
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

飯塚市商工会（旧頴田町、旧庄内町、旧穂波町、旧筑穂町） 

（法人番号 ）８２９０００５００８５９７ 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

当面の目標 

「高齢者をはじめとした地域住民のニーズに対応した魅力ある店づくり」

中・長期的な目標 「地域個店商業・サービス業の復興と持続化」 

事業内容 

１.地域の経済動向に関すること 

①市の統計の他商業統計等を新たに参考にした多面的な調査分析の実施 

②飯塚市担当部署ヒアリングによる経済動向の変化の把握 

②各産業団体との情報交換による地域経済動向の把握 

２．経営状況の分析に関すること 

①独自作成のヒアリングシートと事業計画サポートキットを活用した経

営分析の実施 

②事業計画作成セミナー開催による事業計画策定支援の推進 

③モデル企業に対する綿密な現地調査の実施と経営分析結果の情報提供 

３.事業計画策定支援に関すること 

①事業計画づくりサポートキットを活用した事業計画策定支援 

②モデル事業所に対する具体的な事業計画、施策の提案 

③商業・サービス業を主対象にした創業塾の実施 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

サポートキット活用事業計画策定事業者、モデル企業、創業塾受講後の事

業所に対する定期的なフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること 

①日経テレコム等各種既存データを活用した一般的需要動向調査の実施 

②地域高齢者を対象にした地域における独自のアンケート調査の実施 

③物産展等出展時におけるモニタリング調査の実施と情報提供 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①展示会商談会への効果的な出展事業所支援の実施 

②通販サイト「福岡よかもん市場」への出品による販路開拓支援の実施 

③新たな地域イベント開催による需要調査・販路開拓支援の実施 

④地域小規模事業者ＰＲ冊子発刊による地域内販路開拓支援事業の実施 

⑤「プレスリリース」の積極的活用による販路開拓支援事業の実施 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１.地域経済活性化事業 

①飯塚市地域経済活性化協議会（仮称）の設置 

②新たな地域イベント開催による地域情報発信 

③内野宿場町並みの観光資源を活かした地域情報発信 

連絡先 
飯塚市商工会 〒820-0071 福岡県飯塚市忠隈４９４番地 

          電話 0948-22-5382  E-mail iizuka@shokokai.ne.jp 
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（別表１） 

経営発達支援事業の目標 

（飯塚市の現状） 

・本市は、福岡県のほぼ中央に位置し、面積214.13k㎡でＪＲ筑豊本線が南北に走り、国

道200号線、201号線が市街地で交差する交通の要衝地になっている。東は田川市を中

心とする田川圏域に、西は福岡市を中心とする福岡都市圏に、南は嘉麻市に、北は直

方市を中心とする直方・鞍手圏域にそれぞれ接している。北と南は遠賀川流域平野と

して開かれているが、東は関の山、西は三郡山地等に囲まれ、生態系を保護する自然

が残されている。 

   

・飯塚市は、平成１８年に旧飯塚市と周辺４町（穂波町、筑穂町、庄内町、頴田町）１

市４町の合併で誕生した。飯塚市商工会は、その内４町地域を管轄している。 

   
 

・飯塚市は、現在第２次総合計画を策定中であるが、市の人口は現在約 13 万人で、2030

年（平成 42 年）には約 10 万人を割り込むことも予想されており、飯塚市は人口維持

を最重点目標としている。また、市の少子高齢化傾向も顕著で、平成 17 年度の少子化

率は 13.0％で国の 13.7％、福岡県の 13.9％に比べ下回っている。逆に高齢化率は

22.7％と国の 20.1％、福岡県の 19.8％を大きく上回っている。（図表１）特に飯塚市

商工会地域は、（図表２）のように高齢化が著しい傾向にあり、一部では３５％を超え

る地区もある。住民アンケートの結果では、「高齢者が手助けしてほしいと思うこと」

という問いに対して「安否の確認」「買い物の手伝い」等が上位を占めている。 

 
（図表１）目標人口及び人口推計値（飯塚市 1次総合計画）平成 19 年 

 
※平成 23 年、28 年の総人口、年齢区分別人口 上段は目標人口、下段は推計値 

資料）国勢調査（平成 17 年） 

北九州都市圏 

福岡都市圏 
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（図表２）飯塚市地区別年齢構成比 

 
資料）飯塚市住民基本台帳（平成 24 年 10 月 1 日現在） 
 

（飯塚市商工会地域産業の現状） 

・当地域は江戸時代に長崎街道の宿場町（内野宿、飯塚宿）として栄え、明治時代以降

は、石炭産業の中心地として隆盛を極め人口が大幅に増えた。人口が増えるにつれ「商

業・サービス業」が盛んな地域となり、エネルギー革命で石炭産業は衰退し現在は残

っていないが、依然として「商業・サービス業」が当地域産業総生産割合の８割以上

を占めており年々割合は高まっている。しかし、第２次・３次産業は生産額、事業所

数ともに減少傾向である。（図表３）（図表４） 
 

（図表３）飯塚市の産業３分類別総生産割合の推移   （図表４）飯塚市の産業３分類別事業所数の推移 

  
出典）福岡県「県民経済・市町村民経済計算報告書」  資料）事業所・企業統計調査 
 

・国道２００号線と２０１号線が交わる地域（穂波町地域）にあたり郊外型大型店が多

数立地しており商業サービス業の中心地がシフトしたことや、公共交通網が都市部の

５０％未満しか行き渡っておらず、（図表５）のように広範囲に亘るため車が必需品で

ある。車を所有し、運転可能な世代は、主な購買先として中心部の穂波地区の他、近

飯塚市商工会管轄地域 

旧飯塚市よりも周辺地区

の高齢化が進んでいる 
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隣の直方市や筑紫野市の量販店に行く傾向が強く、地域の個人商店は多大な影響を受

け廃業、事業縮小が相次いでいる。 
 

（図表５） 飯塚市大型小売店舗の立地状況 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

出典）飯塚市「飯塚市中心市街地活性化基本計画」 

 

・ 地域内には、筑穂地区の筑穂牛、庄内地区の庄内ふき、頴田地区の頴田ウコンを始め

とした農産物があり、市のイメージアップとブランド化に対応した農産物の産地づく

りが推進されている。特に筑穂牛は、当地域を代表する食材として地域飲食店で提供

され、ミシュランガイドで採り上げられる等ブランド化の確立に一定の効果をあげて

いる。しかし、全体的に飯塚市、JA ふくおか嘉穂、商工会等団体間の連携が不十分で、

これらの農産物のブランド化に向けての取組は改善の余地がある。 

 

・飯塚市には、九州工業大学等理系大学が集積しており、e-ZUKA トライバレー産学官交

流研究会（略称ニーズ会）が定期的に開催され、新商品・新サービス開発、ベンチャ

ー企業育成、新産業の創出、マッチング等に関して産学官で情報交換が行われている。

現状では、開発には成功するが、その後の販路拡大に苦戦している傾向にある。 

 

（飯塚市商工会の支援の現状） 

・飯塚市商工会会員向けアンケートの結果では、現在、抱えている経営上の課題は何か

という問いに対して「商圏人口の減少」「同業者や大手企業との競争の激化」「消費者

ニーズの変化への対応」「特にない/わからない」が上位を占めた。(図表６) 
（図表６） 飯塚市商工業者が抱える経営上の課題 

 
出典）飯塚市商工会「会員巡回アンケート調査」 

図表５の青枠の

地域が飯塚市商

工会区域 

直方市 

筑紫野市 
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・飯塚市商工会では、穂波地区を中心に創業に関する相談があり、業種の割合では商業・

サービス業（飲食業を含む）が８割を占めている。（図表７）飯塚市は「創業支援事業

計画」が国に認定されており、地域における創業促進の環境が整っている。今後も更

に細やかな創業支援計画策定が可能である。 
 

・普段の経営指導員巡回訪問における感触を踏まえると、「地域内での販路よりも外部に

新たな販路の確保を求める傾向が強い」、「新たな取り組みの必要性を感じているが何

をしたらよいのかと悩む企業も多い」ことが窺えた。このような企業に対し、飯塚市

商工会では担当制経営指導員による都度対応で、金融、労働、税務面における支援の

他、主に販路開拓、各種補助金申請、経営革新計画等を行ってきた。（図表８） 

そのため、中長期的な視点が欠けており経営計画策定に必要な基礎になるデータ（消費

者ニーズの把握や小規模事業者の内部資源等）の蓄積が十分でなかった。 

 
（図表７）飯塚市商工会 創業支援（H24-H26)に関する企業数 

  小売業 飲食業 サービス業 建設業 総計 

合計企業数 3 5 7 4 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
（図表８）飯塚市商工会における経営支援（H23-H26）等申請企業数 

経営支援等申請名 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 製造業 建設業 総計 

新連携補助金申請           1 1 

ISO9001 補助申請         1   1 

ものつくり補助金申請 1       4   5 

創業補助金申請     2       2 

小規模持続化補助金申請 1 2 2   2 4 11 

販売力強化支援補助金申請 2 1     2   5 

経営革新申請 2 2     3 2 9 

公庫経営強化支援計画（創業融資）     1 3     4 

総計 6 5 5 3 12 7 38 
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地域内創業の約 8割が商業・サービス業

現状の支援実績では、商業・サービス業は 

約４割にとどまっている 
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（飯塚市小規模事業者の課題） 

①地域の需要を十分に把握しきれておらず、消費者ニーズへの対応が遅れている。 

②自社の内部資源を客観的に分析できていない。 

③自社の事業の方向性が明確でない。（気づいていない） 

上記のような地域の現状、課題を踏まえ飯塚市商工会では、当地域経済の活性化のた

めにどのような方針で小規模事業者の支援を行っていけばより有効であるか検討した。

検討に際し、地域を取り巻く環境を「機会」と「脅威」に分けて挙げ、それを受けて当

地域の「強み」と「弱み」を洗い出した。特に、既にある「強み」を「機会」に投入し

ていくことが効率的でかつ有効であるのではないかという結論に至った。 

 

飯塚市（旧穂波町、旧頴田町、旧庄内町、旧筑穂町）の商工業ＳＷＯＴ分析 

 
 

 
強み 
・長年商業、サービス業が盛

んで商売気質に富む  

・市が住民福祉政策に積極的

である又「創業支援事業計

画」認定を受けている 

・産学官連携が盛んである。

弱み 
・消費者ニーズへの対応が

遅れている 

・経営上の問題点がわから

ない（気づいていない） 

 

機会 
・高齢者を中心に地域内の

潜在的な需要が高い 

・福岡都市圏と山で遮断さ

れていて最寄品を中心に

地域内消費傾向が高い 

  

 

 

 

 

 

消費者ニーズをつかめれば

地域内の需要を逃がさずに

すむ 

脅威 
・大手量販店の進出 

・商圏人口の減少 

・車社会（モータリゼーシ

ョン）の進行 

 

 

新たな創業モデルや住民福祉

政策との連携で大手量販店と

の競争を回避できる 

 

 

小規模事業者に気づきを与

えることができれば脅威を

回避することができる 

 

 

 
 

 

 

 

（本計画の目標） 

前述の現状と課題を踏まえ、上記のとおり、飯塚市商工会エリアの商工業についてＳ

ＷＯＴ分析を行った。この分析結果を踏まえて、本計画の目標を「高齢者をはじめとし

た地域住民のニーズに対応した魅力ある店づくり」とすると共に、中・長期的な目標を

「地域個店商業・サービス業の復興と持続化」として、事業計画作成による小規模事業

内部資源 

外部環境 

高齢者をはじめとした地域住民のニーズに対応した魅力ある店づくり 

地域個店商業・サービス業の復興と持続化 

高齢者をはじめとした需

要を的確に捉えることで

魅力的な店づくりが可能
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者の伴走型支援や事業承継、地域経済活性化に資する事業等を行い、面的支援を継続実

施する。これらの目標の達成に向け本計画では、以下の４つの方針に基づき計画を推進

する。 

①小規模事業者を取り巻く基礎データの充実【指針③】 

飯塚市や外部機関による調査データに加え、新たに独自の調査（購買意識アンケート

調査等）や、飯塚市、各産業団体、金融機関との定期的な情報交換を実施することで、

地域経済動向、需要動向分析のための基礎データの充実を図る。 

 

②経営課題の明確化と課題に応じた事業計画の策定【指針①】【指針②】 

新たに「小規模事業者ヒアリングシート」を作成し、小規模事業者から収集した基礎

データを専門家と共に分析することで経営課題を明確にする 

その後、支援ツール（小規模事業者事業計画づくりサポートキット）を活用し事業計

画を策定提案する。（３０社/年間）（図表９左側） 

 

③モデル個別小規模事業者に対する継続的な支援【指針②】 

従来のような担当経営指導員による個別支援ではなく組織体制（チーム制）を構築し、

モデル個別小規模事業者を年に２社選定し、密着した徹底的な実地調査を実施する。 

調査結果から、個別小規模事業者の課題を明確にしたうえで具体的な支援策を提案し

ていく。５年間で１０企業の経営診断、事業計画策定、５０企業の創業支援を継続的に

行い、成功事例を生み出すことで、他小規模事業者の企業努力の喚起促進や支援ノウハ

ウの蓄積による支援力精度向上の効果が見込まれる。（図表９右側） 
（図表９）小規模事業者事業計画策定フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業計画づくりサポートキットを活用した事業計画策定（30社/年間）     ③モデル事業所事業計画策定（2社/年間）      

地域経済動向の調査 需要動向の調査  

事業計画策定スタートアップセミナー開催（モデル企業 2社選定）  

（財務分析、課題分析）課題の明確化    

事業計画書提案（５年計画）        

３ヶ月ごとの進捗状況確認、修正助言    経営革新計画策定          

小規模事業者持続化補助金等申請   

展示会・商談会等マッチング     

雇用関連助成金申請         

事業承継手続き 等       

経営分析（小規模事業者の概要）方法 ヒアリング      

(小規模事業環境の棚卸)方法 ヒアリング 財務諸表    

経営分析（小規模事業者の概要）方法 ヒアリング 実地調査     

(小規模事業環境の棚卸)方法 ヒアリング 財務諸表 実地調査    

従業員意識調査 来店客アンケート 

客動線調査 ＡＢＣ分析 競合店調査等  

調査報告書提出（1回目）経営課題の明確化  

商工会職員（チーム）で事業計画策定支援  

提案書提出（2回目）具体的施策提案    

２ヶ月ごとの進捗確認、修正助言      
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④新たな小規模事業者販路開拓支援事業への取り組み【指針④】 

地域外に向けた販路開拓事業として展示会・商談会の募集活動だけではなく、効果的

な出展事業所支援や、新たな手法としてネット販売の構築等で充実を図る。地域内の販

路開拓事業は、各団体との連携で新たなイベントの開催や小規模事業者 PR 冊子の製作

で地域内需要の取り込みを狙う。イベント開催時には、モニタリング調査を実施し、結

果を出展事業者に情報提供することで個社需要の把握に役立てる。 

これまでの飯塚市商工会の小規模事業者支援の現状と本計画の目標に向けた、新たな

取組についての概要は次の通りである 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•飯塚市各部署との定期的な面談
•国勢調査、経済センサス、家計調査月報、工
業統計等の活用

地域の経済動向調査

•高齢者購買意識アンケート調査の実施
•日経テレコム、全国中小企業動向調査の活用

需要動向調査

•「ヒアリングシート、小規模事業者事業計画
づくりサポートキット」を活用した経営分析

•モデル小規模事業者に対する綿密な実施調査
分析⇒（正確な実態が掴める）

•来店者アンケート、従業員意識調査、ＰＯＳ
データを基にしたＡＢＣ分析、客動線分析、
競合店調査等

経営状態の把握

•「小規模事業者事業計画づくりサポートキッ
ト」を活用した事業計画策定

•モデル小規模事業者の実態に応じた事業計画
の策定

•商工会職員による計画策定支援
•チーム制による支援

事業計画の策定

•チーム制による多面的具体的施策提案
具体的施策の提案

•展示会商談会への効果的な出展事業所支援
•地域イベント開催とモニタリング調査の実施
•ネット販売の構築による販路開拓支援
•小規模事業者ＰＲ冊子の製作周知による販路
開拓支援

小規模事業者販路開拓支援

•地域各団体連携による「飯塚市地域経済活性
化協議会」の設立

•地元小規模事業者が直接自社のＰＲ、販促活
動を行う場の提供

•内野地域観光ＰＲ事業の実施

地域経済の活性化に資する取組

•飯塚市統計の活用
•商工会会員（業種ごとに数社抽出）による
四半期ごとの景況調査

地域の経済動向調査

•特に実施していなかった

需要動向調査

•金融相談時における財務諸表、事業主面談
からの把握⇒（正確な実態が掴めていない）

経営状態の把握

•専門家派遣までの前さばき的役割
•主に専門家に委託
•担当経営指導員による施策提案

事業計画の策定

•担当経営指導員による施策提案

具体的施策の提案

•商談会、物産展開催と参加に関する広報活
動

小規模事業者販路開拓支援

•形骸化したイベント要素の強い「地域の祭
り」

地域経済の活性化に資する取組

飯塚市商工会の経営支援に関する取組の現状と新たな取組

経営支援の現状 新たな取組 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１.地域の経済動向に関すること【指針③】 

（これまでの課題と事業概要） 

飯塚市商工会では、これまで地域の経済動向調査として、飯塚市が発行する「統計

いいづか」からの情報収集と商工会会員を業種ごとに数社抽出し、四半期ごとの景況

感について聞き取り調査を実施することに留まっていた。この調査では、サンプル数

が少なく、調査対象企業の事業主の主観によるものが大きいため、地域全体の経済動

向を的確に捉えたものであるとは言えなかった。 

本計画では、市統計等既存データに加え他統計資料も活用し、新たに飯塚市をはじ

めとした地域の各団体との情報交換を定期的に実施する。その後、収集した情報をも

とに専門家等と地域経済の動向を分析することで、正確な地域経済動把握に繋げる。

 

（事業内容） 

（1）当該地域の経済環境立地条件に関する調査（拡大実施）【指針③】 

今まで活用していた飯塚市の「統計いいづか」（地理的状況、人口世帯数、産業構造、

所得）に加え、「商業統計」（商業・小売業の概要）、「家計調査月報」（消費）、経済セン

サス（経済）等資料を活用し、専門家と共に年１回分析する。分析結果は、小規模事業

者巡回時に情報提供することで、「小規模事業者を取り巻く外部環境」の認識に繋げる。

また、事業計画策定時のデータとしても活用する。 

 

（2）当該地域の環境条件の変化に関する調査（新規）【指針③】 

地域の経済動向を把握するために、上記のような調査とともに継続的に（四半期ごと）

飯塚市の担当部署とヒアリングを行う。ヒアリング結果をもとに専門家と共に今後の地

域経済動向を予測し、小規模事業者への情報提供と活用方法の提案を行う。 

調査項目は、都市計画状況（住宅団地計画、道路計画、都市施設移転・新築）、人口

世帯数（将来人口、地区別人口の将来）、商業活動（大型店の進出、郊外型商業集積、

市の開催）、農業の将来変化その他の変化要因（工場誘致、農業開発）、実態調査（買物

動向調査、経営実態調査）等とする。 

 

（3）各団体との懇談会開催による資料収集（新規）【指針③】 

  産学官連携、ベンチャービジネス等に関する情報交換や地域産業の現状把握のため

に「e-ZUKA トライバレー産学官交流研究会」（略称ニーズ会）や産業団体（ＪＡ等）と

懇談会を開催する。収集した情報は、新製品・新商品開発や技術の高度化を図る際に

活用する。また、小規模事業者資金繰りに関する状況把握のために、地域金融機関、

福岡県信用保証協会筑豊支所との定期的な懇談会を実施する。 

（目標） 
調査項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経済環境立地条件に関する調査 一部実施 1回 1 回 1 回 1 回 1 回 

環境条件の変化に関する調査 未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

各団体との懇談会 未実施 各１回 各１回 各１回 各１回 各１回 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 
（これまでの課題と事業概要） 

現状では、小規模事業者の経営分析について、基礎になる情報は財務諸表等に限ら

れていたため、小規模事業者が抱える真の課題が不明確であることが多かった。また、

商工会職員による巡回相談の記録も決まったヒアリングフォームが無かったため、担

当者ごとに収集する情報量、質にバラツキがあった。そのため、小規模事業者の経営

分析情報として十分に活用できるものではなかった。 

本計画では、ヒアリングシート（事業者概要シート、事業環境棚卸シート）の作成、

活用と財務諸表を基に小規模事業者の基礎データの充実を図ることで、小規模事業者

の経営課題を明確にする。さらに、商業・サービス業の事業者から年度ごとに２社選

定し、個社経営分析を実施する。商工会職員による調査チームを組織し、担当ごとに

複数の調査を行い 1次データの収集に努める。1
注１）

次データと２次
注２）

データをもとにチー

ム内で検討し、小規模事業者の強み・弱みを明らかにすることで問題点の抽出、小規

模事業者の課題の明示につなげる。調査期間は１ヶ月程度とし、最終的には報告書と

いう形で小規模事業者に提示する。 
 

注１）１次データとは、調査者自身が、その調査目的のために固有の方法で採取したデータ。典型的には、アンケ

ートやインタビュー、実験などが該当する。現場へ出て観察することも、１次データに分類される。 
注２）２次データとは、その調査目的のために固有の方法で採取したものではない、既に採取されていたデータ。

典型的には、官公庁による統計、研究機関のレポートなどが該当する。 
 

（事業内容） 

(1) 地域事業者別現状調査分析の実施（新規）【指針①】 

小規模事業者巡回ツールとして共通様式のヒアリングシートを新たに作成する。作成

したヒアリングシートを活用し、地域内の小規模事業者巡回時に情報を蓄積していくこ

とで、小規模事業者の現状を正確に把握し、今後の経営支援の質の平準化に繋げる。ヒ

アリングシートの具体的な内容については、中小企業基盤整備機構が開発した「小規模

事業者事業計画づくりサポートキット」を基本に用い、現在までの支援経過等の項目を

加えた独自のヒアリングシートを作成する。 

ヒアリング項目 

①事業者の情報②商品・製品・サービス③顧客ニーズ 

④財務（直近３期程度）⑤競合・業界⑥現在までの支援経過 
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(2) 小規模事業者事業計画づくりサポートキットを活用した経営分析（新規）【指針①】

ヒアリングシートを基に、中小企業基盤整備機構が開発した「小規模事業者事業計画

づくりサポートキット」を活用することで、小規模事業者の課題の明確化と現状分析を

行う。分析時には、日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」を用いて各業界平均と比

較することで、小規模事業者の課題を明確にする。また、課題を整理し、優先度を分析

することで、短期に行うべき取組と中長期的に取り組むべき課題を整理する。以上の結

果を小規模事業者に情報提供し、事業計画作成のための基礎データとして活用する。 

５年間で、１５０件の小規模事業者経営分析を目標とする。 
（財務分析シート）          （優先課題分析シート） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 商業・サービス業対象事業計画作成スタートアップセミナーの開催（新規）【指針①】

小規模事業者自らが、事業計画作成をできるようにサポートキットを使った自社経営

分析、事業計画作成の仕方についてのセミナーを開催する。セミナーでは、更に「商業・

サービス業事業計画策定モデル企業」の掘り起しも併せて行う。モデル企業に対しては、

従来の経営改善普及事業のように、都度相談内容に応じた支援策の提案で終わるので

はなく、小規模事業者の根本的な課題を明確にし、強い経営体質への改善を図ること

を目的に、来店者アンケート調査、従業員ヒアリング調査、店舗内動線調査、競合店調

査等密着した実地調査業計画を行い、「伴走型の支援」へ繋げる。セミナー参加者の中

から年度ごとに２事業所を事業計画策定モデル企業として選定する。 

 

(4) 事業計画策定モデル企業に対する実施調査分析の実施（新規）【指針①】 

期間を区切って（１ヶ月程度）密着した調査を行う。具体的な手法は、中小企業診断

士と連携し、店舗事業主・従業員ヒアリング（小規模事業者の人事組織、従業員の意識

を確認）、来店者アンケート（品揃え、サービスの消費者評価、需要傾向を把握）、店舗

内顧客動線調査（デッドスペースの確認等）、競合店調査（他店の価格、特徴の把握）、

POS データを活用した ABC 分析（売れ筋、死筋商品把握等）、財務諸表を元にした財務

分析等を調査チームで分担し、徹底的に事実に基づいた 1次データの収集を行う。 

その後、収集データを分析することで、小規模事業者の経営課題の発見に繋げる。 

発見した経営課題は、報告書にまとめ対象企業に提示する。（1回目報告書提出） 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ヒアリングシートによる現状調査 財務のみ 30 30 30 30 30 

サポートキットを活用した経営分析数 未実施 30 30 30 30 30 

商業・サービス業セミナー開催回数 未実施 2 2 2 2 2 

モデル事業所経営分析 未実施 2 2 2 2 2 

巡回訪問件数  1,074 48 48 48 48 48 
※平成２８年以降の巡回訪問件数は今回の個別モデル経営分析対象企業への訪問件数とする。 
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３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（これまでの課題と事業概要） 

現状では、小規模事業者の依頼する課題にその都度取り組んできた。しかし、小規模

事業者には、マネジメントサイクル（Plan⇒Do⇒Check⇒Action）を組織的に動かす仕

組みを備えていないことが多いため、依頼するべき課題自体が明確でなかったり、適切

でなかったりする傾向がある。結果として、当面の課題解決策を提示するだけでは、な

かなか成果が実現せず事業の持続化には繋がらない状況であった。また、創業に関する

現状は、飯塚市商工会がこれまで過去３年間に関わった創業事例は１９件である。その

内、地域における「商業・サービス業」が約８割を占めており、主に創業資金に関する

相談対応に留まっていた。地域における創業の促進のためには、これまでのような点の

支援ではなく、継続的な面の支援が必要である。 

本計画では、主に３つの支援を実施する。 

①調査した地域の経済動向と需要動向から「地域の消費性向」を分析し、ヒアリングシ

ートのデータから小規模事業者の内部資源を明確にした上で、事業計画策定提案する。

②モデル企業に対しては、課題に向けての具体的施策を報告書として提出、説明し、そ

の後も定期的に巡回訪問し助言を行うことで、事業の持続化を実現する。 

③飯塚市が「創業支援事業計画」が国に認定されており、地域における創業の促進の環

境が整っているという強みを活かして「商業・サービス業」を主対象にした「創業塾」

を開催し、創業予定者の掘り起しと継続的な創業支援を行う。 

 

（事業内容） 

（1）小規模事業者事業計画づくりサポートキットを活用した事業計画の作成（新規）【指針②】

ヒアリングシートによる経営分析結果を基に、中小企業基盤整備機構が開発した「小

規模事業者事業計画づくりサポートキット」を活用することで事業計画を策定し小規模

事業者に提案する。事業計画書は、共有ファイルを作成し各経営指導員間で閲覧可能な

状態にしておき、定期的に協議し互いに修正等を行う。その後、計画の内容により、「経

営革新計画」や「小規模事業者持続化補助金」申請等の支援に繋げていく。（６ページ

図表９参照）５年間で、１５０件の小規模事業者事業計画作成支援を目標とする。 

    
（事業計画書）            （損益、資金計画書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 

課題 

行動計画 

損益計画 

資金計画 
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（2）モデル企業（個社支援）に対する具体的施策の提案（新規）【指針②】 

中小企業診断士と連携し、地域の経済動向調査と需要動向調査で事業所を取り巻く外

部環境を把握し、個別経営分析で小規模事業者の内部経営資源を確認する。その後、チ

ーム内で仮説検証を繰り返すことで、モデル小規模事業者が抱える問題点の抽出、課題

の明確化を図り、その課題に向けての具体的施策を報告書として提出する。（２回目報

告書提出）。２回目の報告書提出では、対象小規模事業者の新たなコンセプトを打ち立

て、全社レベルでの経営戦略を立案する。その後、項目ごと（品揃え、売場、販売促進、

組織体制等）に具体的施策を提案する。その際に利用できる中小企業施策の調査、提案

も併せて行っていく。 

以下は、飯塚市商工会が想定するモデル企業の現状調査から事業計画策定までの流れ

を示したものである。ここでは食品スーパーを例にしている。 

経営改善計画フロー例（食品スーパー例） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜経営理念＞（例） 

地元のお客様の日々の生活の利便性への貢献、喜んでいただける店づくり 

地元のお客様に信頼され、自信を持って日々の商売を行える店づくり 

＜問題点＞（例） 

・顧客ニーズに合った品揃えができていない             ・お客様にとって買いやすい売場になっていない 

・商品・サービスの価値がお客様に伝わっていない         ・組織人材マネジメントの仕組みがない 

・売上を増やすための売場になっていない              ・売上が減少し、赤字経営となっている 

●外部環境分析例  【指針③】 
【業界動向】 

・惣菜・中食市場が伸びている 

・市場が縮小し、オーバーストア化 

【消費者動向】 

・品質・鮮度を求めるお客様が多い 

・小分け、少量パックの要望が多い 

【立地条件】 

・旧○○で唯一の食品スーパー 

・周辺地域の高齢化が進んでいる 

【競合店】 

・○○出店により売上減少傾向 

【顧客】 

・利便性を求めるお客様は多いが、 

積極的購買理由に欠ける 

 

●内部資源分析例  【指針①】 
【商品】 

・仕入計画が不十分なため、欠品が散見される

・店の重点方針に欠ける 

【販売促進】 

・非価格情報が不十分 

・時間帯別マーケティングができていない 

・接客の評価に低い面がある 

【店舗】 

・商品が選びにくい 

・店内での販売テーマに欠ける 

・店内の回遊性が低い 

【組織・人事】 

・部門毎の連携ができていない 

・数値目標ができていない 

【財務】 

・売上が減少し、赤字になっている 

＜ストアコンセプト＞ 

高齢者をはじめとした地域住民のニーズに対応した魅力ある店 

＜課題＞（例） 

・対象とする商圏と商圏内のお客様の多様なニーズに合った商品・品揃えの提供 

・お客様に提供・提案したい商品・品揃えを的確に知らせる・訴求する店づくり 

・お客様が買いやすく、選びやすい売場づくり、また、関連購買等により売上が上がる売場づくり 

・経営課題を解決する努力を適切かつ、継続的に行える組織づくり 
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青果 精肉 鮮魚 惣菜 日配 一般食品
・鮮度管理を徹底する

・値頃感を意識した価

 格設定

・バラ売り・カット商品

 の充実

・取扱いアイテム数を

 増やす

・商品・用途別にまと

 めて陳列する

・メニュー提案を行う

・試食コーナーの設置

・販売スペースの拡大

・豚肉・鶏肉の取扱い

 強化

・輸入肉による低価格

 訴求を行う

・豚肉・鶏肉について

 銘柄品の取扱い開始

・半調理品の取扱い

 強化

・小分け、少量パック

 の充実

・商品回転率を高め、

 売場の鮮度を保つ

・メニュー提案を行う

・試食コーナーの設置

・刺身、切り身、丸物の

 取扱い強化

・定番商品、季節商品

 の充実

・曜日別、時間帯別に

 合わせた品揃え

・加工度の高い商品の

 充実

・バラ売り、パック売り

 の強化

・新鮮さを訴求する陳

 列の実施

・調理サービスの周知

・定番商品の開発

・少量パック商品の充

 実

・商品ラインナップの拡

 大

・調理パート者の増員

・お客様への周知を徹

 底する

・提案型販売の実施

・販売スペースの拡大

・計り売り、詰め放題

 の実施

・商品別管理票による

 売れ筋・死に筋商品

 の把握

・定番商品、季節商

 品、重点商品の充実

・エンド陳列による関連

 販売の実施

・商品別管理票による

 売れ筋・死に筋商品

 の把握

・定番商品、季節商

 品、重点商品の充実

・エンド陳列による関連

 販売の実施

店舗
売場構成

販売促進
活動

管理体制

商品分野
領域

具体的施策

・店舗前道路看板の変更による訴求力向上

・店舗入口の開放感を高める

・変化のある売場づくりを行う

・レイアウト変更により、生鮮四品の売場を充実させる

・日雑部門の縮小

・ポイントカードの活用強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・販促計画、年間イベントの作成

・ガス事業と連携した販売促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・テーマ性を持たせた陳列により季節の変化や生活のリズムを演出

・商品の魅力を伝えるＰＯＰ・ポスターの作成

・販売テーマに基づいたチラシの作成

・クーポン券により来店頻度を高める

・タイムセールにより売場に変化を持たせる

・数値目標の設定（年間、月間、週間）と管理体制の構築

・店舗管理者の役割の明確化

・従業員のモチベーション向上を向上させる体制づくり

・身だしなみチェックシートの導入

・勤務態度チェックシートの導入

＜経営戦略＞（例） 
【誰に】 

 ・○○地区で「日々の食の利便性」と「食の変化」を求めるお客様（主に高齢者） 

【何を】 

 ・お客様のニーズに合った商品・サービスを (お客様目線) 

 ・おすすめ商品や重点商品を (御社目線) 

【どのように】 

 ・欲しいときに欲しい量だけ、買いやすい価格で提供する (お客様目線)  

 ・お客様に喜ばれる適切な販売促進を行う (御社目線) 

【どういう売場で】 

 ・買いやすく、楽しく、飽きさせない店作り (お客様目線) 

 ・売上を増やすための店作り (御社目線) 

【指針②】 

  
経営目標（例） 

          初年度 売上目標    ○○百万円
            粗利率目標        ○○％

         ５年後 売上目標    ○○百万円
        粗利率目標       ○○％
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以上のように、事業計画策定を目指す対象小規模事業者に対し、「自社が本来あるべ

き姿」を明確にし、そのためにはどういったことが必要か具体的施策の提案を行う。 

提案の中で、必要な設備資金や付随する運転資金の調達に関しては、福岡県信用保証

協会との連携による県制度融資の活用や平成２７年度から創設された日本政策金融公

庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の活用を薦めその後の持続的な巡回訪問

において適切なフォローアップを図っていく。 

 

（3）「商業・サービス業」を主対象にした「創業塾」の開催（拡大実施）【指針②】 

現在、創業セミナーを年１回（１日）開催しているが、今後は創業塾（５日間コース、

定員１５名以内）を飯塚市と連携し、年２回開催することで創業に必要な知識（届出、

雇用、事業計画、資金計画等）の習得を図る。全５日間には各日毎の内容に応じた専門

家を配置するが、全体のコーディネートは飯塚市商工会が行う。毎年１０事業所の創業

を目標にする。 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サポートキットを活用した事業計画策定数 未実施 30 30 30 30 30 

モデル企業事業計画策定事業者数 未実施 2 2 2 2 2 

創業塾開催数 1 2 2 2 2 2 

創業支援者数（最終的に創業に至った数） 19(H24-26) 10 10 10 10 10 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（これまでの課題と事業概要） 

  これまでは、小規模事業者の相談内容に応じた支援策の策定に留まっていたため、

当面の問題が解決すれば以降のフォローアップが不足していた。 

本計画では、モデル企業をはじめとした基礎になる企業データを継続的に情報更新さ

せることで、事業策定後の巡回訪問時の面談内容が濃いものになり伴走型の支援に繋が

っていく。 

 

（事業内容） 

（1）事業計画策定企業のフォローアップ支援（新規）【指針②】 

  事業計画策定後、３ヶ月ごとに巡回訪問を実施する。訪問時にはヒアリングシート、

事業計画書を必携し、事業計画の進捗状況確認を行う。情報を更新して小規模事業者

の最新の状況を把握することで、資金繰り支援、各種補助金・助成金申請、事業承継

指導等きめ細かな支援に繋げる。 

 

（2）モデル企業の計画プロセス管理・支援（新規）【指針②】 

モデル企業事業計画策定後に、２ヶ月ごとに１度チームで巡回訪問し、進捗状況の確

認を行うとともに、成果実現までのプロセス管理・支援を継続的に実施する。 

また、事業計画策定後の支援プロセスを計画策定に関わった中小企業診断士に定期的

に報告し、必要な都度助言を求める。また、支援状況を飯塚市商工会ＨＰ、飯塚市広報

等で周知することで事業計画のマンネリ化を防止し、第三者の意見等を求める。 

 

（3）創業塾修了者のフォローアップ支援（新規）【指針②④】 
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創業塾修了者は、飯塚市商工会創業塾卒業生として、後発創業者との定期的な交流会

や、商工会異業種会員との交流会で販路拡大支援、マッチング支援を実施する。 

また、創業後も巡回によるフォローアップを３ヶ月に１度行い、ヒアリングシートの

作成、必要な施策等提案を行う。 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定事業所フォローアップ

のべ件数 

未実施 120 240 360 480 600 

モデル企業計画管理・支援件数 未実施 12 24 36 48 60 

創業塾修了者フォローアップ件数 未実施 40 80 120 160 200 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（これまでの課題と事業概要） 

現状では、地域の需要動向については特に調査を実施しておらず、地域消費者が求め

る商品・サービス、価格等を十分に把握することができていなかった。結果として、消

費者ニーズとずれた課題解決策の提供になりがちで十分な効果が得られなかった。 
本計画では、需要動向調査については、基本データとして日本政策金融公庫が発行す

る「全国中小企業動向調査」等による調査分析情報を基に消費者需要動向を把握する。

地域の需要動向については独自に、今後、主な地域内消費者層になることが見込まれる

高齢者を対象とした「高齢者購買意識アンケート調査」を実施することにより、消費者

ニーズを的確に把握し、専門家と共に分析したうえで、小規模事業者に情報提供する。

また、展示会等出展時を活用し、一般消費者モニタリング調査を実施することで、消費

者の個社に対する需要性向を把握する。 

 

（事業内容）  

（1）基本データの把握（新規）【指針③】 

  商業・サービス業の全国的な需要動向について日経テレコム、全国中小企業動向調

査等を活用し、一般的な需要傾向を把握する。調査項目は、業種、地域別、商品別の

売れ筋商品、価格等の情報で、新規に実施する「高齢者購買意識アンケート調査」の

比較データとして活用し、結果を小規模事業者に情報提供する。また、事業計画策定

モデル企業に関しては、来店客アンケートで個社の需要動向調査を実施する。 

 

（2）高齢者購買意識アンケート調査の実施（新規）【指針③】 

飯塚市まちづくり協議会、飯塚市社会福祉協議会と連携し、高齢者の購買意識に特

化した「高齢者購買意識アンケート調査」を年 1回で実施することで、地域小売業・

サービス業の主なターゲットとなる地域の購買層の需要動向を把握する。（地域の核

になる店舗の廃業等、需要動向に大きな影響が考えられる場合は都度実施する。） 

アンケート調査項目は、商品別の購買頻度、購買先、店舗までの交通手段、希望す

るサービス内容、商品購入時の優先順位（価格、品揃え、利便性等）等を予定してい

る。全国の需要調査と地域需要調査結果を基に、中小企業診断士等専門家とともに分

析することにより地域の真の需要動向を明確にし、商品・サービスの供給側である小

規模事業者の現状と比較することで経営課題を明確にする。分析結果は、事業計画策

定に活用し、小規模事業者にもフィードバックする。 
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（3）物産展出展時におけるモニタリング調査の実施（新規）【指針③】 

  小規模事業者が各物産展等に出展した際に、来場一般消費者にモニタリング調査を

実施することで、消費者の需要性向を分析する。分析結果を小規模事業者に情報提供

することで今後の品揃え、サービス等の見直しに繋げる。モニタリング調査の調査フ

ォームは、専門家と事前に協議し効果が期待できるものを作成支援する。 

 （目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向基本データの把握 一部実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

地域需要動向調査分析 

（高齢者アンケート等の実施） 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

物産展モニタリング調査数（1企業当たり） 未実施 50 50 50 50 50 

 

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】 

（これまでの課題と事業概要） 

  飯塚市商工会では、これまで主に地域外に販路を求める事業所に対し、商談会や物

産展に関する広報募集活動を行ってきた。結果として、参加する事業所はかなり限定

的で、地域内で販路を求める小規模事業者には具体的な販路開拓の場を提供すること

ができていなかった。飯塚市商工会地域は高齢化率が高い地域であり、国道２００号

線と２０１号線が交わる穂波地区を中心に大型量販店の進出が著しい。しかし、住民

福祉アンケートの結果では、車を運転できない高齢者等を中心に買い物に関わる支援

を求めていることが窺えた。平成２７年８月には、筑穂地区（地域内で最も高齢化率

が高い地区）の老舗食品スーパーが廃業し、地域需要に益々対応が困難な状況になっ

てきている。 

本計画では、そのような状況を、「機会」と捉え、これまでの地域外の販路開拓支援

の拡充だけではなく、地域における潜在的な需要取り込みの場として、新たな展示会や

商談会の開催と情報発信事業を実施する。 

 

（事業内容） 

（1）展示会商談会への効果的な出展事業所支援（拡大実施）【指針④】 

これまで、全国商工会連合会、中小企業基盤整備機構、

福岡県等による展示会商談会情報の提供募集活動、中小企

業販売力強化事業等補助金を活用した出展を行ってきた。 

今後は、募集活動に終始するのではなく、出展内容の質

を高める支援に注力する。出展前に専門家と共に、出展内

容に応じた「出展商談時のポイント」について助言を行う。    

出展時は、これまでの経験では面談数が多くなると「誰と

どういった面談を行ったか不明確になる」ことが多かった

ため、右図のような「面談票」の作成を支援する。その結

果、後の効果的なアフターフォローが容易になり、商談成

約率向上が見込まれる。また出展後は、出展事業者を対象

に出展による効果等を綿密にヒアリングし、その他事業所 

へ情報提供することにより参加事業所の増加を図る。 

 

その場で、話した内容、感触をランクづけ 

することで後の効果的なアプローチに繋がる 
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（2）通販サイト「福岡よかもん市場」への出品による販路開拓支援（新規）【指針④】

小規模事業者は、インターネットによる商品販売 PR について関心はあるものの、費

用、運用、効果面等で不安があり中々出展に踏み出せない場合が多い。通販サイト「福

岡よかもん市場」は福岡県の公的通販サイトとして始まった経緯もあり、安心、安価で

出展が可能であり、初心者には適したサイトである。飯塚市商工会でネット内に店舗を

構築し、小売業・サービス業を中心に豊富な品揃えで魅力を高めることにより、出品事

業所の販路拡大を狙う。 

 

（3）新たな地域イベント開催による需要調査・販路開拓支援事業（新規）【指針③④】

既存のイベントを見直し新たな地域イベントを開催することで地域消費者に直接自

社商品・サービスを PR する場を提供する。また、モニタリング調査を実施し、結果を

フィードバックすることで自社の商品開発、品揃え、価格設定、サービス内容の見直し

等に活用できるようにする。イベント出展対象は、販売よりも小規模事業者の地域への

PR に主眼を置いたもので小売業・サービス業だけではなく、製造業、建設業等幅広い

業種を予定している。 

 

（4）「くらしの便利帳」（仮称）発刊による地域内販路開拓支援事業（新規）【指針④】

飯塚市商工会地区は特に高齢化が進んでいる地区であり、急な水回り工事等のような

身の回りの相談事を安心して依頼できる業者に対する需要が高い。主に小売業、サービ

ス業、建設業を中心に身元が確かな地元の事業者で構成する「くらしの便利帳」（仮称）

を発刊し、地域住民に配布することで自社の PR、今後の販路拡大に役立てる。 

 

（5）「プレスリリース」の積極的活用による販路開拓支援事業（拡大実施）【指針④】 

今後は、ヒアリングシート等を携行した巡回訪問になるため、訪問先小規模事業者の

取り組み等詳細にわたる情報蓄積が可能になる。入手した情報を継続的にプレスリリー

スする（福岡県商工会連合会の「福岡プレス」を活用）ことにより取引の機会増加を狙

う。 

 

（目標） 
項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

展示会、商談会開催参加事業所数 5 8 10 10 10 10 

通販サイト出品事業所数 未実施 サイト開設 50 70 80 100 

地域イベント開催数 未実施 準備会議5回 1 1  1 1 

「くらしの便利帳」（仮称）発行数 未実施 1  1  1 

プレスリリース件数 1～２件 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - 18 -  
 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１.地域経済活性化事業 

（これまでの課題と事業概要） 

  飯塚市商工会地域は、前述のとおり平成１８年に合併した旧嘉穂郡４町で、現在の

飯塚市の 2/3 の面積を占め距離も東西、南北共に２０ｋｍ以上あり地域特性、生活圏

は地域ごとに異なっている。また、地域には筑穂牛、庄内ふき、頴田ウコンのような

特色のある農産物や長崎街道の宿場の様子を色濃く残した内野宿等の観光資源があ

る。旧飯塚市が主な舞台であるが、近年では NHK テレビ小説「花子とアン」(旧伊藤伝

右衛門邸)「あさが来た」(潤野炭鉱)でも注目を浴びており飯塚市自体の認知度は高ま

ってきている。 

このような中、飯塚市商工会は各旧町からの継続イベントである産業祭り等を踏襲す

るにとどまっており、前述のような地域資源や話題性をうまく活用しきれていない状況

である。これら地域資源をうまく活用し、いかに地域へ消費者を呼び込み、消費拡大に

つなげるかが課題となっている。今後は、これまで不足していた地域の実情に応じた効

果的な外部連携を推進実行することで、地域経済活性化に繋げていく。 

 

（事業内容） 

(1) 飯塚市地域経済活性化協議会（仮称）の設置（新規） 

  飯塚市、飯塚商工会議所、飯塚観光協会、JA ふくおか嘉穂、地域金融機関、地域資

源に関する任意団体等と協力し「飯塚市経済活性化協議会」を設立し、地域経済に関

する情報共有を目的に年２回開催する。各団体の持つ情報、強みを共有、活用するこ

とで消費者の地域内への呼び込み、地域農産物のブランド化、効果的な情報発信等に

繋がる他、各団体の役割についても明確になることが見込まれる。 

 

（2）新たな地域イベント開催による地域情報発信（新規） 

飯塚市と既存イベント（産業祭り）の見直しを進め新たに地元小規模事業者による物

産展を開催する。地域小規模事業者の商品・サービスの PR だけではなく地域観光、農

産物 PR や魅力的な催しを行い、周知活動も飯塚観光協会等との連携で飯塚市のみでは

なく、地域外へも行い、消費呼び込みの効果を狙う。初回開催年度は平成２９年度を見

込み、平成２８年度に計５回程度、開催に向けた準備会議を開催する。 

 

（3）内野宿場町並みの観光資源を活かした地域情報発信（新規） 

特に、筑穂地区の内野は地域でも過疎化が進み高齢化が著

しい地区であるが、長崎街道内野宿は宿場町の町並みを色濃

く残した観光資源豊かな地区である。この地域経済活性化の

ため、既に発足している内野
注３）

地区活性化推進協議会との連携

で、福岡都市圏でのイベント等で積極的に PR 活動を行う。 

年間に２回を目標に実施する。 
 
注３）内野地区活性化協議会：飯塚市内野地区（飯塚市でも特に過疎化が進んでいる地区であるが長崎街道の宿場町の

町並みが残る観光資源豊かな地区である。）の活性化を目的に構成された一般社団法人で飯塚市、飯塚市商工会

と連携し長崎街道内野宿の情報（イベント内容）提供、地元の農産物を原料にした特産品の開発、地域外に対す

る観光宣伝活動等に積極的に取り組んでいる。構成員：内野地区全 267 世帯 
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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 

（これまでの課題と事業概要） 

現状では、主に小規模事業者からの相談が発生した時にその都度、相談内容（主に金

融・税務・労働等）に応じて他外部機関と連携を図っている。しかし、小規模事業者の

利益向上につながる中長期的事業計画策定に向けた支援ノウハウ等の情報交換までは

至っていないのが現状である。 

本計画では、事業計画策定のために必要な情報の収集を目的に以下の内容で他機関と

の連携を行う。 

 

（事業内容） 

（1）地域の経済動向に関する情報交換（拡大実施） 

近隣商工会（嘉麻市商工会、桂川町商工会）と共催で福岡県信用保証協会筑豊支所、

日本政策金融公庫福岡支店との情報交換会を年１回開催し、地域小規模事業者の資金繰

り、資金需要、創業予定者等の状況把握に繋げる。また飯塚商工会議所、飯塚市（経済

部、企画調整部、福祉部等）関係各部署のヒアリングで中心市街地の状況や小規模事業

者を取り巻く環境、支援内容を把握する。年４回のヒアリングを実施する。 

 

（2）需要動向調査、経営分析、事業計画の策定実施に関する連携（拡大実施） 

  需要動向調査については、高齢者アンケート実施のために飯塚市まちづくり協議会、

飯塚市社会福祉協議会、中小企業診断士等専門家と協議会を年２回開催し、アンケー

ト項目の協議、見直しを行うことで調査内容の質を高める。 

経営分析、事業計画策定については、中小企業基盤整備機構九州支部と連携し、年２

回「小規模事業者事業計画サポートキット」に関する勉強会を開催し、活用ノウハウの

習得に努める。 

また、モデル企業経営分析、事業策定については、福岡県商工会連合会、中小企業診

断士等専門家、福岡県中小企業振興センターよろず支援拠点、中小企業基盤整備機構等

外部支援機関との２ヶ月に１回の計画進捗情報交換と、専門家派遣時の経営指導員等の

同行により、支援ノウハウの習得と具体的な施策提案に繋げる。 

 

（3）新たな需要の開拓に寄与する事業に関する連携（拡大実施） 

  これまでも実施してきた商談会・展示会への出展周知を飯塚市と連携し、ホームペ

ージのリンクや広報誌を活用し更に広く PR を行うことで、出展事業所の増加を目指

す。新たに実施する地域イベントの開催については飯塚市と連携し、小規模事業者の

販路開拓につながるようなイベント内容検討会を実施する。（28 年度は準備会議５回、

29 年以降は年２回） 

通販サイトの構築運営については現在、通販サイト「福岡よかもん市場」を企画運

営している㈱JTB 九州と連携し、観光的な要素も備えた魅力的なショップ作りを推進

し、小規模事業者の商品、サービス PR だけではなく飯塚市への来訪者増加の効果も見

込む。（連携の頻度は都度） 

また、商談会・展示会出展時のより効果的な支援ノウハウ取得のために、福岡県商

工会連合会、福岡県よろず支援拠点派遣の専門家等と事前の情報交換を都度実施する。
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２.経営指導員の資質向上等に関すること 

（これまでの課題と事業概要） 

  現状では、小規模事業者の経営支援に必要な知識の習得については、全国商工会連

合会実施の「経営指導員 web 講習」や日々の支援における相談内容（金融・税務・労

働等）に関する手続き上必要な知識の習得に限られていた。そのため、経営支援の手

法等について、表面的な知識に陥りがちで実際の調査手法や、分析手法についての実

施経験が未熟であったため、適切な助言を行えていたとは言えない状況である。 

本計画では、小規模事業者支援チームを商工会職員で組織し、モデル企業を実際に訪

問し、多面的に調査を行う。徹底したデータの積み上げから現状を把握することからは

じまり問題点抽出、課題の発見、本来あるべき姿の確認、具体的な施策提案までの一連

の支援を伴走型で行うものである。よって、調査手法を実際の調査の中で体感すること

で従来の外部研修受講による知識習得に加え、生きた知識の習得が可能になる。 

 

（事業内容） 

 (1) 小規模事業者事業計画づくりサポートキット勉強会の実施（新規） 

  サポートキット開発元である中小企業基盤整備機構九州支部から講師を招き、活用

の仕方について勉強会年２回を実施することで、経営分析、事業計画作成についての

知識ノウハウを習得する。 

 

（2）モデル企業の実地調査による調査手法等の習得（新規） 

中小企業診断士の資格を有する経営指導員を中心に①来店客アンケート調査②事業

主、従業員ヒアリング③店舗内動線調査④立地調査⑤財務諸表からの財務分析⑥POS デ

ータを活用した ABC 分析⑦競合店調査等の調査手法を事前に勉強会形式で研究する。

テキスト、資料は中小企業大学校監修の中小企業診断士養成課程テキスト等を使用し実

際の調査に備える。実際の調査はローテーションで行い、できるだけ多くの調査を経験

することで、各職員の能力向上に繋げる。調査終了後、定期的に職員で会議を開催し実

施した調査手法と収集したデータの共有化を図る。データは必ずセキュリティをかけた

うえで蓄積し、共有ファイルで保管共有化していくことにより、今後の支援力向上に繋

げる。 

 

（3）経営指導員 Web 講習を活用した経営支援に必要な知識の習得（拡大実施） 

全国商工会連合会・日本商工会議所が主催する研修の参加や中小企業の診断の際に備

えておく知識補充として、全国商工会連合会が発信している Web 講習でも特に店舗調査

の際に必要な知識となる科目「運営管理」の受講を飯塚市商工会職員全員に義務付ける。

 

（4）参加した研修会資料の共有化（拡大実施） 

  各経営指導員、経営支援員が参加した研修会については、単に復命、報告書の回覧

で終わらせるのではなく、各研修会の資料をデータで保管し全員が必要な時にすぐに

検索、閲覧が可能な状態にしておくことで職員の小規模事業者対応力向上に活用する。
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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 

（これまでの課題と事業概要） 

  現状では、事業計画立案⇒承認⇒実行⇒報告というサイクルで事業を実施していた

が、外部からの評価するシステムが無かったため、事業の改善点が不明確で見直しを

するための仕組みが未熟であった。 

  本計画では、不足していた外部からの客観的な評価を導入し、計画（P）⇒実行（D）

⇒評価（C）⇒改善（A）を絶えず廻していくことで、事業の改善見直しに繋げていく。

 

（事業内容） 

（1）外部有識者によるモデル小規模事業者事業評価システムの構築（新規） 

本事業は２回の報告書を対象企業に提出報告し、その後も継続してフォローアップを

行うものである。よって①調査による現状の把握までの報告時に１回②具体的施策提案

報告時に１回、合計２回内外部有識者（中小企業診断士、福岡県商工会連合会経営支援

連携拠点チーフコーディネーター等）に実施状況の確認・評価の提示を依頼しチェック

を受け、修正の必要があれば修正の上見直し案を提示する。（年２回） 

年度上期でＰＤＣＡサイクルを２回廻し、年度下期からは定期巡回による実施支援フ

ォローアップに注力する。事業の成果・評価・見直しの結果については飯塚市商工会理

事会へ報告し、承認を受ける。（年２回） 

 

（2）事業計画進捗状況の外部公表による評価システムの構築（拡大実施） 

事業の成果・評価・見直しの結果を飯塚市商工会のホームページ及び facebook 

（いいづか biz）で計画実施中、公表することで広く意見等を求め改善につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画

・スタートアップセミナー

・経営分析、需要動向手法

・事業計画

実行

・経営分析、需要動向分析

・具体的施策提案

評価

・専門家、福岡県商工会連
合会による評価

・ホームページ、facebook
に公表

改善

・策定した経営分析、具体
的施策案の見直し、報告
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（3）経営発達支援事業計画のＰＤＣＡサイクル構築（新規） 

本計画の実施進捗状況を年 1回年度末に内外部有識者（①小規模事業者経営分析・事

業計画支援に関わった専門家、②創業支援に関わった専門家、③飯塚市④福岡県商工会

連合会経営支援連携拠点チーフコーディネーター等）に提出報告し評価を受け、結果を

理事会に報告する。内外部有識者の評価と理事会の意見をもとに、次年度以降の継続的

な支援に向けた改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画

飯塚市経営発達支援計画の
策定

実行

・経営分析、事業計画策定

・創業支援・販路開拓支援

・地域経済活性化支援

評価

・専門家、飯塚市、福岡県
商工会連合会による評価

・理事会からの意見聴取

改善

策定した計画の見直し
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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１月現在）

（１）組織体制 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
  

飯塚市商工会職員  事務局長  １名 

          経営指導員 ６名 

          経営支援員 ９名  合計１６名 

 

（２）連絡先 

    飯塚市商工会 穂波本所 飯塚市忠隈 494   電話 0948-22-5382 

           頴田支所 飯塚市勢田 1271-1  電話 09496-2-0199 

           庄内支所 飯塚市綱分 789   電話 0948-82-3155 

           筑穂支所 飯塚市阿恵 6001-1  電話 0948-72-0216 

 

           ホームページアドレス http://www.iizukashi-shokokai.jp/ 

           メールアドレス    iizuka@shokokai.ne.jp 

マッチング支援

チーム 
経営指導員 2名
（兼務） 

経営支援員 1名

B 

地域活性化事業

チーム 
経営指導員 2名
（兼務） 

経営支援員 1名

創業支援チーム 
 
経営指導員 2名 
(兼務) 
経営支援員 1名 

飯塚市商工会理事会 

飯塚市・専門家・福岡県商工会連合会 飯塚市商工会事務局（受付・取り纏め）

経営指導員 3名
経営支援員 3名

モデル小規模事業者経営分析・ 
事業計画策定チーム 

経営指導員 3名
経営支援員 3名

ヒアリングシ

ート、サポート

キットを活用

し た 経 営 分

析・事業計画策

定支援も兼務 
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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２８年度 
(４月１日以降) 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

必要な資金の額 7,800 9,100 9,600 9,100 9,600

 

地域経済動向調査事業費 

 

経営分析事業費           

（スタートアップセミナー開催費） 

（モデル企業経営分析実地調査費） 

 

事業計画策定支援費 

（モデル企業事業計画作成費） 

（創業塾開催費） 

 

事業計画実施支援費 

 

需要動向調査事業費 

（購買意識アンケート調査費） 

（需要動向分析費） 

 

需要開拓寄与する事業費 

（ネット販売支援費） 

（新たな地域イベント開催費） 

（小規模事業者 PR 冊子作成費） 

 

地域経済活性化事業費 

（新たな地域イベント開催費） 

（地域外情報発信費） 

 

経営指導員等資質向上事業費 

 

300

1,200

(200)

(1,000)

2,200

(800)

（1,400)

300

1,500

(1,300)

(200)

2,000

(1,400)

(100)

(500)

200

上記に含む

(200)

100

   

300

1,200

(200)

(1,000)

 

2,200

(800)

(1,400)

300

1,500

(1,300)

(200)

3,300

  (300)

(3,000)

-

200

上記に含む

(200)

100

300

1,200

(200)

(1,000)

2,200

(800)

(1,400)

300

1,500

(1,300)

(200)

3,800

(300)

(3,000)

(500)

200

上記に含む

(200)

100

 

300 

 

1,200 

(200) 

(1,000) 

 

2,200 

(800) 

(1,400) 

 

300 

 

1,500 

(1,300) 

(200) 

 

3,300 

(300) 

(3,000) 

- 

 

200 

上記に含む 

(200) 

 

100 

300

1,200

(200)

(1,000)

2,200

(800)

(1,400)

300

1,500

(1,300)

(200)

3,800

(300)

(3,000)

(500)

200

上記に含む

(200)

100

 合計 7,800 9,100 9,600 9,100 9,600

（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 

国からの補助金、飯塚市補助金、飯塚市商工会事務手数料、ミラサポの活用等 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 



   - 25 -  
 

（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 

１.地域の経済動向に関すること 

 （1）地域の経済環境立地条件に関する調査 

    国、福岡県、飯塚市、金融機関等の各統計を基にした経済動向を分析する。 

 （2）地域経済の環境条件の変化に関する調査 

    飯塚市各担当部署との定期的なヒアリングを基に経済動向変化を分析する。 

 （3）各団体との懇談会開催による資料収集 

    小規模事業者の新商品・新サービス開発、技術の高度化、資金繰りに関する情

報収集を行う。 

 

２.経営状況の分析に関すること 

 （1）地域事業者別現状調査分析 

 （2）小規模事業者事業計画づくりサポートキットを活用した経営分析 

    小規模事業者巡回ツールとして中小企業基盤整備機構が開発した「小規模事業

者事業計画づくりサポートキット」を基に、独自のヒアリングシートを開発し、

小企業の経営指標との比較で経営分析を行う。 

 （3）商業・サービス業対象事業計画策定スタートアップセミナーの開催 

     サポートキットを活用し小規模事業者が自ら事業計画策定できるよう自社経営

分析、事業計画策定についてのセミナーを開催する。 

 （4）事業計画策定モデル企業に対する実地調査分析の実施 

     モデル企業に対しチームで密着した現地調査を行い経営課題の発見に繋げる。

 

３.事業計画策定支援に関すること 

 （1）小規模事業者事業計画づくりサポートキットを活用した事業計画の作成 

    ヒアリングシートと中小企業基盤整備機構が開発した「小規模事業者事業計画

づくりサポートキット」を基に、事業計画を策定提案する。 

 （2）モデル企業に対する具体的施策の提案 

    地域経済動向、個別経営分析の結果を基に、チームで経営課題に対する具体的

施策の提案を行う。 

 （3）「商業・サービス業」を主対象にした「創業塾」の開催 

    年間 10 事業所の創業を目標に「商業・サービス業」を主体とした創業塾をコー

ディネートする。 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 （1）事業計画策定企業のフォローアップ支援 

 （2）モデル企業の計画プロセス管理・支援 

 （3）創業修了者のフォローアップ支援 
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    事業計画策定企業、モデル企業、創業塾修了者に対する定期的なフォローアッ

プ巡回で計画進捗状況の確認、修正支援を実施する。 

  

５.需要動向調査に関すること 

 （1）基本データの把握 

 （2）高齢者購買意識アンケート調査の実施 

    国、調査会社等の需要調査と新たに実施する地域高齢者購買意識調査の結果を

比較検討し地域の真の需要動向を明確にする。 

 （3）物産展出展時におけるモニタリング調査の実施 

    物産展出展時に出展事業者ごとに調査フォームを作成し、消費者の需要性向を

分析、情報提供する。 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 （1）展示会商談会への効果的な出展事業所支援 

    出展前に「出展商談時のポイント」等の助言で効果を高める。 

 （2）通販サイト「福岡よかもん市場」への出品による販路開拓支援 

    出品に際する効果的な商品サービスの見せ方等に関する情報を収集する。 

 （3）新たな地域イベント開催による需要調査・販路開拓支援事業 

    地域小規模事業者が商品・サービスを PR する場を提供し、モニタリング調査も

同時に行う。 

 （4）「くらしの便利帳」（仮称）発刊による販路開拓支援事業 

    地域消費者に対し、小規模事業者の商品、サービス内容を掲載した情報誌を発

行し、地域住民に配布する。 

 （5）プレスリリースの活用による販路開拓支援 

    福岡県商工会連合会の福岡プレスを活用し積極的な情報投稿を行う。 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

（1） 飯塚市地域経済活性化協議会の設置 

地域経済の情報共有を目的に新たに各外部団体と連携し「地域経済活性化協議

会」を設立する。各団体の情報、強みを共有、活用することで地域経済活性化

に繋げる。 

（2）新たな地域イベントの開催による地域情報発信 

地域外へ地域小規模事業者の商品・サービス PR とともに地域の農産物、観光資

源等の PR、周知をすることで地域内への消費者の呼び込み等の効果を狙う 

（3）内野宿場町並みの観光資源を活かした地域情報発信 

      地域内の貴重な観光資源である内野宿を都市圏でPRすることで消費者の呼び込

み等へ繋げる。 

 

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）地域の経済動向に関する情報交換 

（2）需要動向調査、経営分析、事業計画の策定実施に関する連携 
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(3)新たな需要の開拓に寄与する事業に関する連携 

 

２.経営指導員の資質向上等に関すること 

（1）小規模事業者事業計画づくりサポートキット勉強会の実施 

（2）モデル企業の実地調査による調査手法等の習得 

 

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 

(1) 外部有識者によるモデル小規模事業者事業評価システムの構築 

 (3) 経営発達支援事業計画のＰＤＣＡサイクル構築 

連携者及びその役割 

①飯塚市  市長 齊藤 守史 

福岡県飯塚市新立岩５－５ 電話 0948-22-5500 

（役割）地域の各統計、地域情報提供 Ⅰ-1-(1)(2) 

    「創業塾」開催に向けた情報交換、創業予定者への広報周知 Ⅰ-3-(3) 

    新たな地域イベント開催に向けた情報交換 Ⅰ-6-(3)、Ⅱ-(2) 

    地域消費者向け情報誌の配布周知 Ⅰ-6-(4) 

    飯塚市地域経済活性化協議会での地域情報の提供 Ⅱ-(1) 

    経営発達支援計画の評価助言 Ⅲ-3-(3) 

 

②飯塚市まちづくり協議会 （飯塚市まちづくり推進課）  

福岡県飯塚市新立岩５－５ 電話 0948-22-5500 

 飯塚市内の各校区別に組織された団体で総務、教育、福祉、産業観光部会から成る。

（役割）地域高齢者に関する情報提供、購買意識アンケート調査の実施 Ⅰ-5-(2) 

 

③e-ZUKA トライバレー産学官交流研究会（略称ニーズ会）（飯塚市経済部産学振興課） 

 福岡県飯塚市新立岩５－５ 電話 0948-22-5500 

（役割）新産業、ベンチャー企業、マッチング、技術開発等の情報提供 Ⅰ-1-(3) 

 

④飯塚商工会議所 会頭 麻生 泰 

福岡県飯塚市吉原町６－１２ 電話 0948-22-1007 

（役割）旧飯塚市の小規模事業者支援に関する情報提供 Ⅱ-1-(1) 

飯塚市地域経済活性化協議会での中心市街地等に関する情報提供 Ⅱ-(1) 

 

⑤飯塚市社会福祉協議会 会長 大塚 政信 

福岡県飯塚市柏の森９５６－４ 電話 0948-23-2210 

（役割）地域高齢者に関する情報提供、アンケート調査配布等 Ⅰ-5-(2)  

 

⑥JA ふくおか嘉穂（福岡嘉穂農業協同組合本所） 代表理事組合長 大塚 和徳 
福岡県飯塚市小正３１９－１ 電話 0948-24-7060 

（役割）地域 1次産業、農産物、特産品開発等に関する情報提供 Ⅰ-1-(3) 

飯塚市地域経済活性化協議会での地域 1次産業に関する情報提供 Ⅱ-(1) 

    新たな地域イベントにおける地域農産物の PR Ⅱ-(2) 
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⑦飯塚観光協会  会長 嶋田 吉勝 

福岡県飯塚市吉原町６－１あいタウン２階 電話 0948-22-3511 

（役割）飯塚市地域経済活性化協議会での観光に関する情報提供 Ⅱ-(1) 

    新たな地域イベントにおける観光 PR、地域外へ向けた情報宣伝活動 Ⅱ-(2) 

 

⑧（一社）内野地区活性化協議会  代表者 多田 篤弘（飯塚市商工会理事） 

福岡県飯塚市内野３２７３  電話 0948-72-5581  

（役割）長崎街道内野宿の情報提供、地元の農産物を原料にした特産品の開発、地域外

に対する観光宣伝活動、未耕作地対策 農業従事者の転入 Ⅱ-(3) 

 

⑨中小企業基盤整備機構 九州本部 部長 高野 正美 

福岡県福岡市博多区祇園町４－２ 博多祇園ビル 電話 092-263-1500 

（役割）小規模事業者事業計画づくりサポートキットに関する情報交換  

Ⅰ-2-（1）（2）（3）、Ⅰ-3-(1) 

小規模事業者支援ノウハウに関する情報交換 Ⅲ-1-(2) 

    サポートキット運用勉強会の実施 Ⅲ-2-(1) 

     

⑩（一社）福岡県中小企業診断協会 会長 槇本 健次  

福岡県福岡市博多区吉塚本町９－１５ 福岡県中小企業振興センター 10 階 

電話 092-624-967 

（役割）事業計画策定モデル企業調査分析、事業計画策定の指導助言  

Ⅰ-2-(4)、Ⅰ-3-(2) 

モデル企業事業計画策定後のフォローアップに関する助言 Ⅰ-4-(2) 

需要動向基本データ、地域購買意識アンケート調査を基にした地域需要分析 

    Ⅰ-5-(1)(2) 

小規模事業者支援ノウハウに関する情報交換 Ⅲ-1-(2) 

    経営指導員等に対するモデル企業調査分析のノウハウ指導 Ⅲ-2-(2) 

    モデル小規模事業者事業計画策定に対する評価助言 Ⅲ-3-(1) 

    経営発達支援計画の評価助言 Ⅲ-3-(3) 

 

⑪（公財）福岡県中小企業振興センター 福岡県よろず支援拠点 理事長 髙木 郁夫

福岡県福岡市博多区吉塚本町９－１５ 電話 092-622-7809 

（役割）小規模事業者支援ノウハウに関する情報交換 Ⅲ-1-(2) 

 

⑫日本政策金融公庫 福岡支店  支店長 池隅 剛志 

福岡市博多区博多駅前３－２１－１２ 電話 092-411-9111 

（役割）小企業経営情報（業界データ、指標）に関する情報交換  

Ⅰ-1-(3)、Ⅰ-2-(2)、Ⅲ-1-(1) 

⑬飯塚信用金庫  理事長 新開 昭彦  

福岡県飯塚市本町１１－４２ 電話 0948-22-3300  

（役割）地域経済、金融関連データ、指標に関する情報交換 Ⅰ-1-(3)、Ⅲ-1-(1) 

飯塚市地域経済活性化協議会での地域企業に関する情報提供 Ⅱ-(1) 
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⑭福岡銀行 天道支店 支店長 北田 和崇 

福岡県飯塚市天道４１３－２ 電話 0948-22-1030 

（役割）地域経済、金融関連データ、指標に関する情報交換 Ⅰ-1-(3) 、Ⅲ-1-(1) 

飯塚市地域経済活性化協議会での地域企業に関する情報提供 Ⅱ-(1) 

 

⑮西日本シティ銀行 飯塚支店 支店長 尾﨑 健一  

 福岡県飯塚市本町６－１１ 電話 0948-22-2800 

（役割）地域経済、金融関連データ、指標に関する情報交換 Ⅰ-1-(3)、 Ⅲ-1-(1) 

飯塚市地域経済活性化協議会での地域企業に関する情報提供 Ⅱ-(1) 

 

⑯福岡県信用保証協会 筑豊支所  支所長  鹿嶋 一彦 

  福岡県飯塚市吉原町６－１２ 飯塚商工会議所５階 電話 0948-22-3585 

（役割）地域経済、金融関連データ、指標に関する情報交換 Ⅰ-1-(3)、Ⅲ-1-(1) 

 

⑰福岡よかもん市場事務局（株式会社 JTB 九州） 代表取締役 古田 和吉 

福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５ 新 KBC ビル６階 電話 092-715-9151 

（役割）ネット通販サイト「福岡よかもん市場」への出展に向けた支援 Ⅰ-6-(2) 

 

⑱福岡県商工会連合会  会長 城戸 津起雄 

福岡県福岡市博多区吉塚本町９‐１５ 福岡県中小企業振興センター７階 

電話 092-622-7708 

（役割）  創業塾コーディネートに関する助言、専門家派遣情報提供等 Ⅰ-3-(3) 

     展示会、商談会時におけるモニタリング調査に関する助言 Ⅰ-5-(3) 

    展示会、商談会出展の商談成功率を高めるための専門家事前派遣 Ⅰ-6-(1)

     福岡プレスに関する情報提供 Ⅰ-6-(5) 

モデル小規模事業者事業計画策定に対する評価助言 Ⅲ-3-(1) 

     経営発達支援計画の評価助言 Ⅲ-3-(3) 

 

⑲嘉麻市商工会  会長 冨金原 健三 

福岡県嘉麻市鴨生３９２－１ 電話 0948-42-1400 

（役割）広域経済情報の交換 Ⅲ-1-(1) 

 

⑳桂川町商工会  会長 芳中 敏治 

福岡県嘉穂郡桂川町土師２１９４－１ 電話 0948-65-0020 

（役割）広域経済情報の交換 Ⅲ-1-(1) 

 

 

 

 

※各数字Ⅰ-1-(1)等は別表１の連携該当箇所を表している。 
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連携体制図等 

Ⅰ.経営発達支援事業 

１.地域の経済動向に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.経営状況の分析に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業塾開催広報周知活動等

飯塚市 

広域金融動向 
日本政策金融公庫 

福岡県信用保証協会 

小規模事業者 

飯塚市商工会 

地域金融動向 
飯塚信用金庫 
福岡銀行 

西日本シティ銀行 

 
 

地域各統計、情報

飯塚市 

地域１次産業情報

JA ふくおか嘉穂 

新産業、技術開発情報 

e-ZUKA トライバレー産学官交流研究会

飯塚市商工会 

サポートキットに関するノウハウ

中小企業基盤整備機構九州本部 
小規模事業者 

モデル企業経営分析指導等 
福岡県中小企業診断協会 

小企業経営情報 
日本政策金融公庫 

飯塚市商工会 

小規模事業者 サポートキットに関するノウハウ

中小企業基盤整備機構九州本部 

モデル企業事業計画策定指導

福岡県中小企業診断協会 
創業塾専門家派遣等 
福岡県商工会連合会 
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４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.需要動向調査に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市商工会 

小規模事業者 

モデル企業事業計画進捗確認、助言 
福岡県中小企業診断協会 

飯塚市商工会 

小規模事業者 

アンケート結果調査分析指導 
福岡県中小企業診断協会 

購買意識アンケート調査の実施 
飯塚市 

飯塚市まちづくり協議会 
飯塚市社会福祉協議会

物産展モニタリング調査 
福岡県商工会連合会 

飯塚市商工会 

小規模事業者 

新たな地域イベント開催 
地域事業者 PR 冊子配布 

飯塚市 展示会・商談会専門家派遣

プレスリリース支援 
福岡県商工会連合会 

ネット販売支援 
福岡よかもん市場事務局 
（株式会社 JTB 九州） 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

飯塚市商工会 

小規模事業者 

地域金融動向 
飯塚信用金庫 
福岡銀行 

西日本シティ銀行 

地域経済情報 
新たなイベント開催 

飯塚市 

地域１次産業情報 

新たなイベント開催 

JA ふくおか嘉穂

中心市街地等に関する情報

飯塚商工会議所 

地域観光情報 

新たなイベント開催

飯塚観光協会 

地域消費者 
地域外消費者 

創業、資金需要等に関する地域情報 
日本政策金融公庫・福岡県信用保証協会

嘉麻市商工会・桂川町商工会 

中心市街地等に関する情報 

旧飯塚市小規模事業者支援関する情報 

飯塚商工会議所 

地域経済、都市計画、福祉計画情報等 
新たな地域イベントの開催 

飯塚市 

小規模事業者支援事例等情報等 
全国・福岡県商工会連合会 

サポートキットに関するノウハウ 
全国の経営支援事例情報等 
中小企業基盤整備機構九州本部 

企業実地調査分析、事業計作成ノウハウ

福岡県中小企業診断協会  

飯塚市商工会 

各専門家の支援ノウハウ 
福岡県よろず支援拠点 

内野地区観光情報 
内野地区活性化協議会 

飯塚市地域経済活性化協議会（仮称） 

地域経済動向に関する情報 需要動向調査、経営分析、事業計画策定 

ネット販売ノウハウ 
福岡よかもん市場事務局、専門家等

効果的な展示会・商談会出展ノウハウ 
福岡県商工会連合会、福岡県よろず支援拠点専門家

新たな需要の開拓に寄与する事業関する情報 
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２.経営指導員の資質向上等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導員 Web 講習 

各研修会・勉強会 

全国商工会連合会 
福岡県商工会連合会 

飯塚市商工会 

実地調査分析、事業計作成ノウハウ 
中小企業診断協会 福岡支部 

サポートキットに関するノウハウ 
中小企業基盤整備機構九州本部 

OJT 

OFF-OJT 


