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経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

久留米東部商工会 

（法人番号 ）1290005013265 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日から平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

 

小規模事業者の持続的発展のために、他の支援機関と連携しながら次の５つを

総合的目標と定め、伴走型支援に取り組んでいく。 

①経営に関する情報拠点の役割を果たす ②持続的経営の基盤となる個社の利

益を創出する ③地域小規模事業者の新たな販路・需要を創出する ④地域に

おける創業・第二創業の希望をかなえる ⑤小規模事業者が安心して経営に取

り組むことができる環境をつくる 

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】 

 各種統計調査等の活用と提供及び独自の経営状況調査の実施、分析、提供を

行なう。 

２．経済状況の分析に関すること【指針①】 

 巡回によるＳＷＯＴ分析、個別セミナー等による経営課題、戦略の抽出を行

なう。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 事業計画策定の必要性を訴えながら、独自開催の策定セミナーへ誘導し、指

導員の伴走型支援により事業計画策定支援を行う。また、三井管内商工会によ

る広域連携体制を構築し、合同で創業塾等を開催する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業遂行がスムーズに行くよう、ヒアリングシート等で進捗状況等を確認し、

問題がある場合は軌道修正させる。また、広報誌等で積極的なＰＲを行なう。

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 分析ツールを利用して需要動向や商圏分析の情報を事業者へ提供する。また

一般消費者を対象にした消費動向・需要調査や、高齢者へのグループインタビ

ュー調査を実施し、それを分析して対象事業者に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】 

 買物弱者支援を通じた販路開拓支援、商談会･物産展・ネットショップへの出

店斡旋、道の駅くるめでの販売機会創出、空き店舗誘致による創業支援など、

小規模事業者の販路開拓を支援する。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み 

 地域資源の発掘･創出と有効活用を目的に、“地域のいいもの発見会議”“地

域のいいもの活用委員会”を設置するとともに、コスモス街道の観光客を小規

模店舗へ回遊させる戦略事業を実施する。 

 

連絡先 

久留米東部商工会 

善導寺事務所：福岡県久留米市善導寺町飯田 424-1  ℡0942-47-1231 

北 野事務所：福岡県久留米市北野町中 3294-1     ℡0942-78-3311 

代表メール ：kurumetoubu@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 

Ⅰ．久留米東部商工会地区の現状 

１．久留米東部商工会エリアの立地 

久留米東部商工会区域は、福岡県南にある久留米市の中で東北部に位置する久留米

市北野町、東部に位置する久留米市善導寺町及び久留米市大橋町であり、南に耳納連

山を眺め、中央を筑後川（筑紫次郎）が東西に流れる風光明媚な農業を主体とした地

域であります。 

  久留米市は人口 306,380 人、世帯数 129,620 世帯で県南の中心都市として、地域経

済活動の拠点となっており、また、久留米大学医学部をはじめとする医療機関が充実

した地方都市であり、近年海外の富裕層が最新医療を求め数多く訪れています。 

  久留米市は、平成１７年２月に周辺４町（三井郡北野町、三潴郡三潴町、三潴郡城

島町、浮羽郡田主丸町）を吸収合併し新たに中核市となったもので、その為、一行政

区域内の中心部には久留米商工会議所、周辺部には３商工会（久留米東部商工会、久

留米南部商工会、田主丸町商工会）が併存するという他にあまり例を見ない自治体で

あります。 

  本会は、平成２３年４月１日、旧久留米市の東部に位置していた東久留米商工会と

三井郡北野町に存立していた北野町商工会が合併して設立されたものであり、単会と

しては、まだ歴史が浅い商工会であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人口の動き 

  商工会合併当時のエリアにおける人口は 27,520 人、9,415 世帯であったものが、平

成２７年４月には人口 27,174 人、10,042 世帯（久留米市統計）となり、人口に関し

てはほぼ横ばいであるものの、久留米市中心部及び福岡市への通勤圏内ということも

あり、世帯数は毎年増加しています。 

  しかしながら、老齢人口（６５歳以上）の割合は毎年増加しており、平成２３年４

月に 23.8％だったものが平成２７年４月で 27.6％となっており（久留米市統計）、今

後もこの傾向は進んでいくものと考えられます。 

久留米市 

久留米東部商工会区域 
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３．地域産業の状況（農業・観光産業・商業・工業） 

  久留米市は筑後平野の中心部に位置し、筑後川の恵みを受けて水稲及び野菜生産の

一大産地となっており、耳納連山の麓では柿・みかん等の果樹生産が盛んに行われ、

県下でトップの農業生産額となっています。当地域は、浄土宗の大本山善導寺、柳坂

曽根の櫨並木、北野天満宮、コスモス街道といった観光地があり、日本風景街道九州

ルート「みどりの里・耳納風景街道」登録エリアの一端を担っており、これらは地域

産業の基盤となっています。また、平成２０年５月、善導寺町にオープンした道の駅

くるめも、農産物や特産品の販売や地域コミュニケーションの場を創出するなど、多

くの利用者が訪れ、地域交流の拠点として活気を見せています。これら観光・施設を

活かしたコスモスフェスティバル、善導寺ちんぜい夏まつり、大本山善導寺除夜の鐘、

環境フェスティバル「もったいなかっ祭」といった観光振興に商工会が取り組んでい

ますが、一過性の観光に止まっており、観光資源として活かすことが出来ていないの

が現状です。継続的に地域経済に寄与する機能強化が課題として求められています。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

人口 27,520 27,402 27,467 27,287 27,174 

世帯数 9,415 9,552 9,783 9,893 10,042 

65 歳以上 6,552 6,740 6,975 7,247 7,507 

北野天満宮 浄土宗大本山善導寺 
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Ⅱ．久留米東部の商工業の課題 

１．久留米東部の商工業者数（商工会実態調査） 

平成２７年４月１日現在 

 建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食店

宿泊業

サービ

ス業 
その他 合計 

商工業者数 117 59 47 203 61 170 80 737 

会員数 106 35 17 118 30 118 29 453 

組織率(％) 90.6 59.3 34.2 58.1 49.2 69.4 36.3 61.5 

 

２．商工業者の業種別課題 

 ■地区内全業種概要 

商業・サービス業が商工業全体の 65.3％を占め基幹産業となっており、工業はこれ

といった基幹産業はなく、建設業及び土木業が事業所の大半を占めていますが、経営

者の高齢による廃業やそれに伴う空き店舗の増加など、事業承継と空き店舗対策が課

題となっています。 

周辺競合の激化（近隣地域への大型商業施設の進出）、経営者の高齢化、後継者不足

等で廃業が増えており、今後更に厳しい状況が続くものと推測されます。また、小売

業者の減少は、高齢者等の買物弱者にとって日常生活に支障をきたす状況にも陥って

います。 

 

 ■商業・サービス業の概要（商工会実態調査） 

平成２７年４月１日現在 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

商業・サービス業者数 488 488 488 481 

会員数 301 289 286 283 

組織率(％) 61.7 59.2 58.6 58.8 

 

  商業・サービス業は、事業者数の減少が続いています。近隣の大型商業施設などへ

の購買力流出、固定客の高齢化および地域の人口減少、情報化の急速な発展といった

厳しい経営環境にあり、地域住民の生活に身近なサービスや新規顧客の獲得と新たな

販路開拓につながる取り組みが必要となっています。 

 

 ■工業・建設業の概要（商工会実態調査） 

平成２７年４月１日現在 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

工業・建設業者数 203 203 203 176 

会員数 148 144 143 141 

組織率(％) 72.9 70.9 70.4 80.1 
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  工業・建設業は、事業者数の減少が続いています。調査による従業員数は増加傾向

にあるものの、製造業・建設業ともに人材不足により、販売力・営業力の強化による

販路開拓や技術開発・技能承継に踏み込むことができないことが課題となっていま

す。また、下請け企業が多く、景気動向に大きく左右されるため、材料費の高騰等に

よる収益確保が不安定であり、競合他社との事業差別化が困難なことも課題となって

います。 

 

３．地域経済活性化の今後の課題 

■ビジネスチャンスへの支援につながる連携の課題 

  近年、地域の文化・名所特産品などを活用し多様なサービスを提供することが望ま

れ、地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場として道の駅が注目されています。

善導寺町おいても道の駅くるめが平成２０年５月にオープンしたことで、多くの利用

者で賑わう地域活性化の核となっています。 

  久留米市は、福岡県内でも最大の農業生産都市であり、当地域も農業が盛んで、米、

野菜、果物など様々な農産物が栽培されています。農商工連携の観点からも農産物や

特産品など様々な地域資源を有効活用し、商工業の持続的発展や新商品・新技術の開

発、観光振興での連携を通じ、地域経済の活性化および活力あるまちづくりが求めら

れています。 

 

■空店舗の課題 

  経営者の高齢による廃業に伴い、商店街等の空き店舗率は高まり、地域商業に疲弊

感が生まれ商店街等全体の魅力低下にもつながっています。事業承継と空き店舗対策

としての出店者誘致が商店街等および地域商業活性化の課題となっています。 

 

■地域住民高齢化の課題 

  久留米市住民基本台帳データによると、平成２８年１０月１日現在の久留米市全体

の高齢化率は 25.4％で全国平均並ですが、当商工会内の金島校区は 35.1%、大橋校区

にいたっては 37.9％と特に高齢化が進展しています。 

更に平成２５年９月に久留米市が実施した市民ヒアリング調査においては、特に買

い物に不便を感じている住民が多い地区として、この２校区並びに当商工会のエリア

に隣接する草野校区、山本校区、山川校区が認定されています。 

  中長期的にも高齢化の傾向は確実に進行していくと思われ、高齢者単身世帯の社会

的援助、買い物や移動手段が確保できない高齢者（買物弱者）のための生活支援に視

野を広げた、商業サービスの取り組みが必要とされています。 

 

４．商工会の現状と課題 

 ■商工会の現状～これまでの取組 

  久留米東部商工会は、平成２３年４月に２商工会（北野町・東久留米）が合併し新

たな一歩を踏み出しましたが、県下統一事業として巡回訪問の徹底を図り、経営革新

計画の策定支援、創業・ものづくり・小規模事業者持続化補助金等の申請支援を行い、

地域に根差した経済団体として事業者からの要請はもとより地域からの期待にも応
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え、経営支援サービスの拡充、地域コミュニティ活動の強化に努めてきました。 

 主な事業状況は以下のとおりです。 

 

 ①経営改善普及事業 

□経営指導員の相談・指導 

窓口相談はもちろん、事業所への巡回訪問により、経営改善ならびに創業・経営

革新・補助金申請といった事業発展に向けた取り組みを支援しています。 

 経営や技術力の強化といった高度な相談に対しては、筑後広域連携拠点（福岡県

商工会連合会）の広域経営支援コーディネーターと連携し、専門家を派遣する「エ

キスパートバンク」を活用して、具体的かつ実践的なアドバイスによる指導で問題

解決に取り組んでいます。 

 

□講習会の開催による指導 

 日々変化する経営環境に事業者が対応するために必要な知識や施策情報など、実

務に則した内容のセミナーを集団・個別の指導形式で実施しています。 

【平成２７年度開催状況】 

 （集団指導）セミナー延べ１４回、受講者延べ２３５名 

   マイナンバーセミナー、パソコンセミナー、ＬＩＮＥ＠の始め方、 

集客力向上セミナー、フォークリフト運転技能講習会ほか 

 （個別指導）セミナー延べ１７回、受講者延べ２６２名 

   顧問税理士による税務個別指導、確定申告指導、消費税申告指導 

 

□労働保険事務代行、共済制度相談 

 労働保険事務組合として、事業者に代わって労働保険に関する申告や納付、及び

書類提出など事務手続きを代行しています。また、商工貯蓄共済制度や小規模企業

共済制度をはじめとする各種共済、保険制度の相談に対応し、事業者の福利厚生面

での経営の安定をサポートしています。 

 

□金融相談・斡旋 

 商工会の推薦により日本政策金融公庫が融資する「マル経融資制度」をはじめ、

県・市制度融資など、経営改善のための金融や信用保証に関する相談や斡旋および

計画書の作成について、各金融機関と連携した支援に取り組んでいます。 

 

□経営支援員等の記帳継続指導 

 税務申告および経理のサポートとして、記帳代行による元帳作成など記帳業務を

事業者に代わり処理します。インターネットを利用した「ネット de 記帳」の利用 

により、操作方法から記帳・経理の指導までインターネット上で商工会がサポート

することで、記帳機械化（自計化）による経営管理を支援しています。 

【平成２７年度指導状況】 

 （記帳専任職員３名）指導延べ８７８回、対象事業者１６５名（２８） 

（記帳指導員３名） 指導延べ６１９回、対象事業者 ８８名（２３） 

          ※（ ）内は機械化数で自計化１１件を含む。 
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 ②商業・工業振興事業 

□プレミアム付商品券発行事業 

 商品券「みんなでがんばる券」を発行し、地域内の消費者の利便性向上による消

費の喚起および地域外への購買流出防止による地域経済の活性化を図り、地域内商

工業の振興発展に資することを目的に事業を実施しています。平成２７年度は販売

額４億円（発行額４億８千万円）、２３４店が取扱加盟店として登録しました。 

 

□歳末大売出し 

 善導寺・大橋地区ならびに北野地区それぞれに１２月の大売出し期間を設け、消

費者が参加する抽選会を行う歳末大売出しを実施しています。平成２７年度は善導

寺・大橋地区で２１店、北野地区で４８店が加盟店となり実施しており、地域での

購買喚起と賑わいづくりに取り組んでいます。 

 

□中小企業地域活性化空き店舗対策 

 久留米市の支援を受け、地域商業の活性化を図るため、空き店舗に入居する事業

者に対して改装費等を補助する「空き店舗対策事業」を行っています。空き店舗の

改装に要する費用（工事請負費）、設備導入費および使用する備品の購入費で補助 

上限額（市補助金と商工会助成金の合計）は５０万円です。 

 

□各種技能講習会実施による資格取得支援 

 労働現場での安全確保と従業員教育を支援するため、登録教育機関と連携し技能

講習会を実施しています。フォークリフト講習会（近隣５商工会での合同実施）等

の開催を通して、事業に必要な技能資格取得支援に取り組んでいます。 

 

 ③観光振興事業 

  地域観光・施設を活用した「久留米市コスモスフェスティバル」、「善導寺ちんぜい

夏まつり」「大本山善導寺除夜の鐘」などを開催し、観光振興と地域の賑わいづくり 

に取り組んでいます。 

 

 ④販路開拓支援・広報事業 

  地域事業者が持つ商品や特産品の販路開拓や商品力強化を支援するため、「ニッポ 

ン全国物産展」、「福岡県商工会よかもんフェア」、「岩田屋久留米店バイヤー求評（商

談）会」など物産展・商談会への出展、コスモスフェスティバルをはじめとする商工

会等が開催するイベントへの出店をサポートしています。 

また、広報事業として広報誌「久留米東部商工会通信 よかよか」を年６回発行（全

世帯配布１回）するほか、ホームページ、フェイスブックページから商工会の取り組

み紹介等の情報発信を行っています。 

 

⑤福利厚生事業 

  商工振興委員による会員記念日プレゼント事業では、全会員の誕生日や結婚記念日

等に地域の委員が事業所を訪問しプレゼントを届ける取り組みを行っています。 
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また、事業所の事業主・家族・従業員の労働環境および利便性の向上を目的とした

巡回による定期健康診断（集団検診）事業を実施しています。 

 

 ■商工会の課題と対応 

  合併して６年目を迎え、経営指導員および経営支援員による小規模事業者の経営改

善を図る相談・指導をはじめ、自主財源の確保と組織率の向上、その他商工業・観光

振興事業を推進しています。しかし、内部業務の見直しと情報整理がなされず、結果

として計画的な事業展開に至らず、場当たり的で受け身の経営支援業務にとどまって

いるという課題があります。 

  この課題を経営発達支援計画により整理し、職員が一丸となった支援体制が構築さ

れ、小規模事業者の持続的発展に向けた支援実行に取組むことで、他の支援機関・関

係機関との連携も強化され、地域社会における商工会の存在価値を高めると同時に、

地域経済の活性化を図ります。 

地区内商工業および商工会の現状から考えられる課題は以下のとおりです。 

 

（課 題） 

①各種調査や統計データが支援ツールとして管理できておらず、踏み込んだ小規模事

業者への支援の現場で活用されていません。 

 

 ②事業計画の策定からそれに基づく管理経営の実施による持続的発展を支援するこ 

とが重要視されるべきであり、小規模事業者の存在維持があり地域経済が活性化さ

れることが望まれています。 

 

 ③人口動向や消費動向、イベントの効果などといった地域の現状が十分に検証されて

おらず、小規模事業者が地域で活力ある経営を継続させる提案が不足しています。

 

 ④地域資源や小規模事業者が持つ商品力や技術力の活用とＰＲに十分に取り組めて 

いません。 

 

 ⑤関係機関との連携について、連携先および連携の内容が狭く限定的な面があり、真

に小規模事業者のビジネス支援につながる取り組みに至っていません。 

 

 ⑥商工会が取り組む事業および内部業務・情報の整理と、より計画的な支援事業の実

  施が求められるとともに、職員個々のスキルアップと職種間の連携による支援体制

の構築が必要とされています。 

 

Ⅲ．久留米東部における経営発達支援事業の今後の目標 

【中長期的な振興の在り方】 

  久留米市は、平成１２年に「水と緑の人間都市」を都市づくりの基本理念に、「誇

りがもてる美しい都市 久留米」、「市民一人ひとりが輝く都市 久留米」、「活力あふ
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れる中核都市 久留米」の３つの都市像を目指す都市の姿として掲げ、戦略性と協働

性を基本視点とした都市づくりを総合的に進めていく１０年間の「久留米市新総合

計画 基本構想」を定めました。この基本構想に基づき、人口減少・超高齢社会を持

続的発展へ向けた都市づくりの総合的課題として捉えた、５年間の久留米市新総合

計画第３次基本計画が策定されました。この基本計画では、①超高齢社会など時代

を見据えた都市の構築、②幸せを実感できる市民生活の実現、③住み続けたいと思

える、住み続けられる地域社会の形成を基本的視点としています。 

  これを受けて、久留米東部商工会は、久留米市の将来展望および地域小規模事業

者の現状と課題を踏まえ、基幹産業である商業・サービス業を中心とした個社の持

続的発展による地域経済活性化と地域生活拠点の機能維持を目的として、経営発達

支援計画の目標と方針を掲げ、具体的な事業を推進します。 

 

【経営発達支援計画事業の目標と方針】 

  中長期的な視点における目標として、小規模事業者の事業計画に基づく経営の促

進および販路開拓支援等による経営の持続的発展が挙げられます。その達成の為の

本計画の取り組みとして、小規模事業者の経営状況および地域経済の活性化におけ

る課題並びに商工会の課題を踏まえた上で、行政、地区・管内商工会、県商工会連

合会、他支援機関・関係機関、専門家等との連携を強化し、経営発達支援事業によ

る伴走型の個社支援を行うため、以下５つの目標と、それを達成するために取り組

む事業の具体的な方針を定めます。 

① 経営に関する情報拠点の役割を果たす 

《方針》小規模事業者の持続的経営発達に寄与する各種調査データ、小規模事業者 

支援施策、講習会等開催といった経営をサポートする情報の提供強化を図り 

ます。 

② 持続的経営の基盤となる個社の利益を創出する 

《方針》各種調査報告や統計を整備し、さらに独自の景気動向・経営指標調査を実 

施することで、小規模事業者の経営環境に関する情報を整理し、課題を抽出 

し事業者と共有します。またそれを基に、他の支援機関ならびに専門家と連 

携した事業計画策定および実行支援に取組みます。 

③ 地域小規模事業者の新たな販路・需要を創出する 

《方針》地域における買物実態および支援ニーズの把握と「お買い物サポートサー 

ビスガイド〔久留米東部エリア版〕」の作成等を通じ、事業者と共に買物弱 



９ 
 

者を支援する取組みを検討し実施することで、地域の活力づくりと小規模事 

業者の個社の売り上げ向上による持続的発展に良好な相関関係を促します。 

また、関係機関との連携を生かした商談会・物産展への参加機会と、事業者 

の商品・技術特性を見極めた上での販路開拓の場の提供を効率的に行い、小 

規模事業者の取引拡大・販路開拓を支援します。また道の駅くるめとの連携 

を強化し、小規模事業者が手掛ける特産品の地域における販売場所をより充 

実させることにより、効果的な販売促進と利益創出を図ります。 

さらに「地域のいいもの発見会議(仮)」等の設置により、魅力ある地域資源 

の開発とそれを活用した販売促進への取り組みを支援することで、地域と小 

規模事業者が一体となった地域経済の活性化を推進するとともに、知られて 

いない会員事業所の新商品、新技術等の地域ブランド化を図り、地域イベン 

ト等も活用した小規模事業者の販路開拓を支援します。 

④ 地域における創業・第二創業の希望をかなえる 

《方針》創業支援に係る地域連絡会議での情報交換および久留米市商工政策課、日 

本政策金融公庫、その他金融機関、管内商工会との連携により、事業承継・ 

空き店舗対策関連施策を効率的に利用・推進することで、創業者と第二創業 

者の掘り起しと積極的な空き店舗への誘致斡旋を図ります。 

⑤ 小規模事業者が安心して経営に取り組むことができる環境をつくる 

《方針》地区・管内商工会をはじめ県商工会連合会、行政や他の支援機関、また専 

門家との連携により、経営発達支援事業における各テーマの効果的な実行の 

ため、より多角的な情報活用を推進します。また職種や所属の枠にとらわれ 

ず、研修会への参加や関係機関・専門家との意見交換により、能力の向上と 

情報共有を図ることで伴走型の小規模事業者支援力を高めます。 

また、経営発達支援事業をはじめ商工会が取り組む事業については、明確な 

事業評価の導入による検証と計画の見直しを実施し、効果的な事業実行とと 

もに、小規模事業者の持続的発展と地域経済の活性化に取り組む商工会の情 

報発信を図ります。 
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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】 

  ≪課題と取組概要≫ 

   地域の経済動向調査については、これまでも各種調査や統計情報を入手していま

したが、それを地域の小規模事業者に対しほとんどフィードバックできていません

でした。 

今後は、商工会組織をあげて行なっている各種調査や統計等の情報を公開すると

ともに、それらの調査報告や統計を基礎資料としながら、新たに商工会独自の景気

動向調査、並びに経営指標調査を行いその調査結果をもとに、専門家と連携して、

地域内の景気動向を明確にするとともに、業種別の指標を分析して経営課題を抽出

し、小規模事業者の経営指針に役立つ資料を独自に作成し公開していきます。 

 

  ≪事業内容≫ 

 （１）地域の小規模事業者に特化した経営状況調査≪新規≫ 

地域の小規模事業者を対象に、業種別に景気動向、経営状態、需要動向等の経営

状況調査を行ない、商工会地域内の事業者を取り巻く経営環境を把握し、経営支援

の基礎資料作成を行います。 

アンケートの配布は、商工会が委嘱している９名の商工振興委員（※）により商

  工会会員事業所に配布してもらい、非会員事業所には経営指導員並びに経営支援員

  が事業所の実態把握を兼ねて巡回し配布します。アンケートの回収はＦＡＸもしく

  は郵送で行ないます。なお、設問の内容は以下のとおりですが、その都度経営指導

  員間で協議を行い、必要事項を追加するなどして、充実させていきます。 

 

①前年と比較しての景況感と次期の見通し（好転・不変・悪化） 

②昨年同期比の売上高、経常利益の推移（客数、客単価） 

③資金繰りの状況（資金調達の状況） 

④設備導入の状況（直近１年間の設備投資） 

⑤従業員の雇用状況（直近１年間の雇用動向） 

⑥商工会への要望事項 

 

 

アンケートのサンプル採取目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

未実施 ５０企業 ５０企業 ５０企業 ６０企業 ６０企業 ２７０企業 

※商工振興委員とは、商工会と会員をつなぐパイプ役として、毎年会員事業所の中から 

商工会長が委嘱し、主に商工会事業の普及・啓蒙を行なっています。 
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（２）各種景気動向調査の活用及び公開≪拡充≫ 

  全国商工会連合会や福岡県商工会連合会が行なう、以下の調査を経営支援時の

基礎資料として有効活用すると共に、調査結果情報を商工会広報誌並びにホーム 

ページで公開し、小規模事業者の経営活動の参考資料となるようフィードバック 

していきます。 

 

 

   ①小規模企業景気動向調査 

全国商工会連合会が行なう調査で、全国約３００商工会の経営指導員を対象に、

毎月末に産業全体及び業種毎（製造業、建設業、小売業、サービス業）に景況を

調査しています。指標以外に業種・地域毎に参考になるコメントも掲載されてお

り、経営指導上の有効な基礎資料となります。 

   ②景気・金融・雇用動向調査 

    福岡県商工会連合会が行なう調査で、県内の経営指導員から、各地区（ブロッ 

ク）毎に地域情報連絡員を委嘱し、毎年四半期毎に景気動向・金融動向・雇用動 

向の情報を各業種別に収集し、報告を取りまとめています。また、調査員からの 

コメントはそれぞれの地域内の企業動向や好調な事例として掲載されており、大 

変参考になる調査であり、経営指導上の有効な基礎資料となります。 

      ③中小企業景況調査 

    福岡県商工会連合会が行なう調査で、県内の中小企業者１５０企業を対象に、 

経営指導員により訪問面接聞き取りにより毎年四半期毎に売上額の状況、採算状 

況、資金繰り状況を業種別に算出しており、経営指導上の有効な基礎資料となり 

ます。 

 

各調査の実施時期とデータ数等 
調査名 調査時期 採取データ数等 

①小規模企業景気動向調査 毎月 全国３００経営指導員より聞き取り 

②景気・金融・雇用動向調査 四半期毎 県内１５ブロックの担当経営指導員より聞

き取り 

③中小企業景況調査 四半期毎 県内よりランダムに選抜された経営指導員

による訪問、聞き取り調査 

 

  （３）ネットｄｅ記帳の利用事業所を対象にした財務分析指標算出調査≪拡充≫ 

現在、商工会に記帳代行を委託しているのは３６事業所、記帳自計化支援を行っ

ている先が１２事業所あり、その内ネットｄｅ記帳を利用しているのは４３事業所

となっています。（平成２８年４月１日現在） 

ネットｄｅ記帳は決算処理後、財務分析指標の抽出が可能となっており、それら

を整理・集計することで、久留米東部地域独自の平均的な財務指標を算出すること

ができ、当地域の経営課題の傾向を分析することができます。 
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（４）経営状況調査、財務分析指標調査の分析並びに経営課題の抽出≪新規≫ 

上記（１）の経営状況調査、（３）の財務分析指標調査後は、業種別に結果を集 

約し、中小企業診断士等の専門家を交えて分析を行ないます。 

そうすることで、小規模事業者の景気動向、景況感、経営状況の把握ができると

ともに、地域の経営課題の抽出が可能となります。 

それらの分析結果は経営指導上の一番身近な基礎資料として活用するほか、本会

で開催する各種講習会の企画材料としても活用していきます。 

また、商工会の広報誌やホームページでも公開し、小規模事業者が他企業と比較

し自らの経営状況を判断できるデータとしても利用できるよう促します。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ≪課題と取組概要≫ 

     これまで小規模事業者への経営分析は、経営革新計画や金融改善計画の策定支援

を行う限られた事業者にしか提供できておらず、しかもそれを具体的な経営手法に

繋げることは出来ていませんでした。 

   小規模事業者の持続的発展を促すためには、経営状況を把握した上で経営課題を

抽出し、それらを分析することで支援するべき内容を明確にする必要があります。

そのために地域の経済動向調査で得たデータを活かすとともに、経営指導員の巡

回訪問の際に、それぞれの事業者に見合った経営支援策を見出し、売上・利益向上

に繋げるため、基本的な経営分析に効果があるＳＷＯＴ分析シートを作成し、それ

をヒアリングの上記入していくことで、経営カルテの付属資料としてストックして

いきます。 

また、ネットｄｅ記帳利用者に対する経営指標の抽出や個別セミナーの開催によ

り、更に深く経営分析支援を行い、経営課題や経営戦略を見出すことができます。

そのことにより、個々の事業者の経営改善につながりひいては地域経済の底上げ

に寄与すると思われます。 

 

≪事業内容≫ 

（１）ネットｄｅ記帳利用者への財務分析≪拡充≫ 

久留米東部商工会が記帳指導を行なう際に推奨している「ネットｄｅ記帳」には

経営指標を抽出する機能が付いており、それを基に利用企業者の財務分析が可能と

なります。また、それらの指標を平準化することで、商工会地区の経営課題の傾向

を探っていきます。 

 

（２）簡易シートを活用したＳＷＯＴ分析≪新規≫ 

事業主に直接ヒアリングしながらデータを収集することで作成が可能となる簡易

ＳＷＯＴ分析シートを作成し、経営指導員の巡回指導の際にそれを活用して経営分

析を行ないます。商工会はそのデータを経営カルテの付属資料としてストックする

ことで、それぞれの事業所に対し経営革新計画、経営計画策定、金融斡旋などの経

営支援を行う際に有効なデータとして活用します。 
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また、そのデータは貴重な事業所データとして管理するとともに、集約して業種

別、規模別の傾向を示す地域の経営環境データとしても活用します。 

なお、クロスＳＷＯＴ分析（※）を経営指導員が直接事業者にヒアリングしなが

ら作成するため、その分析結果を互いに共有することができると共に、現在直面し

ている課題や取組むべきことが明確になります。 

そのため事業主の意識向上・経営意欲につながると共に、商工会としても以後の

経営支援の方向性を見出せることになります。 

 
 

 

①強みを活かして機会を 

勝ち取る方策 

②強みを活かして脅威を 

チャンスに変える 

③弱みを補強して機会を 

つかむ 

④弱みから最悪のシナリオを 

避ける 

 

 

 
外部環境を考えるポイント（機会と脅威）

①法制度（規制緩和の動向、税制変更など） ②景気動向 

③社会情勢の変化 ④市場（地域の小売店、顧客ターゲット） 

⑤競争（競合他社、他業界からの参入） ⑥仕入先（メーカーの動向） 

⑦流通環境（運送費など） ⑧関連先（金融機関の動向、官公庁の施策） 

内部環境を考えるポイント（強みと弱み）

①経営者自身（経営能力、健康状態） ②従業員（能力、やる気、忠誠心など） 

③リテールサポート力（販売促進支援、取引先従業員教育、情報提供力など） 

④商品力（品揃えの広さ、深さ、鮮度、品質） ⑤資金力（調達力、運用力） 

⑥情報収集力 ⑦保有ノウハウ ⑧保有顧客 

 

ＳＷＯＴ分析データの採取目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

未実施 ６０企業 ６０企業 ６０企業 ６０企業 ６０企業 ３００企業 

   ※１経営指導員が年間２０件のデータを採取する 

 

（３）経営状況分析個別セミナーの開催≪新規≫ 

経営指導員による簡易な経営分析ではなく、より詳細な経営分析が必要な事業所

を対象に、中小企業診断士等の専門家を招聘し個別の経営分析セミナーを実施しま

す。 

より詳しく自社の経営状況を分析することで、同業他社と比較した場合の立ち位

置や詳しい財務体質を確認することが可能となり、明確な経営課題を把握すること

ができるようになります。 

 

※クロス 

  ＳＷＯＴ分析 

外部環境 

機会（Ｏ） 

 

脅威（Ｔ） 

 

 

内

部

環

境 

 

強み（Ｓ） 

 

①機会×強み 

 

②脅威×強み 

 

 

弱み（Ｗ） 

 

③機会×弱み 

 

 

④脅威×弱み 

 

簡易ＳＷＯＴ分析シートの内容 

ＳＷＯＴ分析シートのヒアリングポイント
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そのことにより、次のステップで取り組むべきことが明確になり経営目標が立て

やすくなることで、事業計画策定意欲に繋がって行きます。 

 
経営状況分析個別セミナーによる支援目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

未実施 ２企業 ３企業 ３企業 ４企業 ４企業 １６企業 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ≪課題と取組概要≫ 

   小規模事業者への事業計画策定支援は、これまで経営革新計画の申請、各種補助

金等の申請、金融あっせんに伴う事業計画書作成など、限られた事業者に対するど

ちらかと言えば受身のサービスであったため、支援件数も少数に留まっていました。

 事業計画書の策定が必須となる創業・第二創業や経営革新支援においても、当該

地域では創業や経営革新を目指す事業者が少なく、地域経済を活性化させるために

も、それらの対象となる事業者の掘り起しが急務となっています。 

 今後は経営指導員の巡回時に事業計画策定の重要性を訴えるとともに、関係機関

と情報交換を密にし、個社における事業計画策定の可能性を掘り起こします。 

また、事業計画策定セミナーを定期的に開催し、経営指導員の巡回時に実施する

上記２の（２）の簡易ＳＷＯＴ分析により浮き彫りとなってきた、経営課題の解決

策や強みを活かした新事業に基づいた事業計画書策定を働きかけ、セミナー後は経

営ビジョンどおりの事業計画書が完成するよう伴走型支援を行っていきます。 

 また、事業計画書策定支援を強化するために、三井管内商工会（※）と相互連携

を図り、合同で創業セミナー・創業塾等を企画開催し、広域的なより効果の出る支

援体制を構築して行きます。 

 

≪事業内容≫ 

（１）経営指導員の巡回並びに関係機関との情報交換による事業計画策定 

対象事業所の掘り起こし≪拡充≫ 

①経営指導員の巡回による掘り起こし 

計画的な経営指導員による巡回指導を行ない、上記２の（２）の簡易ＳＷＯＴ分

析で浮き彫りとなってきた経営課題を克服するために、事業計画策定が必要である

ことを訴えます。 

当該事業所がどのような経営課題に直面しているかを判断し、課題解決に向けた

検証を行なった上で、事業計画策定の必要性を説明するなどメリットを訴求して行

きます。 

事業計画策定の具体的事案として、経営革新、創業･第二創業、事業承継、各種補

助金申請、金融斡旋、経営改善、資金繰り改善等が想定されますが、経営課題に必

要な施策は積極的に紹介していきます。 

 更に、必要に応じて中小企業診断士と連携した指導を行なうことにより、事業計

画策定の可能性を見出して行きます。 
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事業計画策定対象事業所の掘り起こし目標企業数（経営指導員合計） 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

１２企業 １８企業 ２１企業 ２４企業 ２７企業 ３０企業 １２０企業 

 

 ②地域の関係機関との情報交換による創業希望者の掘り起こし 

創業希望者の把握は非常に難しいので、地域内の関係機関と連携し情報収集を行

ないます。 

創業案件を多く取り扱う久留米市・久留米商工会議所・地域内金融機関（福岡銀

行、筑後信用金庫、福岡県南部信用組合、とびうめ信用組合）・日本政策金融公庫 

には、定期的に連絡し地域内での創業希望者の情報を収集して、支援先の掘り起こ

しに繋げます。 

 更に“くるめ創業支援ネットワーク会議”（※）に参画し、創業に向けた相談、 

支援活動等の情報交換を行なうことで、創業支援体制の構築を図ります。 

 掘り起こした創業希望者には、積極的に事業計画策定支援を行うとともに、久留

米市空き店舗対策事業（改装費等補助事業）や創業開業資金（日本政策金融公庫資

金、福岡県・久留米市制度融資）などの施策を紹介し、活用を促進して行きます。

 
 ※くるめ創業支援ネットワーク会議とは 
   久留米市内の金融機関、産業支援機関、教育機関、商工団体、行政が参画し、地域雇用 

及び社会参加の機会を創出することにより、地域経済の活性化に資することを目的とし 
て、定期的に開催されている連絡会議 

 

（２）事業計画策定セミナーの開催≪新規≫ 

これまで本会独自では実施していませんでしたが、今後事業計画書策定の重要性

を訴えていくためにも、本会独自の事業計画策定セミナーを開催します。 

福岡県商工会連合会を通じて中小企業診断士等の専門家を講師として招聘し、事

業計画書策定に必要な考え方や知識を習得させます。 

事業主若しくは後継者に受講してもらい、カリキュラムに自ら下書き程度の計画

書を作成する機会を設けることで、自社を自ら検証してもらうことに繋がり、経営

意欲の向上にも繋がるものと思われます。 

 なお、毎年１回開催し、セミナーでの個社支援目標件数は以下のとおりです。 

 
事業計画策定セミナー参加目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

未実施 ５企業 ７企業 １０企業 １０企業 １０企業 ４２企業 
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（３）経営指導員による事業計画策定伴走型支援≪拡充≫ 

上記（１）で掘り起こした事業者と、（２）のセミナー受講者に対しては、これか

らの経営ビジョンを見据えた事業計画書が完成するよう、経営指導員が伴走形の支

援を行っていきます。 

   当該事業所の経営課題を解決するために、①行動計画②利益計画③売上計画④費

用計画⑤資金計画などの具体的な行動計画を立て数値化するとともに、計画の実行

管理体制を構築し、計画を機軸とした経営活動がいかに効果を発揮するかを検証し

  ていきます。 

   また、計画書の作成にあたっては中小機構の経営計画作成アプリ“経営計画つく

るくん”を積極的に活用していきます。 

 なお、事業計画書策定の個社支援目標件数は以下のとおりとします。 

 
事業計画策定個社支援目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

６企業 ９企業 １２企業 １５企業 １８企業 ２１企業 ７５企業 

 

（４）三井管内商工会による広域連携体制構築並びに創業セミナー等の開催 

≪新規≫ 

事業計画策定支援については、三井管内商工会（※）（小郡市商工会、大刀洗町 

商工会、小郡市商工会）で相互連携を図りながら広域的な支援体制を構築し、取り

組んで行きます。 

その取組みの一つとして、本会単独では実施に至らなかった創業塾等のセミナー

を、三井管内商工会合同で定期的に実施し、本会地域で創業を希望する方でも容易

に受講可能なセミナーとします。 

 創業への動機付けを目的とした創業セミナーと、“特定創業支援事業”として久 

留米市より認可を受けた４回シリーズの創業塾を、幹事商工会を持ち回りにて毎年

１回開催していきます。 

広域での創業塾等を開催することにより、コンスタントに受講者を誘導しやすく

なる上に、受講者側も創業のノウハウを取得することは勿論、近隣地域で同じ志を

持つ者同士が課題を共有することにより、良い意味での交流になると思われます。

また、創業塾や創業セミナー終了後の受講者に対しての個別支援（各施策支援等）

については、所属商工会の経営指導員が伴走型支援を行い、スムーズな創業が行な

われるよう促します。 
なお、創業セミナー及び創業塾の受講誘導目標人数は以下のとおりとします。 
 

各創業セミナー等への受講者誘導目標人数 

種類 現状 
Ｈ２９

年度 

Ｈ３０

年度 

Ｈ３１

年度 

Ｈ３２

年度 

Ｈ３３

年度 
合計 

創業セミナー 未実施 ３人 ４人 ４人 ６人 ６人 ２３人

創業塾 未実施 １人 ２人 ２人 ３人 ３人 １１人
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三井管内商工会の範囲図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三井管内商工会連携支援体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※三井管内商工会とは 

小郡市商工会（小規模事業者数：1,104）、大刀洗町商工会（小規模事業者数：384）、久留米 

東部商工会（小規模事業者数：639）の 3商工会。 

従来から商工会事業をはじめ、青年部・女性部の一部の事業を合同で実施し、情報の共有化 

を図っている。 上図の赤線内がおおよその範囲 

 

個社支援・事業計画策定後の 

実施支援体制 
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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】 

≪課題と取組概要≫ 

小規模事業者は人材が充分に揃っていない為、事業計画を立てていても日常の経

営活動に追われ、新たな事業を計画どおりに遂行するのは大変困難であると思われ

ます。 

そこで、事業計画策定後は事業遂行がスムーズに行なわれるよう、定期的に経指

導員によるフォローアップ支援を行います。 

事業計画策定後２年間を支援強化期間と定め、策定後３ヶ月間は毎月、それ以後

は４半期毎に巡回を行い、状況判断を行なって、事業遂行に支障をきたしていたり、

何らかのトラブルに見舞われるなどして新規事業が停滞している場合には即座に 

指導・助言を行ないます。 

また、事業者と担当経営指導員だけで問題解決が出来ない場合は、経営指導員間

で互いの意見を出し合うなどして協議を行い、福岡県商工会連合会の支援も受けな

がら問題解決に努めていきます。 

  

 

≪事業内容≫ 

（１）経営指導員による巡回及びヒアリングシートでの遂行状況確認≪拡充≫ 

事業計画策定を行なった小規模事業者に対しては、経営指導員の定期的な巡回に

より事業遂行状況等の確認を行ないます。 

認定後２年間を支援強化期間と定め、３ヶ月間は毎月、それ以後は４半期毎に事

業所に訪問し、新事業が計画通り遂行しているか、また目標の数値（売上金額や利

益率など）が計画通り達成できているかなど、独自に作成したヒアリングシートを

用い、事業主にヒアリングしながらチェックします。 

ヒアリングシートでは経営計画の進捗状況、問題点、売上・利益の動向、雇用動

向などを確認していきます。 

また、設備投資や運転資金の借入れが必要となるケースでは、日本政策金融公庫

の新事業活動促進資金や小規模事業者経営発達支援資金を斡旋し、スムーズに事業

遂行が行なわれるよう促していきます。 

このように、経営指導員が定期的に事業遂行をサポートしていくことで、小規模

事業者も途中で挫折することなく事業に邁進できると思われます。 

 なお、策定後３年目からは通常の巡回指導にて、フォローアップを継続していき

ます。 

 
 事業計画策定後のフォローアップ支援目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

５企業 １４企業 １７企業 ２１企業 ２７企業 ３３企業 １１２企業
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  （２）新規創業者へのフォローアップ≪拡充≫ 

せっかく新規創業に漕ぎ着けたとしても、さまざまな難問が待ち受けており、創

業者に対しては特にフォローアップ支援が必要であると思われます。 

まず、本会の支援を受けて創業した事業者には、上記（１）のとおり経営指導員

の巡回により、ヒアリングシートを用い事業の遂行状況を確認します。 

事業の進捗状況を把握し問題がある場合は、課題点を見出しあらゆる経営支援を

行うとともに、必要に応じて中小企業診断士等の専門家を派遣して、事業の軌道を

修正するよう導きます。 

 
創業後のフォローアップ支援目標企業数 

現状 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 合計 

２企業 ４企業 ５企業 ７企業 ８企業 １０企業 ３４企業 

 

 

（３）創業、経営革新計画の広告宣伝ＰＲ支援≪拡充≫ 

新規創業や経営革新を伴う事業計画策定を行ない、新たな事業にチャレンジして

いる場合は、対外的にＰＲするために、本会広報誌「久留米東部商工会通信よかよ

か」（隔月５００部発行）に創業・経営革新コーナーを設け、それらの事業者や計 

画を紹介すると共に、福岡県商工会連合会の情報誌「福岡県商工会ニュース」など

にも情報を提供し、積極的に事業所紹介記事の掲載を依頼します。 

販売促進用のポスターやチラシがあれば、商工会掲示板にそれらを貼り付けるこ

とで、地域の方々に存在を知ってもらう機会とします。地域内において当該事業所

の認知度が向上することは勿論のこと、商工会の支援を受けて創業したとの裏づけ

にもなり、信頼度向上にも繋がると思われます。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

≪課題と取組概要≫ 

地域の小規模事業者は直感に頼った経営を行なっている者が多く、消費者ニーズ

にかなった商品・サービス展開、価格設定等の経営戦略が整っていませんでした。

商工会としても、これまでそれらを打開するような需要動向調査の実施や情報提

供ができておらず、全く対策がとられていない状況でした。 

それらの課題を克服するべく、今後はシステムから直接小規模事業者に情報を提

供する手段として、「日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ」を活用し、タイムリーな商品ニ

ーズやトレンド情報などの需要動向を小売業者に提供し、適正な品揃えや商品開発、

価格設定を支援します。 

また、民間調査会社の分析ツール（ＭｉｅＮａやマケプラ）を活用し、そのデー

タを小売・サービス・飲食業者や創業者に提供し、狭義の商圏における消費ターゲ

ットや商品ニーズを明確化させ、個社の商品・サービスとのマッチングを図ります。

直接的な消費者の需要動向調査は、民間のリサーチ機関を利用し、久留米東部エ
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リアに居住する一般消費者に対し消費動向・需要調査を実施して、基本的な消費動

向に加え、小売・サービス・飲食業に特化した商品・サービスニーズを調査分析し

て対象事業者に提供します。 

さらに、地域の課題とされている高齢者（買物弱者）に対して、久留米市やコミ

ュニティ振興会等と連携し、定量調査よりも潜在ニーズの掘り起こしに期待が持て

るグループインタビュー調査を行い、地域の高齢者の買物動向やニーズを分析し対

象事業者に提供することで、新たな販路を見出していきます。 

 

≪事業内容≫ 

（１）小売事業者の適正な品揃え・新商品開発を見据えた需要動向等の情報提供 

≪新規≫ 

ａ.調査データ提供対象事業者 

地区内の小規模小売事業者 

ｂ.調査内容 

全国の膨大なＰＯＳ情報のデータを分析公開している「日経テレコンＰＯＳＥＹ

ＥＳ」を活用し、タイムリーな売れ筋商品や幅広い商品トレンドなどの需要動向を

素早く調査し、その情報を対象の小売事業者に提供します。 

ｃ.調査の活用方法 

 小規模小売事業者の新商品開発や商品の品揃えを支援する際に、当該事業所の既

存商品とこのシステムで抽出した全国的な売れ筋商品を比較するなどして、この分

析データをフィードバックし、今後の品揃えの改善や訴求力のある商品の開発を提

案します。 

また、価格動向データも抽出し適正な価格設定の検討も併せて支援します。 

ｄ.調査データの提供を行う企業目標数 

実施年度 現状 
Ｈ29 

年度 

Ｈ30 

年度 

Ｈ31 

年度 

Ｈ32 

年度 

Ｈ33 

年度 
合計 

データ提供企業数 0 15 企業 18 企業 21 企業 24 企業 27 企業 105 企業

 

（２）地域の商圏分析とターゲットの明確化≪新規≫ 

ａ.調査データ提供対象事業者 

既存の小規模小売・サービス・飲食業者並びに創業者 

ｂ.調査内容 

ある特定地域の経済水準評価や商圏分析ができる民間調査会社の分析ツールを 

  活用し、狭いエリアにおける商品ニーズや消費ターゲットの調査を行い、その情報

  を小規模小売・サービス・飲食業者や創業支援者に提供します。 

マーケット検索ツールは㈱日本統計センターが運営する“ＭieＮa”や㈱ゼンリ 

ンジオインテリジェンスが運営する“マケプラ”などを予定しています。 

ｃ.調査の活用方法 

小規模小売・サービス・飲食業者に対する事業計画策定支援等において、新商品

開発や商品の品揃えについてアドバイスを行う際に、当該事業所における既存の取

扱商品・サービスと、店舗が立地する地域の商圏特性（市場規模、成長度、富裕度）

におけるターゲット層とのギャップを分析し、そのターゲット層に見合った今後の
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品揃え改善や新商品・サービス開発を提案していきます。 

また、創業者に対しては、出店希望エリアの商圏特性や、創業する業種の商品・

サービスと商圏ニーズ適合度や競合店数のデータを提供し、より成功度の高い創業

になるよう導きます。 

ｄ.調査データの提供を行う企業目標数 

実施年度 現状 
Ｈ29 

年度 

Ｈ30 

年度 

Ｈ31 

年度 

Ｈ32 

年度 

Ｈ33 

年度 
合計 

データ提供企業数 0 15企業 18企業 21企業 24企業 27企業 105 企業 

データ提供創業者数 0 6 人 9 人 9 人 12 人 12 人 48 人 

 

（３）小売・サービス・飲食業に特化した地域消費動向・需要調査≪新規≫ 

民間のリサーチ機関に久留米東部地域における消費動向・需要調査を依頼し、基

本的な消費動向に加え、小売・サービス・飲食業に特化した商品・サービスニーズ

を分析できる項目を設定し調査します。 

それによって、地域内で実際に消費行動を行なっている人が、どのような需要を

持っているか等の本音を引き出すことが出来るため、事業者の目指すべき販売促進

手法や顧客ターゲット、有効な品揃えなどの経営戦略がスムーズに行なえるように

なります。具体的な調査概要は以下のとおりです。 

 

ａ.調査データ提供対象事業者 

 地区内の小売・サービス・飲食事業者 

ｂ.調査内容 

 民間のリサーチ機関に依頼し、年に１回、地域内を５ブロックに分けて、一般消

費者を対象に消費動向や業種別の需要動向等を、ダイレクトメールにて調査しデー

タの集計を行います。 

地域の消費実態を正確に調査するためにも、各ブロックからランダムに調査対象

世帯を抽出します。 

調査の内容はリサーチ機関及び中小企業診断士等の専門家とも連携し、小売業・

サービス業・飲食業ごとの消費者ニーズが顕在化する設問を設けます。 
 【地域消費動向・需要調査設門（例）】 

❑消費者情報（男女・年代・職業・家族構成 他） 

❑消費動向（買物頻度・買物交通手段・良く行くお店 他） 

❑活用している買物情報（チラシ等） ❑取扱いを希望する商品・サービス 

❑地域商店で買物する理由 ❑なぜ地域外で購買するのか 

❑地域商店（商店街）に期待すること ❑地域商店に対する不満 

❑小売業ニーズ（買い回り状況、買換え頻度、購入店の選択基準 等） 

❑サービス業ニーズ（重視する度合い 技術力、信頼性、価格 等） 

❑飲食業ニーズ（外食時の利用人数、頻度、ﾗﾝﾁ・ﾃﾞｨﾅｰ別の利用金額 等） 

 

ｃ.調査結果の分析と活用 

調査結果についても、リサーチ機関及び中小企業診断士等の専門家とともに分析

を行い、「久留米東部エリア消費動向・需要調査分析」として、グラフや図解で表 

すなど、小規模事業者にとって理解しやすいレポートとして作り上げます。 
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 また、調査分析した結果を対象企業にフィードバックするために、年に１回小売・

サービス・飲食業者を集めて「消費動向・需要調査分析報告会」を行い、調査分析

結果の説明と品揃えや新商品・サービスの提案を行います。 

d.調査データの提供を行う企業目標数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 

年度 
調査ブロック 

調査する 

世帯数 

報告会

の開催

データ提供企業数 

小売業
サービ

ス業 
飲食業

現状 調査実績なし 

H29年度 善導寺町飯田、木塚、島 180 世帯 1 回 21企業 12 企業 9 企業 

H30年度 善導寺町与田、大橋町、
北野町八重亀 

210 世帯 1 回 24企業 15 企業 12 企業

H31年度 北野町今山、十郎丸、 
陣屋、千代島、中島 

200 世帯 1 回 24企業 15 企業 12 企業

H32年度 北野町金島、中川、大城
校区 

210 世帯 1 回 27企業 18 企業 15 企業

H33年度 北野町中、弓削校区 200 世帯 1 回 27企業 18 企業 15 企業

延べ数  1,000 世帯 5 回 123企業 78 企業 63 企業 
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（４）高齢者をターゲットにした買物動向、商品・支援サービスニーズ調査 

（グループインタビュー調査）≪新規≫ 

全国的に課題となっている地域住民の高齢化ですが、当地域の一部においても大

きな問題となっています。平成 28 年 10 月 1 日現在の久留米市全体の高齢化率は 

25.4%であるのに対し、本会地区内の金島校区の高齢化率は 35.1%、同じく大橋校区

に至っては 37.9%と特に高齢化が進行していると認められます。 

更に、金島・大橋校区共にスーパーマーケット等が相次いで撤退するなど、商業

施設が極めて少なく、買物弱者が多く存在している地域とされています。 

それらの課題を解消し、小売・サービス業の主なターゲット層となる地域の高齢

者への買い物実態と買い物ニーズを把握するために、久留米市やまちづくり振興会

等と連携し、それらの地域内の高齢者を対象に、座談会形式のグループインタビュ

ー調査を実施し、買物実態と買物ニーズ、更には買物支援サービスのニーズについ

て掘り起こしを行います。 具体的な調査概要は以下のとおりです。 

ａ. 調査データ提供対象事業者 

 地区内の小売・サービス事業者 

ｂ.調査内容 

 久留米市商工政策課や金島校区まちづくり振興会、大橋校区まちづくり委員会の

協力を得て、金島校区や大橋校区のコミュニティセンター等で実施されている高齢

者デイサービス等の現場に、小売・サービス業者の代表者と商工会職員が訪問し、

年にそれぞれ１回（計２回）、高齢者１０名程度を対象にグループインタビュー調査

を行います。 

お買物に関して一定の共通問題を抱えた高齢者に、座談会形式でインタビューを

行うことで、定量アンケートではとらえきれない潜在的ニーズ等を聞き出し、生の

声を調査結果としてまとめます。 

 インタビュー調査事項は、買物実態と買物ニーズに加え、買物支援サービスのニ

ーズも設定します。 
【グループインタビュー調査事項（例）】 

❑基本情報（年齢・住所・家族構成等） 

❑買物の交通手段 ❑買物頻度 

❑良く利用するお店 ❑地域商店に揃えてほしい商品・サービス 

❑買物の優先順位（価格・品揃え・利便性・信頼性） 

❑地域商店に支援を求めるサービス等 

 （宅配・移動販売・送迎・荷物運び・その他） 

 

ｃ.調査結果の分析と活用 

調査結果については、中小企業診断士等の専門家とともに分析を行い「高齢者の

買物動向、商品・支援ニーズにおけるインタビュー調査報告書」としてまとめ上げ、

対象事業者に提供します。 

この調査分析をもとに、小売・サービス業者における高齢者をターゲットにした

商品開発や品揃え導入などを提案し、さらに高齢者より求められる買物支援サービ

スの導入、複数の事業者が共同（商店街等）で行う買物弱者支援事業（宅配事業、

移動販売事業など）の計画も提案していきます。 
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d.調査データの提供を行う企業目標数 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

≪課題と取組概要≫ 

これまでの販路開拓支援は、小規模事業者および地域経済が抱える課題整理が不

十分であり、空き店舗対策や商談会・物産展の情報提供および出店斡旋においても、

ごく限られた範囲での支援となっていました。これからは、各調査・分析データを

活用し情報を整備することで、小規模事業者の売上向上支援と地域経済の活性化に

直結する情報提供の仕組みを構築し、地区内空き店舗への誘致、商談会・物産展へ

の出店斡旋、地場における販売場所の創出を積極的に推進します。伴走型の指導・

助言に取組むことにより、事業者の販路拡大と情報発信の充実を図ります。 

 

実施 

年度 
調査対象 

グルイン 

調査の回数

データ提供企業数 

小売業者 サービス業者

現状 調査実績なし 

H29年度 

金島、大橋校

区の高齢者 

2 回 12 企業 9 企業 

H30年度 2 回 15 企業 12 企業 

H31年度 2 回 15 企業 12 企業 

H32年度 2 回 18 企業 15 企業 

H33年度 2 回 18 企業 15 企業 

延べ数  10 回 78 企業 63 企業 
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≪事業内容≫ 

（１）新しい購買サービスによる小規模事業者の販路開拓支援≪拡充≫ 

平成２６年度に実施した買物弱者支援事業勉強会(※)および高齢者ヒアリング調

査（大橋校区、金島校区）を受け、各事業者が買物弱者支援となる取組みを検討し、

平成２８年度に、“それぞれの事業所が提供する買物支援サービス”等を取りまと 

めた「お買い物サポートサービスガイド〔久留米東部エリア版〕(※)」を作成し発

行しました。今後も本ガイドの利用を通じて、地域課題となっている買い物弱者の

需要に意識を傾けたサービス展開による販路開拓を支援します。 

 利用状況確認およびお買い物サービス等掲載内容の検討を受け、新たな掲載事業

者も募るなどサービスガイドの充実を図り、併せて前述５．（４）の高齢者をター 

ゲットとしたグループインタビュー調査結果を基に、地域小規模事業者が共同で行

う新たな買い物弱者支援事業（例えば地域のタクシー事業者等と連携した宅配事業

や移動販売など）も検討することで、地域の課題である買物弱者・高齢者対策によ

る個社の販路開拓を図ります。 

対象支援者：小売業、飲食業、サービス業関係事業者 

対象ツール：お買い物サポートサービスガイド〔久留米東部エリア版〕 

＊実施主体は、当商工会（久留米市と連携） 

支援内容：①サービスガイドへの掲載案内および買物支援サービスと掲載内容に

関する指導・助言、②効果測定（受注管理）および新たな支援事業の

立案 
 

買い物弱者の需要を意識した新しい購買サービスにおける数値目標 

支援内容 現状 
Ｈ２９

年度 

Ｈ３０

年度 

Ｈ３１

年度 

Ｈ３２

年度 

Ｈ３３

年度 

お買い物サポートサービス 

ガイド掲載企業数 
２８ 

企業 

３０ 

企業 

掲載内容

検討 

３５ 

企業 

掲載内容

検討 

４０ 

企業 

お買い物サービス受注件数 ― ５０件 ５０件 ９０件 ９０件 １２０件

 

※買物弱者支援事業勉強会とは 

 商業環境の変化と高齢化社会の進展を受け、特に移動手段が十分でない高齢者が日常の買い

物に不便を強いられる「買い物弱者」が地域商業の課題となっていることから、買い物支援の

具体的な取り組みを検討する勉強会を商工会で開催。年度６回にわたり勉強会を開催し、先進

事例の調査や地域商業において実施可能な買い物支援に関する意見交換、地域住民との意見交

換に取り組んだ。参加者は商工会商業部会正副部会長３名、地域商業者６名、久留米市３名、

商工会事務局２名。 

※お買い物サポートサービスガイド〔久留米東部エリア版〕とは 

 各事業所ができる買い物弱者に対するサービスを取りまとめたガイドブックとして、お買い

物サービスの内容をはじめ、取り扱う商品・サービスのオススメポイントやお店からのコメン

トを掲載している。例えば“～円以上ご注文いただいた方は、無料にて配達いたします”、“～
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円以上お買い求めのお客様は無料にて送迎いたします”など、お買い物の利便性と利用のしや

すさが伝わる内容になっている。平成２８年度発行分は２８事業所が掲載、発行冊数は１２，

０００冊（Ａ４版、２０ページ）で、北野・善導寺ほか８校区の全世帯に配布（１０，５００

冊）および掲載事業所、市の施設、校区コミュニティ施設等に設置した。 

平成２８年度発行「お買い物サポートサービスガイド〔久留米東部エリア版〕」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係機関と連携した小規模事業者の商品開発および販路開拓支援≪拡充≫ 

地域中小企業支援協議会(※)および福岡県久留米中小企業振興事務所、全国連・

県連等が実施する数多くの商談会および物産展、ネットショップ出店（全国商工会

連合会公式ＥＣサイト「ニッポンセレクト.ＣＯＭ」(※)）情報を整理し、前述２．

（２）のＳＷＯＴ分析データより得られた小規模事業者の商品・技術特性に応じた

販路開拓の場を事前に選定し、単なる情報提供にとどまらず効果的な市場開拓への

取り組みを提案します。さらに商談会等への参加ならびにネットショップ出店にあ

たっては、専門家を派遣して商品展開等に関する指導および効果測定による事後の

フォローまで一貫して販路拡大を支援します。 

また、情報提供の効率化を図るため、商工会の販路開拓支援強化を目的に県連が

実施する「出展案内直接配信制度(※)」「ふくおか商工会通信（メールマガジン） 

(※)」の活用を推進します。 

  商談会・物産展等への参加支援 

対象支援者：卸売業、小売業関係事業者 

対象商談会・物産展等：  

〈５月〉 ふくおか逸品発掘・育成ショップ（展示販売会） 

〈１０月〉Ｆｏｏｄ ＥＸＰＯ ｋｙｕｓｈｕ 
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（国内外食品商談会、九州うまいもの大食堂） 

〈１０月〉福岡県よかもんフェア物産展ｉｎ ＲＫＢラジオまつり、商談会 

〈１１月〉ニッポン全国物産展 

〈１月〉 農と商工自慢の逸品展示商談会 

〈２月〉 スーパーマーケットトレードショー合同出展 

＊実施主体は主に久留米中小企業振興事務所、全国連・県連 

支援内容：①情報提供および参加手続き、②商品展開・販売方法等に関する指導・

助言、③効果測定および商品づくり等の提案（事後フォロー） 

 

  ネットショップへの出店 

対象支援者：小売業関係事業者 

対象サイト：全国商工会連合会公式ＥＣサイト「ニッポンセレクト.ＣＯＭ」 

＊実施主体は全国商工会連合会 

支援内容：①情報提供および出店(出品)手続き、②商品展開・販売方法等に関す

る指導・助言、③効果測定および商品づくり等の提案（事後フォロー）
 

関係機関と連携した販路拡大における数値目標 

支援内容 現状 
Ｈ２９

年度 

Ｈ３０

年度 

Ｈ３１

年度 

Ｈ３２

年度 

Ｈ３３

年度 

商談会・物産展等への参加 

企業数 
２企業 ３企業 ４企業 ５企業 ６企業 ８企業 

商談会・物産展等参加に 

よるマッチング件数 
１件 ２件 ３件 ３件 ４件 ５件 

ニッポンセレクト．ＣＯＭ

出店支援企業数 
― １企業 ２企業 ２企業 ３企業 ３企業 

ニッポンセレクト．ＣＯＭ

での商品受注販売件数 
― ６件 １２件 １５件 １８件 ２７件 

 

※地域中小企業支援協議会とは 

 創業からその後の成長・発展まで、地域における中小企業および小規模事業者への支援を強

化するため、久留米中小企業振興事務所を核として、筑後地域の各支援機関が連携して取り組

む体制を構築している。参加メンバーは久留米中小企業振興事務所、商工会議所・商工会、金

融機関、信用保証協会、日本政策金融公庫、商工中金、専門家など各機関の実務担当者。創業、

経営改善、経営革新等の課題や取り組みに対する支援に取り組んでいる。 

※全国商工会連合会公式ＥＣサイト「ニッポンセレクト.ＣＯＭ」とは 

 全国の中小企業・小規模事業者から募った約９，０００アイテムをインターネットにて全国

販売を行っているインターネット通販サイト。 
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※出展案内直接配信制度とは 

 県商工会連合会・全国商工会連合会・各商工会・関係機関等が開催する商談会・展示会・物

産展等の情報が県商工会連合会より登録者へ直接メール配信される。情報登録は商工会で受け

つけ、配信された商談会等への出展申し込みも商工会を通じて行う。 

※ふくおか商工会通信（メールマガジン）とは 

 福岡県下商工会やその会員企業や商店の取り組み、セミナーやイベント情報等を県商工会連

合会がお知らせするメールマガジン。発行は月１回、毎月１０日頃発行。 

 

（３）道の駅くるめとの連携強化による小規模事業者の販路開拓支援≪新規≫ 

道の駅くるめ(※)を運営する久留米市みどりの里づくり推進機構との連携を強化

し、地域特産品の新規取扱や販売機会を創出し販路開拓を支援します。併せて、商

品の効果的な販売促進やブランド化を図るため、関係機関・専門家などと共同し、

地域経済動向・需要動向調査等のデータを活用した調査研究と売上および利益拡大

につながる販売戦略を提案します。 

対象支援者：地域特産品等販売事業者 

実施主体：当商工会（久留米市みどりの里づくり推進機構、久留米市と連携） 

支援内容：①情報収集および新規取扱、機会創出のための連携協議、②商品展開・

販売方法等に関する指導・助言、③効果測定および販売戦略の提案 
 

地域特産品の販売機会創出における数値目標 

支援内容 現状 
Ｈ２９

年度 

Ｈ３０

年度 

Ｈ３１

年度 

Ｈ３２

年度 

Ｈ３３

年度 

道の駅くるめでの地域特産品

等の取扱事業者数 

１０ 

企業 

１１ 

企業 

１２ 

企業 

１４ 

企業 

１６ 

企業 

１８ 

企業 

 

※道の駅くるめとは 

 平成２０年５月３１日、久留米市善導寺町にオープンした福岡県で１１番目の道の駅。久留

米市は県内でも最大の農業生産都市で、当駅では、地元で採れた旬の農産物を提供している。

１０，５５０㎡の敷地面積に農産物直売館（売場面積３９６㎡）をはじめ、レストランや交流

研修室、イベント広場などがあり、来客数は初年度１３４万人から開業５周年（平成２５年５

月）で１５８万人に増加、売上高も４億５６６万円から約１．５倍の６億２，１４３万円と 

なっている。 

 

（４）創業・第二創業を目指す小規模事業者誘致による販路開拓支援≪拡充≫ 

「地域商業空き店舗対策事業(※)」の補助対象区域を中心に、地区内すべての空

き店舗状況を改めて調査整備します。三井管内商工会で共同開催する「創業者育成

セミナー」、「創業塾」に当地域での空き店舗情報・空き店舗対策事業をはじめとす

る助成制度などを提供し、久留米市と連携して地区内での創業・第二創業を目指す

小規模事業者の積極的な誘致を行うことで、個社の売上げ・利益向上を図ります。

対象支援者：創業・第二創業予定者（創業者育成セミナー、創業塾参加者） 
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実施主体：当商工会（久留米市、三井管内商工会と連携） 

支援内容：①空き店舗情報および空き店舗対策事業等助成制度に関する情報提 

供、②創業計画全般に関する指導・助言、③経営状況の確認および計

画見直し（事後フォロー） 
 

創業・第二創業者の地域空き店舗誘致斡旋における数値目標 

支援内容 現状 
Ｈ２９

年度 

Ｈ３０

年度 

Ｈ３１

年度 

Ｈ３２

年度 

Ｈ３３

年度 

創業・第二創業者の地域 

空き店舗誘致斡旋件数 
０件 １件 １件 １件 ２件 ２件 

 

※地域商業空き店舗対策事業とは 

 地域商業の活性化を図るため、空き店舗に入居する事業者に対して商工会が行う改装費等 

補助事業を久留米市が支援するもの。当地域では善導寺町・北野町の一部が補助対象区域と 

なっている。補助対象者は区域にある空き店舗に新たに入居した者で、空き店舗の改装に要す

る費用（工事請負費）、設備導入費および当該空き店舗で使用する備品の購入費（一部費用を

除く）が補助対象経費とされている。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．地域資源を活用した地域振興による事業者支援 

≪課題と取組概要≫ 

 これまで、地域活性化策として「コスモスフェスティバル」、「善導寺ちんぜい夏

祭り」、「大本山善導寺除夜の鐘」など商工会を実施主体としたイベント事業を実施

して来ました。しかし、地域の小規模事業者の繁栄に直結した事業とはなっていま

せんでした。 

また、当地域にはこれといった基幹産業がなく、特色ある特産品や工芸品も少な

いことから、地域資源を活かした地域活性化策が講じられてきたとは言いがたい状

況です。 

   今後、地域を活性化させていくためには、当地域の特色を活かした地域資源を産

出するとともに、それらを活かしたイベントを地域住民と事業者が一体となり実施

していくことが重要であると思われます。 

 そのためにも、行政・地域商業者・地域住民・専門家等で構成した「地域のいい

もの発見会議」「地域のいいもの活用委員会」を設立し、魅力ある地域資源を開発す

るとともに、小規模事業者に対しては、それらの地域資源を販売促進のツールとす

る経営戦略策を見出していきます。 

また、コスモス街道等の観光地に地区外から来られた来場者を地域の小規模店舗

に誘導する仕組みを同委員会で検討し実施して行きます。 

このように、地域資源を活かした魅力ある地域づくりと、小規模事業者支援を兼

ねた事業を展開していきます。 
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≪事業内容≫ 

（１）地域のいいもの発見会議の設置、開催≪新規≫ 

今後の地域活性化の方向性を見据えながら、有効な地域資源の発掘・創出を目的

に、若手商業者や地域の女性委員を中心に構成した「地域のいいもの発見会議」を

設置し検討していきます。 

当地域の産物、工芸品、縁の品を改めて掘り起こした上で、現在話題になってい

る地域資源やお土産品等などの調査も行いながら、トレンドに敏感な若者や女性の

生きた意見を取り入れ検討していくことで、マーケティング視点でこの地域にマッ

チする地域資源を創出していきます。 

 

（２）地域のいいもの活用委員会の設置、開催≪新規≫ 

地域のいいもの発見会議からステップアップし、創出された地域資源を有効活用

し、販路を見出すことを目的に地域のいいもの活用委員会を設置します。 

この委員会の趣旨に賛同し参画してもらう団体・機関として、久留米市（商工政

策課、北野総合支所）、商業代表者、商店街組織、ＪＡくるめ、ＪＡみい、まちづ 

くり振興会（善導寺、北野）、道の駅くるめ、専門家などを想定しています。 

創出された地域資源を如何に販路に繋げるか、どのような手段で地域の活性化に

寄与させていくかなど、地域資源のブラッシュアップも行ないながら検討していく

ことで、マーケットに受け入れられる地域資源や特産品が創出されることが期待さ

れます。 

さらに、地域経済活性化に資するために、地域に訪れた観光客を小規模店舗へ回

遊させ、個社の売上向上に直結する事業の企画運営も同時に行なっていきます。 

また、それらにともなう、先進事例の視察研修等を行い、より効果的な事業展開

のイメージを膨らませ具体化していきます。 
 

地域のいいもの発見会議、活用委員会等の開催・実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

（３）コスモス街道来訪者を小規模店舗へ回遊させるための戦略事業≪新規≫ 

久留米市の秋の風物詩として定着したコスモス街道（※）の開花時期にあわせて、

来場者を同地区の小規模店舗へ回遊させることを目的に、コスモスフェスティバル

実行委員会の協力を得て、スタンプラリー事業を展開します。 

 毎年、１０月１日～１０月３１日を開催時期とし、参加した店舗の紹介や来店時

のサービス内容を記載したスタンプラリー冊子を予め作成し、期間中コスモス街道

を訪れた観光客に配布します。ある一定のスタンプが集まったら応募でき、抽選で

プレゼントを配布するシステムとし、事業者にはスタンプラリー経由で訪れた方に

対し特典サービスを付与し、来店を促すというものです。 

実施内容 
Ｈ２９

年度 

Ｈ３０

年度 

Ｈ３１

年度 

Ｈ３２

年度 

Ｈ３３

年度 

地域のいいもの発見会議 ２回 ２回 ２回   

地域のいいもの活用委員会   ３回 ３回 ４回 

先進地視察研修   1 回   
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また、応募用紙にはアンケートも同時に刷り込んでおき、訪問した店舗に対する

感想や意見を記入できるようにしておきます。 

そうすることで、顧客ニーズの把握にも繋がり、小規模事業者にとって経営の改

善点を見出す大きなチャンスとなります。 

 平成２７年１０月１０日～１１日に開催された第３０回コスモスフェスティバ 

ルにおいても、コスモスフェスティバル実行委員会の企画運営で、同等のスタンプ

ラリー事業が実施されており、参加した小規模店は少数でしたが、経済効果が確認

されたため“地域のいいもの発見委員会”が主体となって、大々的に実施するもの

です。 

これまではコスモスの開花期間も地域の小規模店舗の来店客数にはほとんど変 

化がありませんでしたが、スタンプラリー事業を実施することで、待ちの姿勢であ

った小規模事業者が集客する為の販売促進手段も自ら検討することで、経営者の意

識改革にも繋がると思われます。 
 

※コスモス街道とは 

筑後川の支流である陣屋川沿いの堤防で、毎年秋になるとコスモスが咲き誇ります。 

久留米市内だけでなく遠方からも多くの観光客が訪れます。北野町ではこの 3,5km 

ほどの道を〈コスモス街道〉と名づけ、町のシンボルとしています。 

※コスモスフェスティバルとは 
久留米市の秋を代表するイベントです。見頃を迎えたコスモス街道沿いのコスモスパーク北野で 
毎年１０月第２土日に開催されており、コスモスウェディングなど地域固有の楽しいイベントが 
たくさん行われます。 
※コスモスフェスティバル実行委員会とは 
コスモスフェスティバルの円滑な実施、運営と地域活性化及び地域経済の発展を目的に設置され 
ています。久留米市北野町の主たる地域団体の代表者から構成されており、本会が事務局を努め 
ています。 

 

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み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

≪課題と取組概要≫ 

   他の支援機関、関係機関各担当者が参加する会議等において、調査・分析、事業

計画策定および経営革新、販路開拓、地域経済活性化等のテーマごとに支援ノウハ

ウ等について以下のとおり情報交換を図ります。これまで以上に多角的な情報活用

により、経営発達支援事業の円滑な実施および小規模事業者への効果的な伴走型支

援に努めます。小規模事業者の業績向上に直結する情報は、商工会広報誌とホーム

ページ等を通して積極的に情報提供を図ります。 

 

≪事業内容≫ 

（１）三井管内商工会、筑後地区商工会、福岡県商工会連合会、久留米商工会議所

等との情報交換 

「三井管内指導員部会連絡協議会」（年２回）、「筑後地区広域担当指導員会議」 

（年２回）、「県職協筑後支部経営指導員部会」（年３回）、「経営改善普及事業運営 

研究会」（年２回）、「地域流通活性化委員会」（年３回）等において、小規模事業者

支援ニーズや経営発達支援事業を効果的に実行するための知識やノウハウを情報 
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交換します。 

 

（２）地域の経済動向調査についての情報交換 

各種調査報告や統計を経営指導の基礎資料として整備し、さらに久留米東部商工

  会独自の景気動向・経営指標調査を実施して、小規模事業者の経営状況判断と当地

域の経営課題分析の効果的なツールとします。このため、地域情報連絡員による情

報共有をはじめ、中小企業診断士、税理士等との連携した分析と資料作成への情報

交換（四半期毎）を図ります。 

 

（３）経営状況の分析及び需要動向についての情報交換 

地域経済動向調査により把握された小規模事業者の経営環境に関する情報を整 

理し、さらに課題の抽出、事業計画策定につながる戦略を設定するには、専門的な

分析と検討が必要となります。そのため、経営指導員による巡回指導を中心に、個

別セミナーの開催等による中小企業診断士等との連携を通じたノウハウ等の情報 

交換（年間延べ６回～１２回）を図ります。 

 

（４）事業計画の策定・実施支援についての情報交換 

地域経済動向調査を受け、小規模事業者ごとに整理された経営戦略を具体的な事

  業計画として策定し、さらに事業の持続的発展への実行支援までが必要とされま 

す。成り行きによる経営から脱し、事業計画に基づく経営を促進させる支援を構築

するため、福岡県商工会連合会および筑後広域連携拠点、久留米市商工政策課との

情報交換を重点的に行い、エキスパートバンク制度・嘱託専門指導員制度等を積極

的に活用し、中小企業診断士、税理士ならびに金融機関等と連携した伴走型支援の

機能強化を図ります。 

 

（５）事業計画策定実施についての情報交換 

福岡県久留米中小企業振興事務所が実施する「筑後地域中小企業支援協議会」（年

３回）、「中小企業支援に関する勉強会」（年２回）、久留米市商工政策課が構成主体

である「くるめ創業支援ネットワーク会議」（年２回）において、広域的な地域の 

各支援機関との情報交換および連携体制を構築します。また、小規模事業者からの

具体的な相談内容に関するアドバイスについては、福岡県中小企業振興センター 

（経営革新センター）、福岡県よろず支援拠点等と連携し、伴走型支援の機能強化 

を図ります。創業塾等のセミナーを共同開催することで、三井管内商工会では情報

共有を図り、さらに中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、日本政策金融公庫

等と連携し、知識やノウハウを情報交換します。 

 

（６）小規模事業者販路開拓支援についての情報交換 

空き店舗対策ならびに買い物弱者支援については、地域企業の支援として久留米

市が設ける助成制度との連携が必要となるため、久留米市商工政策課との情報交換

を積極的に図ります。商談会・物産展への出店による販路拡大、ネットショップに

関する販促拡大支援モールの活用については、福岡県久留米中小企業振興事務所、

全国商工会連合会および福岡県商工会連合会と連携を図り、商談会などの実施情報
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提供と実施結果の評価と検証に関するフォロー等の情報交換を図ります。 

 

（７）地域経済の活性化に資する取組みについての情報交換 

地域資源の発掘と地域ブランド化による小規模事業者の販路開拓と地域振興に向

けた事業を展開するため、久留米市商工政策課・北野総合支所をはじめ、ＪＡくる

め・みい、商業関係事業者、商店会会員事業者、各校区コミュニティ振興会、専門

家が参画する会議・委員会を設置し、魅力ある地域づくりへの取組みについて情報

交換（年間２回～５回）を図ります。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

≪課題と取組概要≫ 

   職員の資質の向上については、これまで福岡県商工会連合会やその他の団体が開

催する研修会・勉強会への参加や、商工会全国統一演習研修事業（ＷＥＢ研修事業）

を受講することを中心に図ってきました。 

しかしながら、それらの研修で習得した支援ノウハウをどのようにして業務や実

務に活かしていくかが検証されず、一過性の知識習得で終わっていました。 

また、職員間の業務上での情報交換が具体的な形で図られていないため、商工会

全体の組織課題共有もできていませんでした。 

今後は、積極的に各種研修会･勉強会に参加し、各職員の専門知識のスキルアップ

に努めるとともに、終了後はその支援ノウハウを実務で活かす手法を検証すること

を目的に、職員の支援ノウハウミーティングを実施し、個社支援のスキルを高めて

いきます。 

また、外部機関・専門家を招聘して課題別勉強会を定期的に開催し、全職員が参

加することで、商工会組織全体の支援力を向上させます。 

 

≪事業内容≫ 

（１）各種研修会･勉強会参加による専門的スキルの向上 

 商工会の職員は幅広い経営相談に対応することができる一方で、専門的分野の指

導は必ずしも得意ではないのが現状です。今後、小規模事業者に対し伴走型支援を

行うためにも、個々の職員の専門的スキルの向上は必要不可欠であると思われま 

す。 

 そのような経営指導員や経営支援員の専門知識の習得を図るために、福岡県商工

会連合会や福岡県商工会職員協議会が開催する職種別･課題別研修会や、中小企業 

基盤整備機構、福岡県、日本政策金融公庫、久留米税務署等の関係機関が主催する

業務別研修会には、これまで以上に積極的に参加していきます。 

 また、商工会全国統一演習研修事業（ＷＥＢ研修事業）については、経営指導員

はもとより、経営支援員も積極的に受講します。 

さらに、中小企業大学校が主催する“支援担当者等研修”には、経営指導員のみ

  ならず経営支援員も受講することで、職員全体の専門的知識のスキルアップに努め

ます。 
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  （２）職員間の支援ノウハウミーティング 

   本会は二箇所の事務所（善導寺事務所、北野事務所）を有し、両事務所間でＶＰ

Ｎ（仮想プライベートネットワーク）を構築し情報やデータの共有を図っています。

今後は研修会等で得た支援ノウハウ等の知識や資料についても、ＰＤＦにデータ化

し、職員間で共有します。 

また、その知識を日々の業務･支援実務で活かすことを目的とした、職員ノウハ 

ウミーティングを四半期に一回程度実施します。 

事務局長、経営指導員、経営支援員等の職種の垣根を無くし、それぞれの職員が

各種研修会やセミナーで習得したスキルを報告すると共に、どのように日々の業務

や支援実務で活用できるか英知を出し合い検証するなどして、その支援ノウハウを

組織全体で共有し、小規模事業者支援につなげていきます。 

また、ミーティングではそれぞれの職員が今取り組んでいる業務やその課題、支

援先の事業者情報等を報告して、商工会組織全体の方向性や課題を共有すると共

に、難しい支援案件やトラブルに直面している場合は、ＯＪＴによる支援体制を構

築して解決に導いて行きます。 

 

❑職員間支援ノウハウミーティングのイメージ図 
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  （３）外部機関・専門家と連携した課題別勉強会の開催 

   支援ノウハウミーティングで浮き彫りとなった、事業者支援上の課題を克服する

ために、全職員を対象とした課題別勉強会を年に２回程度開催します。 

   その課題解決に対応したテーマを設定し、外部機関や専門家を講師として招聘し

て、全職員で受講することで支援能力の底上げを図ります。 

 

 

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 

≪課題と取組概要≫ 

商工会が実施する事業は、「事業計画を立案」し「承認を得て実施」後に「報告」

する基本的な仕組ですが、事業見直しのための「事業成果」の評価基準が十分に可

視化されていないため、評価結果に基づく明確な改善策から「事業計画見直し」に

反映されにくいことが課題となっています。 

今後は、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、実施する事業の目標

達成度合の評価シートによる「数値的評価」の導入により、「費用対効果」即ち、 

その実行性における成果志向での評価を図り、以下により、検証と計画の見直しを

行い、経営発達支援計画の実施効果を高めます。 

 

≪事業内容≫ 

（１）経営発達支援計画の事業評価及び見直し体制 

年に１回、商工会の正副会長、商業・工業部会長、久留米市商工観光労働部商工

政策課、金融機関、中小企業診断士、福岡県商工会連合会などの有識者により、「評

価委員会」を設置し、「評価シート」を設定します。 

数値的評価基準により、P（Plan）・D（Do）・C（Check）・A（Action）事業活動の

「計画」「実施」「監視」「改善」サイクルにより事業成果の評価・見直し案の提示 

を行います。 

 

（２）経営発達支援計画の事業評価及び見直しの決定 

経営発達支援計画の評価委員会から示された、事業成果の評価・見直し案を、理

事会において審議し、評価・見直しの方針を決定します。 

 

（３）経営発達支援計画の事業評価及び見直しの承認 

理事会において決定された、事業の成果・評価・見直しの案については、通常総

代会へ報告します。 

 

（４）経営発達支援計画の事業評価及び見直しの公表 

事業の成果・評価・見直しの結果を久留米東部商工会のホームページで計画期間

中公表します。 

 

※商工会ホームページ：http://www.ktb-shokokai.com/ 
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善導寺事務所 北野事務所 

※職員間の支援ノウハウミーティングにより、支援スキル・課題の共有を図る。 

相談 指導･専門家派遣 

（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 

実施体制  事務局長 1名・経営指導員 3名・経営支援員 4名・記帳指導員 3名

合計 11 名 

 

組  織  （役員）会長 1名・副会長 2名・理事 19 名・監事 2名 

         （職員）事務局長 1名・経営指導員 3名・経営支援員 4名・ 

記帳指導員 3名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    久留米東部商工会 

善導寺事務所 

    〒839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田 424-1 

    ＴＥＬ  0942-47-1231 ＦＡＸ  0942-47-0823 

    北野事務所 

    〒830-1113 福岡県久留米市北野町中 3294-1 

    ＴＥＬ  0942-78-3311 ＦＡＸ  0942-78-4873 

    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  kurumetoubu@shokokai.ne.jp 

    ＵＲＬ  http://www.ktb-shokokai.com/ 

 

役員（24名） 

事務局長 

経営指導員 経営指導員 経営指導員 

経営支援員 

記帳指導員 

経営支援員 経営支援員

記帳指導員 記帳指導員 

福岡県商工会連合会 

経営支援員
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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 2,470 1,720 2,810 1,900 2,680

 

 

経営状況分析

事業費 

 

事業計画策定

支援費 

 

需要動向調査

費 

 

需要開拓事業

費 

 

地域活性化事

業費 

 

職員資質向上

事業費 

 

 

100 

 

 

190 

 

 

820 

 

 

900 

 

 

360 

 

 

100 

 

150

190

770

150

360

100

150

190

820

750

800

100

 

200 

 

 

190 

 

 

770 

 

 

200 

 

 

440 

 

 

100 

200

190

820

850

520

100

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国・県・市補助金、会費、各種手数料、賦課金 

 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

 
Ⅰ-１ 地域の経済動向調査に関すること 
・地域の経済動向調査分析に係る支援 
 〇小規模企業景気動向調査・景気・金融・雇用動向調査・中小企業景況調査 
  地域の小規模事業者経営状況調査・ネットde記帳利用事業者財務分析調査 
  経営状況、財務分析指標調査 
 
Ⅰ-２ 経営状況の分析に関すること 
・経営課題調査分析に係る支援 
 〇ネットde記帳利用者への財務分析・簡易シートを利用したＳＷＯＴ分析 
  経営状況分析個別セミナー 
 
Ⅰ-３ 事業計画策定支援に関すること 
・事業計画策定に係る支援 
・創業、第二創業、事業承継に係る支援 
 〇地域内の金融機関と連携による事業計画策定支援体制・事業計画策定セミナー 
  中小機構経営計画アプリの活用・三井管内商工会広域連携体制による創業セミナー

 
Ⅰ-４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 
・事業計画策定後のフォローアップに係る支援 
 〇日本政策金融公庫を活用した金融相談支援・地域金融機関と連携した金融相談支援

 
Ⅰ-５ 需要動向調査に関すること 
・需要動向調査分析に係る支援 
 〇日経テレコンやＭｉｅＮａやマケプラを活用した需要動向情報の提供 

民間リサーチ機関に委託した一般消費者への消費動向・需要調査 
久留米市、各まちづくり振興会等と連携した高齢者グループインタビュー調査 
中小企業診断士等を活用した需要動向等分析調査 

 
Ⅰ-６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
・販路開拓、販売促進に係る支援 
 〇久留米市の地域商業空き店舗対策事業の調査整備 
  三井管内合同によるセミナー情報交換・買物弱者に対する販路開拓支援 
  道の駅久留米と連携した販路開拓 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
・地域資源、各種イベント事業を活用した支援及び情報発信 
 〇久留米市、地域商店街、ＪＡくるめ・みい、まちづくり振興会との連携委員会組織
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Ⅲ-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 
・支援ノウハウの情報交換 
 〇福岡県・福岡県商工会連合会・筑後地区商工会・三井管内商工会 
久留米商工会議所との情報交換、事業連携 

  久留米税務署・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士・地域金融機関 
との情報交換 

 
Ⅲ-２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 
・職員の資質向上に係る取り組み 
 〇福岡県・福岡県商工会連合会・筑後地区商工会での情報交換、研修会 
三井管内商工会での情報交換、研修会 
久留米税務署・税理士・中小企業診断士・社会保険労務士での情報交換、研修会 

 
Ⅲ-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 
・事業評価及び、見直しに係る取り組み 
〇内部組織及び外部有識者を活用した事業の見直し評価委員会の設置 
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連携者及びその役割 

 

[久留米市]  

 代表者：市長 楢原利則 

 住 所：久留米市城南町 15-3 

連絡先：0942-30-9133 

 役 割・市の商工業振興に関する支援、指導、情報交換 

    ・市の融資制度に係る支援、指導 

    ・地域振興事業に関する情報交換 

 

 [福岡県久留米中小企業振興事務所] 

 代表者：所長 上野孝徳 

 住 所：久留米市城南町 15-5 久留米商工会館 3F 

 連絡先：0942-33-7228 

 役 割・県制定の商工業振興に係る支援、指導 

    ・販路開拓に係る支援 

    ・商工会職員の研修会、情報交換 

 

 [福岡県商工会連合会] 

 代表者：会長 城戸津紀雄 

 住 所：福岡市博多区吉塚本町 9-15-7F 

 連絡先：092-622-7708 

 役 割・『中小企業景況調査』『日経テレコン』の活用及び実施分析、広報 

    ・エキスパートバンクによる専門家派遣 

    ・職員への研修会開催及び支援に関する情報交換 

・事業計画の指導助言及び事業評価   

    ・販路開拓に係る支援 

    ・ネット de 記帳システムの支援、指導 

 

 [中小企業基盤整備機構] 

 代表者：九州本部長 斎藤三 

 住 所：福岡市博多区吉塚本町 9-15-6F 

 連絡先：092-622-7809 

 役 割・よろず支援拠点における専門家派遣 

    ・経営革新センターにおける専門家による助言指導 

    ・経営ノウハウについて情報交換 

 

[日本政策金融公庫 久留米支店] 

 代表者：支店長兼国民生活事業部統括 須藤公昭 

 住 所：久留米市東町 38-1 

 連絡先：0942-34-1212 
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 役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

    ・「小規模経営発達支援融資制度」の活用支援 

    ・経営計画策定について情報交換及びセミナー講師 

 

 [福岡県信用保証協会 久留米支所] 

 代表者：支所長 古賀啓照 

 住 所：久留米市日吉町 24-24 

 連絡先：0942-38-1023 

 役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

    ・経営ノウハウについて情報交換 

 

 [福岡銀行 善導寺支店] 

 代表者：支店長 手嶋洋 

 住 所：久留米市善導寺町飯田 631-1 

 連絡先：0942-47-1003 

 役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [筑後信用金庫 善導寺支店] 

 代表者：支店長 荒巻義満 

 住 所：久留米市善導寺町飯田 3961 

 連絡先：0942-47-5335 

役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [福岡県南部信用組合 善導寺支店] 

 代表者：支店長 内野茂 

 住 所：久留米市善導寺町飯田 635-3 

 連絡先：0942-47-1028 

役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [福岡銀行 北野支店] 

 代表者：支店長 福島栄造 

 住 所：久留米市北野町中 3298-5 

 連絡先：0942-78-3111 

役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 



４２ 
 

 

 [筑後信用金庫 北野支店] 

 代表者：支店長 川口高弘 

 住 所：久留米市北野町中 3304-3 

 連絡先：0942-78-7741 

 役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [福岡県とびうめ信用組合 北野支店] 

 代表者：支店長 田中博文 

 住 所：久留米市北野町今山 677-1 

連絡先：0972-78-4196 

役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [西日本シティ銀行 小郡支店] 

 代表者：支店長 時津勝利 

 住 所：小郡市小板井 310-1 

連絡先：0942-72-2008 

役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

    ・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [筑邦銀行 東合川支店] 

 代表者：支店長 井上郡敏 

 住 所：久留米市東合川 5-2-21 

 連絡先：0942-44-5500 

役 割・経済動向及び金融課題について情報提供、分析支援 

・金融制度について情報提供、活用支援 

 

 [久留米商工会議所] 

 代表者：会頭 本村康人 

 住 所：久留米市城南町 15-5 

 連絡先：0942-33-0211 

役 割・国、県、市の制度の情報共有 

    ・地域振興事業の情報共有 

 

 [久留米南部商工会] 

 代表者：会長 野口定敏 

 住 所：久留米市三潴町玉満 2779-1 

 連絡先：0942-64-3649 

役 割・国、県、市の制度の情報共有 

    ・地域振興事業の情報共有 
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[田主丸町商工会] 

代表者：会長 橋村芳隆 

住 所：久留米市田主丸町田主丸 510-4 

連絡先：0943-72-2816 

役 割・国、県、市の制度の情報共有 

   ・地域振興事業の情報共有 

 

[小郡市商工会] 

 代表者：会長 組坂眞一 

 住 所：小郡市祇園 1-6-2 

連絡先：0942-72-4121 

役 割・国、県、市の制度の情報共有 

    ・管内事業連携及び情報交換 

    ・職員間の資質向上に関する情報交換及び連携事業 

 

[大刀洗町商工会] 

 代表者：会長 鶴野宏之 

 住 所：三井郡大刀洗町大字冨田 819 

連絡先：0942-77-2182 

役 割・国、県、市の制度の情報共有 

    ・管内事業連携及び情報交換 

    ・職員間の資質向上に関する情報交換及び連携事業 

 

[久留米税務署] 

 代表者：署長 大澤要  

 住 所：久留米市諏訪野町 2401-10 

連絡先：0942-32-4461 

 役 割・経営支援ノウハウについて情報交換及び支援 

 

[久留米市農業協同組合（ＪＡくるめ）] 

代表者：組合長 緒方善範 

 住 所：久留米市篠原町 4-7 

連絡先：0942-34-4121 

 役 割・地域特産品開発等に係る情報交換 

 

[みい農業協同組合（ＪＡみい）] 

代表者：組合長 吉塚数寛 

 住 所：小郡市大板井 267-1 

連絡先：0942-72-2141 

 役 割・地域特産品開発等に係る情報交換 
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[道の駅くるめ] 

代表者：駅長 原篤信  

 住 所：久留米市善導寺町木塚 221-33 

連絡先：0942-47-4111 

 役 割・地域特産品開発等に係る情報交換 

 

 [東久留米スタンプ会] 

代表者：会長 青木秀寿 

住 所：久留米市善導寺町飯田 424-1 

連絡先：0942-47-1231 

役 割・地域消費者の需要・消費に関する情報交換 

 

[善商会] 

代表者：会長 脇田篤 

住 所：久留米市北野町今山 613-6 

連絡先：0942-78-2244 

役 割・地域消費者の需要・消費に関する情報交換 

 

[北野校区まちづくり振興会] 

代表者：会長 南島和夫 

住 所：久留米市北野町中 273-1 

連絡先：0942-78-0460 

役 割・地域振興事業の情報共有 

   ・地域特産品開発等に係る情報交換 

 

[弓削校区まちづくり振興会] 

代表者：会長 下川正春 

住 所：久留米市北野町高良 1706-1 

連絡先：0942-78-3150 

役 割・地域振興事業の情報共有 

   ・地域特産品開発等に係る情報交換 

 

[大城校区まちづくり振興会] 

代表者：会長 田中和義 

住 所：久留米市北野町大城 83 

連絡先：0942-78-4303 

役 割・地域振興事業の情報共有 

   ・地域特産品開発等に係る情報交換 
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[金島校区まちづくり振興会] 

代表者：会長 高木二六昭 

住 所：久留米市北野町八重亀 139 

連絡先：0942-78-6569 

役 割・地域振興事業の情報共有 

   ・地域特産品開発等に係る情報交換 

 

[善導寺校区コミュニティ振興会] 

代表者：会長 中矢巧 

住 所：久留米市善導寺町飯田 424-1 

連絡先：0942-47-1065 

役 割・地域振興事業の情報共有 

   ・地域特産品開発等に係る情報交換 

 

[大橋校区まちづくり委員会] 

代表者：会長 秋永宰 

住 所：久留米市大橋町合楽 314-1 

連絡先：0942-47-1916 

役 割・地域振興事業の情報共有 

    ・地域特産品開発等に係る情報交換 
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・事業所の情報を共有、

支援方法等を連携 

連携体制図等 

 

事業計画策定に関する連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小郡市

商工会 

久留米東部商工会 

日本政策金融公庫 
信用保証協会 
地域金融機関 

創業予定者 
創業し２期申告が終

わっていない事業者 

大刀洗町

商工会 

・資金等支援 

福岡県商工会連合会 
嘱託専門指導員 

・特定創業支援認定(創業塾) 

専門家から見

た課題等支援

・融資に関

する連携

・管内合同でのセミ

ナー等を連携 

久留米商

工会議所

久留米南部商工会

田主丸町商工会 

久留米東部商工会 

事業計画策定支援に関する管内連携図 
 ≪連携・支援機関≫

・三井管内商工会 
・金融機関 
・中小企業診断士 
・行政機関 
・税理士 
・社会保険労務士 
・行政機関 

セミナー受講者 

三井管内商工会

で共同開催 

≪連携・支援機関≫

・県連・拠点 
・金融機関 
（政策公庫・民間）

・中小機構 
・ミラサポ 

≪連携・支援機関≫

・三井管内商工会 
・金融機関 
・中小企業診断士 

創業塾受講者 受講修了者・セミナー

のみの受講者 
・三井管内商工

会で共同開催 
・各単商で伴奏型 

支援 

・創業へのフォロ 

ーアップ 

受講修了者・セミナー 

のみの受講者 

・各単商で伴走型支援 

・創業へのフォローアップ
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地域経済の活性化に資する取組みに関する情報交換体制 
 久留米東部商工会

久留米市 

専門家 

JAくるめ

地元商店街・商業関係者 

東部地区コミュニ

ティ振興会 
 

職員の資質向上に関する連携図 

 

 
 

 
 
 
 

・金融、税務、労務、その他知識習得の資質向上支援 

道の駅くるめ

日本政策 
金融公庫 
保証協会 

久 留 米

税務署 
福岡県久留米中

小企業振興事務

所 

専門家 福岡県商工会連合会 

久留米東部商工会 
・指導員、経営支援員 

小郡市商工会 大刀洗町商工会 

管内での資

質向上に関

する連携 

JAくるめ、JAみい 

東久留米スタンプ会 
善商会、まちづくり振興会
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事業評価と見直しに関する体制連携図 

商工会会員 

正副会長 
商業・工

業部会長 
久留米市 金融機関 中小企業

診断士
県連 

久留米東部商工会 

中小企業者（会員外） 

PDCAチェック 

情報発信 

評価委員会 

中小企業 
診断士 


