業者の新たな取組みを、専門家相談などを通じてアイ

デアの抽出から計画作成まで個別に支援を行い、きめ細かなアフターフォローを一
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貫して行う。 

 

④創業・第２創業支援および事業承継支援 

新しい企業等の創業を支援するとともに、また、今ある企業が新しい事業にチャ

レンジすることで新しい価値、サービスや雇用を創出する、スタートアップ支援を

推進する。 

特に、福岡市が国家戦略特区であるグローバル創業・雇用創出特区に指定された 

ことを受け、福岡市の創業支援を行う「福岡市スタートアップカフェ ※注」とも創 

業案件の紹介等で連携し、当地域内での新規創業の後押しをして、起業支援に取り 

組み、地域の活性化に寄与する。 

創業検討期、立ち上げ期、成長期の各段階に応じて、資金調達や人材確保、販路 

拡大、情報提供などの支援を充実・強化していく。 

関係金融機関との連携強化などから、創業希望者の情報収集をすることにより他 

団体が開催する創業セミナーの参加斡旋などを行い、創業希望者の後押しをするこ 

とで地域の起業者数の増加に貢献する。 

また、円滑な事業承継を促すために、「福岡県事業引継ぎ支援センター ※注」と 

連携し事業承継支援も行う。 

 
※注：「福岡市スタートアップカフェ」とは、福岡市が運営する企業支援サービス。常駐するコンシェ 

ルジュによる起業相談の他、専門家による個別相談会、起業に役立つイベント、支援企業のサ 

ービス紹介、人材マッチングなど、様々なサービスの提供を行っている。 

 
※注：「福岡県事業引継ぎ支援センター」とは、中小企業の事業の引継ぎをスムーズに行うための組織。 

事業承継計画の策定の支援と、現経営者から後継者への事業のバトンタッチをスムーズに行う 

支援を行っている。 

 

（２）建設業者の社会的信用力の向上に繋がる底上げを図ること 

（目標） 

・事業規模に応じた支援と人材の確保・育成支援 

一人親方、または下請けが主となる小規模な建設業者については、帳簿の作成が

困難なレベルの事業者の底上げから行う。 

記帳のアドバイスからきっかけとしてスタートし、地域内の一人親方等には地区

内の業者との連携を強化の為、業務に直結する受注機会増加のためのマッチング支

援などに重きを置く。 

一方、これから公共入札に参入を検討している建設業者にはその足場固めの支

援、また既に参入している事業者については、経営審査事項等に有利になるポイン

トの習得などの支援を積極的に行う。 

また、中小企業等経営強化法に基づいた経営力向上計画の策定・活用支援の積極

的な利用による設備投資や教育訓練の促進により、人材育成支援を行うことで経営

力向上を目指す。 

これらを行うことにより、社会的信用を上げることで公共事業の入札等における 

受注機会の増加と、一般の受注増にも繋がることを目指す。 
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(支援方針) 

①建設業者の段階的な底上げによる社会的信用向上 

建設業者間の人脈拡大支援と公共事業受注などの実績を作る土壌作りを支援する

ことで、地場中小企業の育成と受注機会の確保を図る。 

更に、経営事項審査や建設業許可を申請して、公共事業入札に参加する事業者を

増やす。 

公共工事を受注する際には、経営事項審査や工事の規模によっては建設業許可の

申請も必要となるが、それには経営分析を行うことや財務状況の把握は必須である。 

入札申請や建設業許可を取得する土俵にあがるためには、まず下地を固める必要

があり、経営審査事項における加点ポイントのセミナーを建設業に強い行政書士・

司法書士・税理士などと連携して開催すると共に、個別相談によるアフターフォロ

ーも行い、持続的に支援を行う。 

さらに、人材の育成・確保のため、地元の早良高校や早良中学校へのインターン

シップ（就業体験）の斡旋を行うことで、中小企業・小規模事業者での職業体験な

どを通して、勤労観や職業観などを育成し、未来の担い手の育成にも寄与する。 

これらを行うことで建設業者の社会的信用の増加を図り、持続的な発展のための

基盤を構築する。 

 

②「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく支援とＩＴを利用した受注機 

   会の確保支援 

地場企業への優先発注を行政に働きかけることにより受注実績増を支援するとと

もに、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、特に最近の公共工事の

選定基準として定着しつつある「総合評価落札方式 ※注」の運用等への対応に重点

を置いた、専門的かつ高度な技術力を持った地場企業の育成支援を図る。 

また、公共工事の入札を希望する事業者には、中小企業庁が提供する官公庁の入

札情報検索サイトである「官公需情報ポータルサイト ※注」への登録を促し、国・

独立行政法人、地方公共団体等がホームページ上に掲載している入札情報を検索す

るサイトからスピーディーに多数の入札情報等の検索ができるようにするなど、Ｉ

Ｔを使った受注機会の確保も支援する。 

  
※注：「総合評価落札方式」とは、優れた調達を行うことが目的であるが、地元企業の健全な育

成やダンピングの防止、不良・不適格業者の排除、談合防止などにも一定の効果が期待

できるため、１９９９年に建設省（現国土交通省）が新たな入札方式として試行を開始

したもの。新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を含めた『価格と価格以外の

性能（技術提案性能など）』の項目を評価して落札者を決定する新しい落札方式である。

総合評価方式の加算点がアップすることにより、品質や技術力にも重点が置かれる。 

 

  ※注：「官公需情報ポータルサイト」とは、中小企業庁が運営し、各中央省庁やその外局、地方

支文部局等、またはその管理下にある独立行政法人、国立大学法人等、都道府県をはじ

めとした地方公共団体のホームページ上に散在する入札情報について、最新情報を取り

込み、Ｗｅｂアプリケーションによって幅広く中小企業者を含む一般ユーザーに無料で

提供されているもの。 

 

（３）地域農産品による加工品の開発等、地域ブランドの確立 

（目標） 
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・６次産業化も視野に入れた地域ブランド化と情報発信力の強化 

地域経済全体の動向に密接に連動する中小企業・小規模事業者の活力を生かすた

め、個々の事業者の経営支援のみならず、地域の資源を発掘し、ＪＡ福岡市や地域

物産販売所との連携を深めることや６次産業化アドバイザーの活用などで地域産品

のブランド化を促進することが必要である。 

早良区南部地域で多く生産されているキャベツをはじめとして、さまざまな地域

の農産品を使った加工品の商品開発と販路開拓を行い、地域の資源を発掘し、地元

の物産販売所やイベントでのテストマーケティングを経て、ブランド化を行うこと

で早良区南部地域の活性化に繋げていく。 

また、小規模事業者が特産品の開発・ブランド化と併せて、地域の事業者が対外

的に商品の情報発信を効果的に行えるようにＩＴを使った情報発信スキルのレベル

アップも目的とする。 

 

（支援方針） 

①特産品開発と販路開拓支援 

早良区南部地域で多く生産されているキャベツをはじめ、ダイコン、白菜、お茶、

タケノコ、米など地域で生産されている農産品を使った加工品の商品開発と販路開

拓を行う。 

また、以前、早良商工会で「さわらの鶏めしの素 ※注」を開発し商品化まで至っ

ているが、地域ブランドという意味ではまだ弱く、これについては引き続き販路拡

大支援等を行っていく必要がある。 

新たに平成２７年度から早良商工会では、青年部・女性部が中心となって、地元

の生産品であるキャベツを使った特産品を開発中であり、ＪＡ福岡市の内部組織の

生産者部会とも連携し、３年以内の商品化・販路確保を目指している。 

先行開発した「さわらの鶏めしの素」の販路開拓支援も含め総合的な支援を行う。 

 
  ※注：「さわらの鶏めしの素」とは、早良商工会が平成２４年度に開発したもの。かつては「早 

良と言えば鶏料理」というイメージが定着していた時期もあり、当商工会管轄区域には 

鶏料理屋が２０数件あったが、現在では衰退し、数件が残るのみである。通常鶏めしと 

言えば炊き込みごはんに下ごしらえをして炊き上げるが、炊きあがった温かい白ごはん 

に混ぜるだけという手軽さが売りで、地元で永年親しまれている創業１２０年以上の老 

舗のヤマタカ醤油をベースに商品化。 

 

②特産品のテストマーケティングと情報発信力の強化 

   早良商工会は、「早良みなみ塾実行委員会」と「さわらの秋企画運営委員会」とい 

う、早良区南部地域を観光資源・特産品・イベント等によって活性化を図ることを 

目的とする２つの委員会に所属している。 

その構成メンバーである地域有識者や学識経験者・早良区役所・早良区自治協議 

会・福岡商工会議所などと情報交換を密に行いつつ、関係機関が関係するイベント 

などで開発した特産品のＰＲやテストマーケティング・需要調査等を行うことで、 

地域ブランドの確立に繋げていく。 

   特産品の開発と併せて、ＳＮＳをはじめとしたＩＴツールによって情報発信がで 

   きるよう研修会の開催や、個別指導など情報関連に関する指導を強化する。 
   ※注：上記２つの委員会については、後述のⅡ．地域経済の活性化に資する取組み で詳細説明。 
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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】 

（目的） 
地区内の総合的な経済動向に関する情報収集・調査・分析を実施し、小規模事業

者の経営状況の分析および事業計画策定に活用する。 
 
（現状と課題） 

当会は早良区の一部地域（旧早良町地域）を管轄しているが、福岡市全体また

は区ごとまでのデータは福岡市が公表しているものの、管轄区域内に限定した経

済動向に関するデータは存在せず、小規模事業者が地域の景況感や地域を取り巻

く環境などは、経営指導員等の巡回・窓口指導を通じたコミュニケーションを通

じて得られる感覚的なものに依存した景況把握になっており、数字的な根拠とし

て集約したものは無い。 
小規模事業者自身が比較する対象も同規模同業種でなく、中小企業などを対象

に比較し、自社企業の明確な状態や取り巻く環境などを把握しきれていない。 
また景況調査の結果は小規模企業景気動向調査等の報告書が全国商工会連合会

より提供されているが、現状では活用できていない。 
 

（事業内容）  
  ①管内地区小規模事業者の景気動向調査【既存・拡充】 

当商工会地区内に限定した、行政や民間シンクタンクによる経済公表データが

存在しない。 
そこで今後の改善策として、「早良商工会管轄地区小規模事業者景気動向調査」

（仮称）と称し、巡回訪問を通じた地域の経済状況調査を定期的に行い、商工会

連合会や専門家(中小企業診断士等)と連携し、情報の分析を行う。 

 

「早良商工会管轄地区小規模事業者景気動向調査」(仮称) 
調査項目：①売上高、②客数・単価、③資金繰り、④採算（経常利益）、 

     ⑤引き合い、⑥経営上の課題、⑦雇用動向など。 

調査対象：早良商工会管内の小規模事業者で業種ごとに均等に計２５社抽出。 

     建設業、小売業、卸売業、製造業、サービス業各５社ずつ。 

調査時期：３か月ごとに実施（３年以上同一企業に継続して依頼） 

調査手段：経営指導員と経営支援員の巡回によるヒアリング。 

活用方法：小規模事業者の実態把握、必要なニーズや課題を業種ごとに抽出し、その調査結

果をもとに地域内の経済動向の情報を、データベースとして蓄積し、早良商工会

職員間で情報共有するとともに、地区内の小規模の小規模事業者や創業予定者に

情報提供を行い、経営分析など個社支援の為に活かす。 
 
情報提供手段：巡回・窓口相談時に事業者に提示を行う。 

会報やホームページで四半期ごとに提示を行う。 
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②行政や国による中小企業統計データ・経済指標の収集・公表【新規】 

また、行政が公表している統計データは様々な物が多種多様存在し、どこを参照

して良いかわかりづらい状況にあるため、行政（国・県・市）の中小企業統計デー

タを活用し、当会管轄区域内の景気動向データとあわせて、市内、県内、北部九州、

全国レベルの範囲のデータも比較して見ることができるよう、情報提供を行う。 

具体的には、福岡市が市内の経済・産業の動向を把握するため、公的機関や民間

調査機関が実施している統計調査等のデータを独自に収集し、福岡市内の経済調査

データとして年２回公表されている「福岡市経済の概況」や、福岡財務支局が公表

している福岡県内の経済調査データ「福岡県経済情勢報告」、同じく福岡財務支局

が公表している北部九州管内の景気予測データ「法人企業景気予測調査」などを活

用して独自に情報を分析し、分析結果については年度別に経営分析状況をデータで

管理し、相談の際に自社企業の経営状況と、地区内同業種企業平均との比較ができ

るよう情報提供を行う。 

これらの国、福岡県、福岡市内の経済動向データを活用して、当会管内で実施す

る景気動向調査と比較できるようにして、「福岡市経済の概況」の公表のタイミン

グ（年２回）に合わせ、会報やホームページで情報提供を行い小規模事業者の経営

分析や経営計画策定に活用する。 

 

（情報収集する主な調査内容） 

    「福岡市経済の概況」･･･福岡市が公的機関や民間調査機関が公表する情報を独自

に収集し、市内の経済状況、景気動向などを公表してい

るもので、全国、九州・沖縄、福岡県の景気動向も掲載

されており、他地区との比較もできる。 
調査項目：１．市内総生産、経済規模、事業所・従業者数、開業率・廃業率 

２．全国の景気、九州・沖縄の景気、福岡県の景気、福岡市の景気、雇用動向、

企業倒産、卸売業・小売業の年間販売額、大型小売店（百貨店・スーパー）

の年間販売額など 
公 表：年２回 

 

  「福岡県経済情勢報告」･･･財務省福岡財務支局が福岡県の経済動向について調査             

公表しているもの。 
調査項目：個人消費、生産活動、設備投資、雇用情勢、住宅建設、公共事業、輸出、企業収

益など 

公 表：年４回 

 

  「法人企業景気予測調査」･･･北部九州(福岡県・佐賀県・長崎県の企業の景況感を

原則としてＢＳＩで公表しているもの。 
調査項目：企業の景況判断、企業収益、設備投資、従業員数判断など 

公 表：年４回 
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（目標） 
 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

早良商工会 
地区小規模 
事業者景気 
動向調査 

 
 
 未実施 

 
 
 ２５社 

 
 
 ２５社 

 
 
 ２５社 

 
 
 ２５社 

 
 
  ２５社 
 

 
景気動向調査

情報の公表 
回数 

 
 

 未実施 

 
   
  ４回 

 
   

４回 

 
   

４回 

 
    

４回 
 

 
    

 ４回 
 

行政や国に 

よる統計デー

タ経済指標の

公表 

 
 
 未実施 

 
   
  ２回 

 
   

２回 

 
   

２回 

 
    

２回 
 

 
    

 ２回 
 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目的） 
需要が多様化し、変化する中で、中小企業・小規模事業者が円滑かつ持続的に事

業を運営していくためには、事業者自身が自らの強みを生かしつつ、変化に対応し

た経営計画づくりを進め、戦略的な販路拡大や、変化する顧客のニーズに応じた商

品やサービスの提供など、需要を見据えた計画的な経営を推進していくことが必要

である。 
そのためにはまず、前項目で得られた地域の経済状況調査を参考に、自社の置か

れた状況を経営分析し、個社にフィードバックする必要性がある。 

 
（現状と課題） 

現状は、経営分析は金融支援における可否の判断材料として返済計画の作成や、

税務面で確定申告時期における決算書類の作成などの場面で行うこともあるが、あ

くまででも必要とされる場合のみの支援がほとんどであり、それ以外で個社の経営

分析を行うことは補助金申請支援や経営革新認定支援の場合を除くとほとんど無

い。 
小規模事業者は日々の業務に追われ、なかなか能動的に自社の置かれた環境など

をじっくりと考える機会が無い場合が多いため、そのような事業者に、粘り強く、

丁寧に、経営分析や計画書作成の必要性を理解いただく必要がある。 
 
（事業内容） 

①地区内の小規模事業者の経営支援ニーズの収集および分析【新規】 
これまで、小規模事業者の経営支援ニーズの調査は３年前に実施して以来行って

いない。そのため、今回管轄地区内の巡回訪問によって、小規模事業者の経営支援

ニーズの収集をして、その分析を行う。 
具体的には、「経営支援ニーズヒアリングシート」を作成し、小規模事業者から

経営環境を取り巻く現状や経営支援ニーズについてヒアリング調査をすることに

より、事業者の現状および希望する経営支援ニーズ把握のための情報収集を行い取

りまとめる。 



１２ 
 

どのような経営支援ニーズがあるかをそれぞれの各項目を５段階で記入いただ

くことで重要度を分類し、[１]が最も支援ニーズが低く、[５]が最も高いとし、[３]
は中間とする。 
調査項目の中で、《経営分析》および《経営計画作成》に関する項目も設け、４

および５と回答した経営分析に意欲の高い事業所を最優先に、経営分析を行ってい

く。 
現状と支援ニーズの取りまとめには、経営指導員２名と経営支援員３名が対応

し、財務状況の分析として収益性・安全性・生産性などの分析を行った上で、ＳＷ

ＯＴ分析などを使って小規模事業者を取り巻く経営環境分析を行い、経営計画策定

支援へと繋げていく。 
また、建設業者については経営審査事項申請や入札申請においても経営分析が必

要なため、それらのニーズ調査も同様に行い、優先度が高い事業者を抽出し、経営

状態、財務状態、経営上の課題や悩みなど抽出し、福岡県商工会連合会や顧問税理

士、各種専門家等支援機関と連携して経営分析を行い、経営計画作成の礎とする。 
 

②経営分析システムの活用による分析 
（中小企業基盤整備機構の「経営自己分析システム」などの活用）【新規】 
日々の巡回や窓口相談等で日常の金融・税務・経理相談等の中で、経営分析まで

行うため中小企業基盤整備機構の「経営自己分析システム」を活用する。 
これは財務データを入力するだけで、即時に財務状況と経営危険度を把握できる

システムとなっており、収益性・効率性・生産性・安全性・成長性のレーダーチャ

ートの作成を行うことで経営分析を行うことができるものである。 
また、全国商工会連合会が全国の各商工会に推奨するＡＳＰ版のネット de 記帳

を活用し、財務分析を行うことができるが、現状は経営分析まで活用できていない。 
まず一人親方や小規模な建設業者などを中心に、税務・経理・労務相談の中から、

ネットｄｅ記帳を通じた経営分析までいける件数を増やしていく。 
今後は、小規模事業者が、自社の強みと弱み、現状を深く知ることで、抱える経

営課題をスピーディーに把握して対応していくために、経営分析が必要不可欠であ

るということを小規模事業者に理解いただくことが重要である。 

 
（目標） 

支援内容 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

経営支援ニーズ

の収集件数 
未実施 ６０件 ８０件 ８０件 ８０件 ８０件 

経営分析件数 未実施 ３０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 

※経営支援ニーズの収集件数の半分を経営分析の目標とする。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（目的） 
地域経済動向調査、経営状況の分析、需要動向調査の結果を踏まえて、小規模事
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業者の経営課題の解決と、持続的かつ強みを活かした事業計画策定のための助言・

指導を行う。 
また、創業・第二創業者への創業セミナー等の斡旋、専門家と連携した創業支援

により事業計画策定への助言・指導を行う。 
 
（現状と課題） 

現状では小規模事業者が能動的に事業計画書を作成することはあまりなく、あく

までも資金繰り相談や税務・経理相談などの必要に応じての対応が多い。 
また、補助金申請支援や経営革新計画作成など、目的ありきの計画書の作成が多

いのが実態である。 
あくまでも小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応するために、どんぶり勘定

ではなく、強みや弱みを理解した上での事業計画書を自ら作成することを意識させ

るための仕組みづくりが課題であるといえる。 
これらの現状と課題を踏まえた上で、その改善策として商工会の会員・非会員を

問わず下記の事業を行う。 
 
（事業内容） 

①事業計画作成セミナーの開催による事業計画の策定支援【新規】 
事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしについては、前項目の経営状況

の分析において、情報収集した経営支援ニーズの中から、《経営分析》および《経

営計画》の支援希望者を優先して経営状況の分析を行う。 
その上で、経営分析まで至った小規模事業者の半分には、事業計画策定セミナー

を開催して参加してもらい、事業計画の必要性と考え方を理解いただく。 
とりわけ建設業者については、経営審査事項申請や入札申請を検討する事業者を

中心に、建設業に特化した事業計画書作成セミナーを開催する。 
経営分析を行った事業者の中から、事業者の意欲や事業内容、経営状況等を勘案

し優先度が高いと判断した事業者を抽出し、福岡県商工会連合会や顧問税理士、各

種専門家等支援機関と連携して事業計画作成を行う。 
また、別日程で小規模事業者個別相談会も開催し、個別でのフォローも行う。 
セミナーに参加できない事業者には巡回して事業計画策策定の必要性などを理

解いただく。 
セミナー後のアフターフォローとして、巡回・窓口指導において四半期に１度以

上の経過状況の確認を行い、専門的な支援が必要な場合は専門家と連携し、事業計

画策定への助言・指導を行う。 
 

②新事業展開や高付加価値化の事業計画の策定支援【既存拡充】 
経営支援ニーズ調査において得られたニーズをもとに、需要の変化に対応した小

規模事業者の新事業展開や高付加価値化について、特にアイデアの抽出から計画書

の作成支援まで伴走型で支援を行う。 
事業計画の作成をきっかけに、補助金申請や経営革新の認定までを希望する場

合、専門家と連携して助言・指導を行い、３か月に１回は経過の状況確認および状

況に応じた支援などアフターフォローまできめ細かな伴走型の支援を行っていく。 
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③創業・第２創業の事業計画の策定支援【既存拡充】 
福岡市は国家戦略特区 ※注 である「グローバル創業・雇用特区」に認定されて

おり、創業を促し、再チャレンジを応援する仕組みを持つ都市を目指している。 
そのため、福岡商工会議所等で市内全域を対象とした創業セミナーの開催も行っ

ている。 
本会管轄地区での創業件数は限られていることから、他所での創業セミナーへの

斡旋を図り、計画書作成支援を行い、その後の個別フォローを重点とした支援を行

う。 
創業者に対する計画書作成支援については、創業者の考えや方向性を踏まえ、金

融機関と情報共有・連携をとり、事業計画策定の助言・指導を行う。 
また、第２創業については、事業承継のタイミングで行われることから、早期の

準備による事業計画作成のために、「福岡県事業引継ぎ支援センター」とも連携し、

支援を行う。 
 

※注：国家戦略特区とは、日本の経済活性化のために、地域限定で規制や制度を改革し、その効果 
を検証するために指定される特別な区域のこと。福岡市では「グローバル創業・雇用創出特 
区」として、創業の支援と雇用の創出に取り組む。 

 
（目標） 

支援内容 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

事業計画 

策定セミナー 

開催回数 

未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

事業計画 

策定セミナー 

参加事業者数 

未実施 １５社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

※うち建設業に

特化した事業計

画策定セミナー 

参加事業者数 

未実施 ５社 ７社 ７社 ７社 ７社 

事業計画策定 

事業者数※注 
８社 １０社 １２社 １２社 １２社 １２社 

創業計画書 

作成事業者数 
３件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

 ※注：指導員 2名×6事業所＝12 事業所×3ヵ月定期指導 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目的） 

事業計画策定後も、全ての事業者に策定した事業計画についての進捗状況につい

て確認を行っていくが、資金調達が必要な場合は、一定の要件を満たした小規模事

業者に対し、日本政策金融公庫が事業の持続的発展のための取組みに必要な設備資
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金およびそれに付随する運転資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融

資制度」の活用を積極的に推進する。 

また、創業後も様々な面での指導・アドバイスが必要となるため、金融機関と連

携し創業融資制度の活用も含めた支援と、各種専門家と連携し、あらゆる側面から

伴走型の指導を行う。 
 
（現状と課題） 

これまで事業計画策定後のアフターフォローは半年から１年後くらいに行って

いたため、途中で事業計画の実施を中断するケースが多くある。 
小規模事業者が事業計画に対して、進捗状況・経営課題へ取り組み・見直し等が

できているのか把握できていないことが課題である。 

 

（事業内容） 
  ①巡回指導による事業計画のフォローアップ支援【既存拡充】 

事業計画策定後のフォローとして、全ての計画策定事業者に３ヵ月に１回の定期

巡回を実施し、進捗状況に応じて定期とは別に適宜巡回指導を行う。 
また新たな課題や事業計画の見直しも考えられるため、必要に応じて専門家と連

携し助言・指導を行う。 
創業後の個別フォローとして、まずは金融・税務等の一般的な支援で事業計画の

下支えを行った上で、年２回の異業種交流会等にも積極的な参加を促し、地区内で

の認知度を上げ、新たな需要開拓を目指す。 
 

  ②公的融資制度活用による積極的な支援【既存拡充】 
資金調達が必要な場合は、一定の要件を満たした小規模事業者に対し、日本政策

金融公庫が事業の持続的発展のための取組みに必要な設備資金およびそれに付随

する運転資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を積

極的に推進し、３か月に１度は事業計画の進捗の確認を行う。 

特に、創業融資制度においては、福岡市制度融資のスタートアップ資金が、平成

２８年２月から、融資申込者が負担する保証協会の信用保証料を、国家戦略特区指

定に伴って、事業者負担分を福岡市と福岡県信用保証協会がそれぞれ負担すること

でゼロとなっているため、日本政策金融公庫の創業融資とともに積極的に活用して

いく。 
 

③事業計画に応じた経営革新・補助金制度の提案支援【既存拡充】 
小規模事業者が事業計画実施にあたり、有効に活用できる施策を提案する。 
特に新たな商品・サービスを計画している小規模事業者には経営革新や各種補助

金を合わせた提案を行い、事業計画が円滑に実施できるようフォローを行う。 
また、必要に応じて専門家と連携し助言・指導を行う。 

 
（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 

事業者数 

８社 １６社 １６社 １６社 １６社 １６社 
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定期フォロー 

延べ件数 
４０件 ６４件 ６４件 ６４件 ６４件 ６４件 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（目的） 

小規模事業者の事業計画策定・実施には、新たな需要開拓は必要不可欠である。   
小規模事業者に伴走支援を行っていく中で、一般顧客をターゲットとした需要動

向調査が特に有益であると思われる個社の商品・サービスを選定し、それら商品・

サービスの地域内および地域外での顧客動向や需要動向を調査する。 

調査結果は各事業者の商品・役務に対する支援策を講じるためのデータとして活

用する。 

 

（現状と課題） 

小規模事業者が消費者のニーズ動向や、バイヤー目線のニーズなどを掴むことは

難しく、手探り状態での商品開発や販路開拓を行っているのが現状である。 

小規模事業者に対して、新商品開発等の事業計画策定の段階から、新たな販路開

拓や新商品の開発に活かせるような消費者およびバイヤーのニーズ、市場動向等を

把握し、商品の競合状況や需要開拓に関する情報の提供を行うための調査・分析が

これからの課題であると言える。 

これらの現状と課題を踏まえた上の改善策として、地域農産品による加工品や特

産品開発を行う食品関係の小規模事業者に対して、商工会の会員・非会員を問わず

下記の事業を行う。 

 

（事業内容） 
①他団体が公表する需要動向データ情報等の抽出および提供【新規】 

日経テレコンのＰＯＳ関連のデータや、内閣府経済産業省が提供する「地域経

済分析システム」（ＲＥＳＡＳ）などを使って、地域農産品による加工品や特産品

開発を行う食品関係の小規模事業者が、これから開発・販売を検討している商品

やサービスの購買動向、消費動向、売れ筋等の情報を収集し、小規模事業者ごと

の商品の競合状況などのマーケティング情報を提供する。 

 
  ・分 析 項 目：購買動向、消費動向、売れ筋等の情報。 

  ・情報提供先 ：地域農産品による加工品や特産品開発を行う食品関係の小規模事業者。 

  ・活 用 方 法：取集した情報を新商品の開発や商品改良の資料として活用。 

  

  ②連携する関係他団体の主催するイベントでのテストマーケティングの実施 

【既存拡充】 

小規模事業者が開発する商品や、当商工会で現在開発中の地域の特産品である

キャベツを使った加工品や、既に先行開発し販売中の「鶏めしのもと」を含め、

地域のお勧めの特産品を、地域の連携する関係団体が開催する一般消費者向け地

域振興イベント（早良区が早良区のＰＲのため行っている「さわらの秋 ※注」事
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業の一環として行われている「ＲＫＢラジオまつり ※注」・「早良みなみマルシェ 

※注」・「せふりの杜木の葉祭り ※注」など）において、商品購入者にヒアリング

形式でアンケート調査によるテストマーケティングを行い、一般消費者から情報

収集する。 

 
  ・調 査 項 目：味・食感・価格・パッケージなどの印象といった定性情報と購入者の住ま 

い・年齢・性別等の消費者属性。 

  ・情報提供先 ：地域農産品による加工品や特産品開発を行う食品関係の小規模事業者。 

  ・活 用 方 法：取集した情報を新商品の開発や商品改良の資料として活用。 

   
    ※注：「さわらの秋」とは、早良商工会も参画している「さわらの秋企画運営委員会」が企画 

運営している早良区のＰＲ事業の一環として情報誌を発行している。９月～１１月の早 

良区の自然や地域の魅力、イベントなどを広くＰＲするための情報誌「さわらの秋」（Ａ 

４版１６ページ）を使って情報発信することで、交流人口を増やし、地域及び地域経済 

の活性化を図ることを目的としている。早良区の自然・名所・歴史・特産品・民間や区 

の催事、早良区内の店舗や事業所等を紹介しており、スタンプラリーによって福岡市民 

の早良区内への集客を促進している。 

 
  ※注：「ＲＫＢラジオまつり」とは、福岡市早良区の百道浜地区にあるＲＫＢ放送会館周辺を

会場に毎年１０月中旬に２日間で開催されている一般消費者向けのイベント。平成２

７年度は約１０万人の来場者があり、物産販売コーナーでは県内各地域の名産・特産

品が集合する福岡県商工会のよかもんフェアも同時開催されている。 

 

  ※注：「早良みなみマルシェ」とは、早良商工会が参画する「早良みなみ塾実行委員会」で検

討する地域活性化事業のうちの一つであり、平成２７年度の来場者は約２,５００人。

早良みなみマルシェの開催により、早良区南部の魅力である新鮮な農作物や出店者が

工夫を凝らした手作り品などを販売する場（マルシェ）を通じ、早良区南部のＰＲと

にぎわい・交流の場を演出することを目的としている。毎年１１月に早良区脇山にて

開催しており、平成２８年で４回目の開催となる。 

 
  ※注：「せふりの杜木の葉祭」とは、福岡市早良区板屋地区にある背振少年自然の家で開催さ

れているイベントで、来場者数は約１,２００人。毎年９月に開催されており、平成２

８年度で１４回目の開催となる。早良区南部地域の農産物や名産品、福祉施設の手作

りグッツを販売している。早良区が早良区の活性化のために行っている「さわらの秋」事

業の一環で、早良区脇山校区と板屋地区の活性化を目的としている。 

 

（目標） 
支援内容 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

需要動向 

調査データの提

供数 

未実施 ５社 ６社 ７社 ８社 １０社 
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特産品 

テストマーケテ

ィングの回数 

未実施 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回 

特産品 

テストマーケテ

ィング出店 

事業者数 

未実施 ３社 ４社 ５社 ６社 ７社 

 

 

 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】 

（目的） 

小規模事業者の商品・提供役務について、顧客のニーズにマッチした需要動向の

分析を踏まえ、新たな需要の開拓をはかる。 

商談会の出展の有無に関係なく、地域内外へ販路開拓を希望する小規模事業者に

対してはネット販売システムの構築や、公的機関が運営するショッピングサイトの

登録支援等、ＩＴを活用した販路開拓支援を行う。 

ＢｔｏＣ支援のみならず、ＢｔｏＢ支援による需要の開拓も行う。 

 

（現状と課題） 

小規模事業者は、需要の開拓に対して視野が狭いため、対外的な商品ＰＲ力不足、

商品ＰＲを行う機会に乏しいことや、人脈づくりなどが最も大きな課題である。 

建設業においては、人手不足や取引先の確保のためには、少しでも多く横の繋が

りを強化する必要がある。 

また、食品製造・販売業者については、福岡県商工会連合会や福岡商工会議所等

の関係団体の開催するデパートやスーパーなどのバイヤーとの商談会や物産展に

出展を斡旋し、出展をしたとしても、出展会場でのバイヤーや一般消費者へのＰＲ

不足（チラシ、商品の陳列、パッケージデザイン、商談の進め方など）で成約に至

らないケースが多々あるため、成約機会のロスを減らす必要がある。 

また、多様な顧客ニーズに対する販路開拓・商圏拡大のためには、ＩＴを駆使し

た販路開拓支援が必要不可欠である。 

これらの現状と課題を踏まえた上で、改善策として商工会の会員・非会員を問わ

ず下記の事業を行う。 

 

（事業内容１） 

①異業種交流会の開催等によるマッチングニーズ支援【既存拡充】 

 

（支援対象者および効果） 

早良区南部地域の小規模事業者の異業種交流での自社ＰＲと、人脈拡大支援を行

う。 

全ての業種が支援対象であるが、特に当商工会地域で最も割合が高い建設業者に

は地域での繋がりが大きな販路開拓に繋がるケースが多いため効果は大きい。 
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（支援内容） 

    当会管轄区域の小規模事業者が出会う場を提供するための異業種交流会として、

年２回「ビジネスマッチング交流会」を開催し、早良区南部地域の小規模事業者の

マッチング事業を行う。 

希望者は出席者の前で事業所ＰＲを行う機会を設け、１社５分以内程度で具体的 

に出会いを求める業種の事業者に向けたＰＲや、商談会・物産展の出展での成功事 

例やマッチングを希望する内容などを、参加者する地域内の事業者に向けて登壇 

し、直接ＰＲする機会を設ける。 

また、事前にプロフィール・得意な技術・実績などの項目でアンケートを行い、

当日の参加者配布の資料にも参加者がどのような出会いを求めているか記載し、地

域内の需要に対するマッチング支援を強化する。 

当日は参加者がつける名札を業種ごとに色分けし、マッチング希望の業種の事業

者がわかりやすくお互い声がかけやすいシチュエーションを作る。         

特に、建設業者については、高齢者・障害者などを対象としたサービス事業者と

のマッチング支援や、介護福祉事業者を通じて市のヘルパーなどとのマッチング支

援を強化することで、バリアフリー等新たな販路開拓に繋げ、売上を伸ばす。 

 

 

（事業内容２）  

②地元の集客率の高い宿泊施設・物産販売所等との連携による特産品ＰＲ【新規】 

 

（支援対象者および効果） 

集客率の高い施設や物産販売所との連携により、早良区南部地域の特産品製造・

販売業者の販売ルートの拡大や新たな顧客獲得につなげる支援を行う。 

 

（支援内容） 

宿泊だけでなく日帰り入浴と食事での集客率やリピート率が高い「湧水千石の 

郷 ※注」や、早良区役所内の売店に地元の特産品を委託販売することで、地元の 

特産品のＰＲへと繋げる。 

上記顧客層は地元の農産品や漬物等を求めるニーズが高く、ここで販売やテス 

トマーケティングを行うことで様々な消費者ニーズの収集が期待される。 

その他、ＪＡ福岡市が運営する地元で採れた農産物や加工品を中心とした物産販 

売所である「博多じょうもんさん」や、地元の生産者を中心とした物産販売所であ 

る「ワッキー主基の里」などとも連携し、生産者側と販売者側のアイデアを融合さ 

せることで販路開拓を行う。 

さらに、農商工連携も視野に入れた地域資源になりうる商品の開発や、開発した 

商品の販路拡大支援を行えるよう、状況に応じて「ふくおか６次産業化・農商工連 

携サポートセンター」の活用も行っていく。 

   
※注：「湧水千石の郷」とは、元国民宿舎であり早良区を一望する絶景温泉とランチのバイ 

     キングが好評な施設。顧客の属性としておよそ９割が福岡市内に隣接する糸島市や 

     佐賀県などの近隣市町村からの来客で、福岡市内の中心部から１時間以内で来るこ 

     とができるという手軽さもあり、日帰りでドライブがてら訪れる顧客も多い。 
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  ※注：「ふくおか６次産業化・農商工連携サポートセンター」とは、福岡県の農山漁村の活性化 

を図るため、農林漁業者による加工・販売分野への進出や関連事業者との連携を促進す 

ることにより、農林水産物等の資源を有効に活用して、農山漁村地域における雇用の確 

保と所得の向上を目指す６次産業化の取組みを進めていく公的組織。 

 

（事業内容３） 

③関係団体の開催する商談会・物産展への斡旋と支援の強化【既存拡充】 

 

（支援対象者および効果） 

食品関係の商談会へ出展を希望するの小規模事業者への自社商品・サービスの販

路開拓支援、および商談会におけるバイヤーとの交渉・ＰＲに関する支援を行う。 

 

（支援内容） 

「ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ ｋｙｕｓｙｕ ※注」、「ふくおか農と商工の自慢の逸品展示 

商談会 ※注」など、福岡県、福岡県商工会連合会、また各種関連機関の商談会・物 

産展に関する情報提供を行う。 

 商談会や物産展はそれぞれ対象とするマーケットが異なるので、小規模事業者の 

販路開拓の方向性に適した情報を提供することで、無理無駄のない効果的な支援と 

することを重視する。 

   出展会場でのバイヤーへのＰＲがスムーズにいくように、小規模事業者に効果的 

なチラシの作成の仕方、商品の陳列の仕方、パッケージデザイン、バイヤーとの商 

談の進め方などの専門家相談を提案し、準備段階から様々な視点から販路拡大支援 

を行い、商談会には経営指導員も原則随行し、密度の濃い支援を行う。 

   また、商談会後は３か月に１回程度はその後の状況を巡回によりヒアリングし、 

伴走型のトータルコーディネートを行う。 
 

    ※注：「ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ ｋｙｕｓｙｕ」とは、福岡県、福岡市、福岡県商工会連合会、ジェ 

     トロ福岡、福岡地域戦略推進協議会、福岡商工会議所で構成する「Food EXPO Kyushu 実 

     ⾏ 委員会」が主体となり、BtoB事業（国内外食品商談会）と BtoC 事業（九州うまいもの 

     大食堂）を開催。九州産農林⾏ 産物、加工食品を国内外に発信し、地場食品関連企業の更 

なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を目的に開催。 

 

※注：「ふくおか農と商工の自慢の逸品展示商談会」とは、福岡県、福岡県商工会連合会が主催

      で、６次産業化や農商工連携による地域の取組を積極的に推進するために、福岡県内各 

           地の農林漁業者と商工事業者の自慢の逸品を一堂に集め、販売業者、卸売業者、飲食店 

           等の実需者に対する販路拡大を目指すもの。あわせて、農林漁業者と商工事業者のビジ 

ネスマッチングの機会を提供することで、両者の連携による新規事業の創出も目指す。 

 

 

（事業内容４） 

  ④ＩＴを活用した販路開拓支援【既存拡充】 

 

（支援対象者および得られる効果） 

 小規模事業者に対してまずはＳＮＳの活用支援からスタートし、ＥＣ支援まで行  
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 うことで、ＩＴツールを活用した早良区南部地域の小規模事業者の自社商品・サー  

 ビス内容のＰＲ及び商圏拡大支援を行う。 

 

 

（支援内容） 

    小規模事業者のＩＴに関する底上げを図るため、ＩＴツールの活用促進を目的と 

   したＩＴ研修会を毎年開催する。 

さらに専門的技術を必要とする際は福岡県商工会連合会のエキスパート派遣制 

度や、福岡よろず支援拠点などと連携することでＩＴに関するより効果的な支援も 

行う。 

また、小規模事業者の新たな販路開拓を支援するために、「ニッポンセレクト. 

   ｃｏｍ ※注」、「よかもん市場 ※注」、などの公的機関や団体が運営するインターネ 

  ットショッピングサイトの商品登録の斡旋を積極的に行い、商圏を全国に広げる販 

路開拓を行うＢtoＣ支援を行う。 

 
※注：「ニッポンセレクト.ｃｏｍ」とは、全国商工会連合会が運営する日本全国の絶品お取り寄 

せグルメ、隠れた逸品や特産品、匠の工芸品のショッピングサイト。農商工連携や地域資 

源の活用などにより開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等をＥＣサイトで紹介･ 

普及を行うことにより、地域の優れた産品を紹介･販売し、中小･小規模事業者の商品展開 

力･販売力の向上等を図ることが目的のサイト。 

 

※注：「よかもん市場」とは、 福岡県中小企業振興センターが運営する、福岡をはじめとする九 

   州の地場企業のためのショッピングサイト。九州ならではの伝統工芸品、食品、農産物な 

ど、自慢の逸品を全国にお届けすることが目的のＥＣサイト。 

 

（目標） 
支援内容 現状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

①-1異業種交流

会プレゼン登壇

事業者数 

４社   １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

①-2異業種交流

会マッチング 

事業者数 

２社 ４社 ４社 ５社 ６社 ７社 

       

②-1地元の物産

販売所等の出店

商品アイテム数 

未実施 ２品 ４品 ６品 ８品 １０品 

②-2地元の物産

販売所等の出店

商品１アイテム

当たりの売上増 

未実施 ３％ ５％ ５％ ８％ ８％ 

       

③-1商談会・物

産展出展支援 

事業者数 

２件 ４件 ４件 ６件 ６件 ８件 
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③-2商談会・物

産展商談成立 

事業者数 

１社 ２社 ２社 ３社 ３社 ４社 

       

④-1ＩＴ活用支

援公的 ECサイト 

登録事業者数 

未実施 ２件 ３件 ４件 ５件 ６件 

④-2ＩＴ活用支

援公的 ECサイト 

登録 1社当たり

の売上増 

未実施 ３％ ５％ ５％ ８％ ８％ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 １．地域活性化事業【既存拡充】 

福岡市早良区が実施している「早良みなみ塾実行委員会 ※注」や「さわらの秋企

画運営委員会 ※注」に参画することで、委員会に参画する地域における関係者が同

じ方向を向き、意識の共有を図りながら地域経済活性化の方向性を検討していく。 

また、地域の他団体との密接な連携により、早良区南部地域の観光資源や特産品

などの認知度を上げるためのブランド化や、にぎわいを創出する事業の開催・周知

等を行うことで地域経済の活性化を図る。 

   
※注：「早良みなみ塾実行委員会」 

     構 成 員：早良区役所、早良商工会、早良区南部地域５校区の自治協議会長５名 
※５校区：入部・早良・脇山・内野・曲渕地区 

     趣  旨：地域と団体、行政が共働で早良区南部地域の課題解決に向けた方策を

検討し、地域経済の活性化を推進する場である「早良みなみ塾」の運

営及び企画を行い、地域活性化の為に以下の事業を行う。 

     

  ※注：「さわらの秋企画運営委員会」 

     構 成 員：早良区長、早良区役所総務部長、早良区地区自治協議会会長、 

早良商工会、福岡商工会議所、 

          学識経験者（九州大学大学院農学研究院農業資源経済部門助教） 

有識者（西日本新聞社支局長、元ＲＫＢラジオ局次長、脇山あぐり倶楽部代表、 

西新発展協議会会長） 

     趣    旨：早良区の秋の自然や魅力、イベントなどを広くＰＲする枠組みを作り、 

各種メディア・媒体を通じてこれを情報発信することにより区民や地 

域、事業者の活動を支援し、地域及び地域経済の活性化を図る。 

 

（事業内容） 

 （１）「早良みなみマルシェ」の運営協力【既存拡充】 

早良商工会が参画する「早良みなみ塾実行委員会」で検討する地域活性化事 

業のうちの一つである。 

「早良みなみマルシェ」の開催により、早良区南部の魅力である新鮮な農作物 

や出店者が工夫を凝らした手作り品などを販売する場（マルシェ）を通じ、早良 

区南部のＰＲとにぎわい・交流の場を演出することを目的とする。 
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毎年１１月に早良区脇山にて開催しており、今年で４回目の開催となる。 

昨年度の来場者は約２,５００名。 

 

 （２）「イルミネーション事業」の開催【既存拡充】 

早良商工会が参画する「早良みなみ塾実行委員会」で検討する地域活性化事 

業のうちの一つであり、自動車での往来が多いメイン道路である国道２６３号 

線沿いに、恋人・家族・友達同士で訪れたい冬の定番スポットへの発展を目指 

すことを目的とする。 

平成２７年度から早良商工会青年部が音頭を取って事業を開始し、平成２８ 

年度からは商工会と同じ敷地内にある早良区役所入部出張所と入部公民館も合 

同で事業を行う。 

１１月２５日からクリスマスまでの１か月間商工会館の壁面に加え、隣接する 

早良区役所入部出張所と入部公民館の壁面ライトアップを行い、期間限定ではあ

るが、早良区南部地域の新名所としてＰＲを強化する。 

持続的なイベントとして、回を重ねるごとに地域内の他団体等へのイルミネー 

ションの波及効果も期待する。 

 

 （３）「さわらの秋事業」の運営協力【既存拡充】 

    早良商工会が参画し、「さわらの秋企画運営委員会」が企画運営している早良区 

のＰＲ事業である「さわらの秋」の一環として情報誌を発行している。  

９月～１１月の早良区の自然や地域の魅力、イベントなどを幅広くＰＲするた 

め情報誌「さわらの秋」（Ａ４版１６ページ）を使って情報発信することで、交 

流人口を増やし、地域及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

    早良区の自然・名所・歴史・特産品・民間や区の催事、早良区内の店舗や事業 

所等を紹介しており、福岡市民の早良区内への集客を促進するＰＲ情報誌。 

       印刷部数は１４,０００部で、地下鉄・西鉄の主要駅、市内観光案内所、区役所、 

協賛店（５０店舗）などで配布しており、スタンプラリーの協賛店になることで 

認知度アップとなる。 

早良商工会としては、特に管轄区域である早良区南部地域の自然を中心とした 

観光ＰＲと、地域の特産品ＰＲのため、早良区南部地域の事業者を積極的に斡旋 

支援する。 

前述の５．需要動向調査に関すること【指針③】で説明の「さわらの秋※注」事  

   業の一環として、早良区が「ＲＫＢラジオまつり※注」において、さわらの秋ブー 

     スを設置し、さわらの秋の協賛店のうち出店希望の８事業者の特産品販売・ＰＲ 

     する場を提供しているため、これについても早良区南部地域の事業者を積極的に 

   斡旋支援する。 

 

（４）飲食店・雑貨・工房マップおよび観光マップの作成【新規】 

早良区南部地域の周遊性をアップするため、早良区南部地域の飲食店・雑貨・ 

工房のマップと観光モデルコースマップの作成を行い、商工会のホームページか 

らも閲覧可能とし、地域の自然や魅力などを広く情報発信していく。 

     現在早良区もウォーキングマップや背振山登山マップ等の観光マップを製作し 

ているが、それらと内容が重複しないようなものとする。 
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 （５）さわら特産品振興委員会（仮称）の設置による「早良区南部地域ブランド」特 

産品の販路開拓支援強化【新規】 

   早良区南部地域の特産品の商品開発とＰＲを強化するために、早良商工会、早 

良区役所、地区内物産販売所、飲食店などを構成メンバーとした「さわら特産品 

振興委員会（仮称）」を設置する。 

これまで各関係機関が各々進めていた特産品に関する情報の共有を行うととも 

に、同じベクトルで地域振興について進めていくことを目的とする。 

商工会が「早良区南部地域ブランド」の認定を行い、その地域ブランドの販路 

開拓支援まで重点的に行うことにより地域ブランドの確立に努める。 

 

 

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ための取組 

 １．他の連携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）福岡県商工会連合会やその他公的支援機関との連携【既存拡充】 

福岡県商工会連合会が職種別に概ね年２回開催する経営指導員研修や経営支

援員研修の受講で職員の支援能力の向上を図る。 

また、福岡県商工会連合会、福岡商工会議所、よろず支援拠点等が事業所およ

び経営支援機関向けに開催する研修会等についても積極的に参加し、他の地区の

支援ノウハウを学び、情報交換を行うことで組織内に還元する。 

 

 （２）地域金融機関等との連携【既存拡充】 

年に１回以上必要に応じて「早良地区金融懇談会」を開催することで、地域金

融機関（福岡銀行野芥支店、西日本シティ銀行野芥支店、佐賀銀行野芥支店、佐

賀共栄銀行飯倉支店等）・日本政策金融公庫福岡西支店・福岡県信用保証協会大

濠支所などと小規模事業者支援のために役立つ金融施策動向や地域経済動向な

どについて、情報交換を密に行っていく。 

また、日本政策金融公庫主催で、福岡西支店管内の商工会・商工会議所の経営

指導員を対象に概ね年１回意見交換などを行う「経営改善貸付協議会」において、

他地区の現状や地域動向に関する意見交換を行う。 

 

 （３）福岡県中小企業支援協議会との連携【既存拡充】 

福岡県が福岡県中小企業振興条例に基づき中小企業支援の為に設置した福岡県 

中小企業支援協議会※に参画・連携を行う。 

中小企業・小規模事業者の創業の促進、経営基盤の強化の促進、新たな事業展 

開の促進、小規模事業者の持続的な発展支援等について、他の支援機関と情報共 

有しながら個社支援を行う。 

 
※「福岡県中小企業支援協議会」･･･ 福岡県内の中小企業・小規模事業者の抱える経営課題を解 

決するため、福岡県内の中小企業支援団体、金融機関等、 

市町村その他の関係機関と緊密に連携して、商工会・商工 

会議所が選定した企業の支援を行うもの。 
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２．経営指導員の資質向上等に関すること 

（１）各種研修会等の受講とＯＪＴ【既存拡充】 

中小機企業基盤整備機構が主催の中小企業支援担当者研修や、福岡県商工会連合

会が主催する階層別研修会に毎年参加することで、支援の現状把握や支援能力の向

上を図るとともに、同じ研修に参加している他地域の経営指導員等と情報交換を行

うことで、見識を深め、支援能力を高める。 

専門家相談においては職員が必ず同席することでＯＪＴを徹底し、支援能力の向

上に努める。 

経営指導員が研修や実務で習得したノウハウを全職員間で共有化するため、マ 

ニュアルの作成を行う。 

 

（２）職員間の支援情報の共有化【既存拡充】 

週に一度事務局長と経営指導員で支援内容を確認する会議を開き、支援事業者 

の支援内容について情報交換を行う。 

全職員による支援状況経過報告のための職員ミーティングも月初に毎月１回

以上、必要に応じて行う。 

支援中の小規模事業者の経営状況の分析結果や、支援内容の報告を支援事業者

別の経営カルテを作成の上、閲覧することで全職員の情報共有を徹底する。 

支援事業者の進捗状況を組織全体で段階的に把握することで、組織全体の共通

意識を持つこと、及び全体的な経営支援レベルの底上げに繋がるようにする。 

   

 

 ３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）事業の評価について 

年度末に 1年間の本計画の状況確認、成果の評価・見直し案を福岡県商工会連

合会・外部有識者である中小企業診断士、税理士等の専門家・福岡市の職員など

を構成メンバーとする評価委員会より評価を受ける。 

評価後、事業の成果・評価などの結果は理事会等への報告を経て、商工会のホ

ームページで公表する。 

 

（２）事業の見直しについて 

事業の成果に基づいた評価や見直しは、各項目の目標ごとに検証を行い、次年

度の支援方針の決定を行う 

成果の検証には、下記のＰＤＣＡサイクルにより具体的に検証を行う。 

・Ｐｌａｎ(計画)    ：経営発達支援計画事業達成の為の目標設定。 

・Ｄｏ（実施：実行）   ：設定した計画に沿って事業を遂行する。  

・Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）：事業の実施が計画に沿っているかどうか確認する。 

・Ａｃｔ（処置・改善）   :実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする。 

事業計画達成のため、軌道修正を臨機応変に行い、事務局の職員全員が各自の 

   置かれた役割を理解し、同じベクトルで効果的に目標達成に向けて対応する。 
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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１０月現在） 

（１）組織体制 

 

○早良商工会は８名の職員体制で、事務局長１名、経営指導員２名、 

経営支援員３名、記帳職員（臨時職員）２名の８名となっている。 

  ○経営発達支援計画の目標達成に向けて、職員間の情報の共有、意見交換を 

   活発に行っていく。 

  ○経営発達支援事業の推進については経営指導員２名が主となって行い、経営 

支援員３名は補助的業務を行う。 

  ○経営発達支援事業の進捗状況の管理は事務局長が行う。 

    

 

 

会 長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

経営指導員２名 

 

 

 

経営支援員３名・記帳職員（臨時職員）２名 

 

 

（２）連絡先 

 

 

福岡県福岡市早良区東入部２丁目１４－１０ 

   ＴＥＬ：０９２－８０４－２２１９  ＦＡＸ：０９２－８０４－４４５５ 

ＨＰ：http://www.sawara-sci.com 

   ｅ－ｍａｉｌ：sawara@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） 

 ２９年度 

(２９年４月

以降) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額  ２,０００ ２,０００ ２,０００ ２,０００ ２,０００ 

 

Ⅰ．地域経済動向

調査費 

  

Ⅱ．経営状況分析

事業費 

  

Ⅲ．事業計画策定 

  事業費 

 

Ⅳ．需要動向調査 

  事業費 

 

Ⅴ．経営指導員等

資質向上事業

費 

  

Ⅵ．販路開拓 

  出展支援事業  

 費 

 

２５０ 

 

 

１５０ 

 

 

２５０ 

 

 

３５０ 

 

 

２００ 

 

 

 

８００ 

 

 

 

２５０ 

 

 

１５０ 

 

 

２５０ 

 

 

３５０ 

 

 

２００ 

 

 

 

８００ 

 

 

 

２５０ 

 

 

１５０ 

 

 

２５０ 

 

 

３５０ 

 

 

２００ 

 

 

 

８００ 

 

 

 

２５０ 

 

 

１５０ 

 

 

２５０ 

 

 

３５０ 

 

 

２００ 

 

 

 

８００ 

 

 

 

２５０ 

 

 

１５０ 

 

 

２５０ 

 

 

３５０ 

 

 

２００ 

 

 

 

８００ 

 

 

 

（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 

 

県補助金、市補助金、会費、手数料収入、受託事業費 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地域経済動向調査においては、業種ごと（建設業・製造業・小売業・卸売業・サー

ビス業の５種類）に調査を行い、売上・仕入額、経費額、所得金額といった決算状況

から、従業員数、取引関係、後継者の有無など実態調査を専用の調査シートでヒアリ

ングを行う。 

結果の集計に関して商工会連合会や専門家（中小企業診断士等）、顧問税理士と連

携し、地域外の経済状況との比較のためのデータの集約と、地域内小規模事業者が効

果的な経営分析に活かせるための情報提供を行う。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

   経済動向調査で抽出した情報をもとに、商工会連合会や専門家（中小企業診断士

等）と連携し、小規模事業者個社の課題克服のための経営分析を行い、個社にフィ

ードバックすることを支援する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

   経営分析を行った事業所を中心に、事業計画策定に関するセミナーや個別相談会

の開催などから、事業計画策定を必要とする事業所の掘り起しを行い、関係金融機

関・福岡県商工会連合会・各種専門家（中小企業診断士等）等と連携し、策定支援

を行う。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   地元金融機関、日本政策金融公庫と連携し、創業希望者の情報収集や創業融資の

支援のほか、創業後も顧問税理士や各種専門家と連携しながらフォローアップを行

う。 

また、日本政策金融公庫とは密に連携し、小規模事業者経営発達支援融資制度の積

極的な斡旋も行う。 

 

５．需要動向調査に関すること 

   地域内外の顧客動向や需要動向を調査し、分析を行うために福岡県商工会連合会

や専門家と連携する。 

また、地域の特産品などの販路開拓支援として、地域の関係機関の開催するイベン

トなどでテストマーケティングを行う。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   需要動向調査により抽出した販路開拓ニーズに対応するために、関係機関が開催

する商談会や物産展などを斡旋するとともに、それらには経営指導員が可能な限り

随行し、伴走型の支援を行う。 

   また、公的機関のＩＴマッチングサイトの積極的な斡旋支援も行う。 
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連携者及びその役割 

１．地域の経済動向調査に関すること 

  ○福岡県商工会連合会   Ｔｅｌ：０９２－６２２－７７０８ 

   会長 城戸 津紀雄 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡県中小企業振興センタービル７階 

   

○顧問税理士       Ｔｅｌ：０９２－８９４－１０３１ 

中村裕子税理士事務所   

   福岡市西区姪の浜３－３９－１－１０６号 

                 

  ○専門家（中小企業診断士） 

福岡県商工会連合会嘱託専門指導員及びエキスパートバンク登録者 

   

   職員のみのデータ分析では現状の実態把握と変化がなく、税理士や専門家などが 

  多く持つ企業データとの比較や管轄地域外の企業情報とも比較し、分析データを作 

成していく。 

また、専門家には、データ分析を行って頂くうえで、企業データを体系的に整理し

てもらい、相談時に使用する分析データが小規模事業者にも分かりやすく提示してい

けるようにする。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

○福岡県商工会連合会   Ｔｅｌ：０９２－６２２－７７０８ 

 会長 城戸 津紀 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡県中小企業振興センタービル７階 

   

○顧問税理士       Ｔｅｌ：０９２－８９４－１０３１ 

中村裕子税理士事務所   

 福岡市西区姪の浜３－３９－１－１０６号 

                 

  ○専門家（中小企業診断士） 

福岡県商工会連合会嘱託専門指導員及びエキスパートバンク登録者 

 

  ○中小企業基盤整備機構九州本部   Ｔｅｌ：０９２－２６３－１５００ 

   本部長 山地 禎比古 

   福岡県福岡市博多区祇園町４番２号サムティ博多祇園２Ｆ 

  

   データ集計の際には経済動向調査同様、専門家の持つ知識や情報を提示して頂き、 

小規模事業者データの作成を行う。 

セミナーの開催、経営分析を行う上で、専門的な課題に対しては福岡県商工会連 

合会の専門家派遣事業を活用し、小規模事業者の個社の状況に適した支援策の検討を 

行う。 
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３．事業計画策定支援に関すること 

○各種専門家（中小企業診断士、社会保険労務士等） 

福岡県商工会連合会嘱託専門指導員及びエキスパートバンク登録者 

福岡市中小企業サポートセンター登録専門家（中小企業診断士） 

 

○福岡県商工会連合会   Ｔｅｌ：０９２－６２２－７７０８ 

 会長 城戸 津紀雄 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡県中小企業振興センタービル７階 

                   

  ○福岡市中小企業サポートセンター Ｔｅｌ：０９２－４４１－１２３２ 

  （福岡市経済観光文化局  経営支援課   課長  梯  浩一） 

   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２階 

 

  ○公益財団法人福岡県中小企業振興センター Ｔｅｌ：０９２－６２２－６２３０ 

   理事長 高木 郁夫 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡中小企業振興センタービル６階 

 

  ○福岡県事業引継ぎ支援センター   Ｔｅｌ：０９２－４４１－６９２２ 

   福岡県福岡市博多区博多駅前 2丁目９－２８ 福岡商工会議所ビル７階 

 

 各種専門家と連携することにより、経営計画策定から策定後のフォローアップまで

をスムーズに行う。 

また、事業計画策定セミナー、個別相談会の開催から事業計画書策定、策定後のフ

ォローアップまでをスムーズに行えると共に、包括的な支援が可能となる。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

○福岡県商工会連合会   Ｔｅｌ：０９２－６２２－７７０８ 

 会長 城戸 津紀雄 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡県中小企業振興センタービル７階 

 

○顧問税理士       Ｔｅｌ：０９２－８９４－１０３１ 

中村裕子税理士事務所   

 福岡市西区姪の浜３－３９－１－１０６号 

    

  ○福岡市中小企業サポートセンター Ｔｅｌ：０９２－４４１－１２３２ 

  （福岡市経済観光文化局  経営支援課  課長  梯  浩一） 

   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２階 

 

  ○各種専門家（中小企業診断士、社会保険労務士等） 

商工会連合会嘱託専門指導員及びエキスパートバンク登録者 

福岡市中小企業サポートセンター登録専門家 
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  ○地元金融機関 

   ・西日本シティ銀行野芥支店   Ｔｅｌ：０９２－８６１－６５１１ 

        福岡県福岡市早良区野芥１丁目２－４３ 

    

・福岡銀行野芥支店       Ｔｅｌ：０９２－８６２－３６１１ 

    福岡県福岡市早良区野芥２丁目７－１ 

    

・佐賀銀行野芥支店       Ｔｅｌ：０９２－８６２－６３７１ 

    福岡県福岡市早良区野芥７丁目８－５ 

    

・佐賀共栄銀行飯倉支店     Ｔｅｌ：０９２－８７１－２８３３ 

    福岡県福岡市早良区飯倉７丁目３２－１０ 

   

○日本政策金融公庫福岡西支店   Ｔｅｌ：０９２－７１２－４３８１ 

   支店長  白倉 和弘 

   福岡県福岡市中央区大名１丁目４－１ ＮＤビル 

 

  ○福岡県信用保証協会大濠支所   Ｔｅｌ：０９２－７３４－５９２４ 

   支所長  白水 勝哉 

   福岡県福岡市中央区黒門２－２８ 

 

  ○福岡市中小企業サポートセンター Ｔｅｌ：０９２－４４１－１２３２ 

  （福岡市経済観光文化局  経営支援課  課長  梯  浩一） 

   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２階 

 

金融機関や日本公庫などとの情報交換により、創業希望者の情報収集を行い、創 

業までの金融面でのバックアップ支援をスムーズに行う。 

また、創業後も税理士をはじめとした専門家との連携によりフォローアップ支援 

も万全に行う。 

 

５．需要動向調査に関すること 

○福岡県商工会連合会    Ｔｅｌ：０９２－６２２－７７０８ 

  会長 城戸 津紀雄 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡県中小企業振興センタービル７階 

 

  ○専門家（中小企業診断士） 

   福岡県商工会連合会嘱託専門指導員及びエキスパートバンク登録者 

 

  ○福岡市早良区役所総務部企画課    Ｔｅｌ：０９２－８４１－２１３１ 

   課長  新原  明彦 

   福岡県福岡市早良区百道２丁目１－１ 

 

   新たな需要開拓には需要動向調査は不可欠であり、その調査・提供のために福岡 
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県商工会連合会の専門家等と連携して情報の分析を行う。 

 また、関係諸団体の開催する地域振興イベントで地域資源になりうる特産品のテ 

ストマーケティングを行う。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

○福岡県商工会連合会   Ｔｅｌ：０９２－６２２－７７０８ 

 会長 城戸 津紀雄 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡県中小企業振興センタービル７階 

 

  ○福岡商工会議所   Ｔｅｌ：０９２－４４１－１１１０ 

   会頭  磯山  誠二   

   福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目９－２８ 

 

  ○公益財団法人福岡県中小企業振興センター Ｔｅｌ：０９２－６２２－６２３０ 

   理事長 高木 郁夫 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡中小企業振興センタービル６階 

 

  ○６次産業化・農商工連携サポートセンター Ｔｅｌ：０９２－６２２－７５７５ 

   （公益財団法人福岡県中小企業振興センター内） 

   福岡県福岡市博多区吉塚本町９番１５号 福岡中小企業振興センタービル６階 

 

  ○ＪＡ福岡市入部支店   Ｔｅｌ：０９２－８０４－２３１６ 

   福岡県福岡市早良区東入部６丁目１８－３ 

 

  ○湧水千石の郷   Ｔｅｌ：０９２－８７２－４１４１ 

   支配人 池田 高之 

   福岡県福岡市早良区石釜３３３ 

 

   福岡県商工会連合会、福岡商工会議所との連携により、販路開拓商談会や展示会 

等への出展支援をスムーズに行い、小規模事業者の販路開拓の可能性を広げる。 

 ＪＡ福岡市の運営する物産販売所・地元観光施設や事業所が運営する物産販売所な

どとの連携で、特産品のテストマーケティングから販路開拓支援まで行う。  

関係機関が運営するＩＴマッチングサイトなどへの積極的な斡旋も行う。 

 また、関係機関との連携を深めることで、６次産業化や農商工連携も視野に入れ 

た商品開発支援も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 






