
経営発達支援計画の概要 

実施者名 八女市商工会 （法人番号：1290005009494） 

実施期間 平成 28 年 4月 1日～平成 33 年 3月 31 日 

目  標 

(1)経営発達支援事業の目標 

  ①地域を支える小規模事業者の経営力の強化 
②創業や事業承継の支援による地域経済を担う人材育成 

(2)地域経済活性化に関する目標 

①地域への波及効果が高い振興策・支援策の実施 

②地域資源を活用した商品開発と地域ブランドの育成 

(3)支援力向上のための目標 

①他の支援機関との連携を通じ支援ノウハウを向上し効果的な支援を強化する 

②経営指導員等の資質向上と事業評価による PDCA の実施によって支援力向上を図る 

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】 

国際情勢や国の施策に影響を受けるマクロ的な経済動向や、地域資源の動向等地域特性を考慮し

たミクロ的な経済動向に注視し、各種調査資料の収集・分析を行い、データの共有化を図り、積

極的に事業者への情報提供及び活用を行う。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

商品・サービスの開発、売上増加や顧客確保等での活用を進めるため、新たにバランススコアカ

ード（BSC）の視点を参考に巡回時のヒアリングを改善していくことで、経営分析を強化し、発達

支援の機会や課題等を早期に把握し、伴走支援につないでいく。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 計画的に事業者が経営課題を解決するため、経営分析等の結果及び地域内動向調査などの基礎デ
ータを取り入れた、効果的な事業計画策定により小規模事業者の持続的発展を図る。また創業支

援や地域資源を活用した事業についての計画は、各機関と連携しながら支援体制の充実を図る。

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 計画立案から実行、評価、対策までを支援するために、支援機関との連携、情報提供、資金調達
支援を通じ、共に課題解決し、計画実現可能性を高めていく。特に事業計画策定初年度について

は、状況確認のため四半期毎に経営指導員による巡回等ヒアリングを実施し、進捗状況を勘案し

て以降の支援対応を行う。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者に応じた商品やサービスの需要動向について売れ筋商品情報収集、観光施設・小規

模事業所との連携によるアンケート調査等を実施。それら客観的なデータを収集・分析を行い、

その情報に基づく事業計画策定、商品・サービスの開発、ブラッシュアップへの活用を図ってい

く。 

 

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】 

小規模事業者の弱点である「営業力」や「情報発信力」を強化し、地域内外の潜在的な需要の掘

り起こしと新たな需要の開拓を支援する。又、実施後のフォローアップを行うことで、改善策の

提案や協議を進め、より効果的な販促策の実現を図る。 

 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

一過性の「地域活性化＝観光振興、にぎわいづくり」に終始せず、交流人口の拡大や地域の消費

喚起につながる地域活性化に関連団体等と連携し取り組む。 

連絡先 

八女市商工会 

住所：〒834-1292 福岡県八女市黒木町今 1314-1 

電話：0943-42-0153  ＦＡＸ：0943-42-0209 

e-mail：yame@shokokai.ne.jp  URL：http://www.yameshi-shokokai.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 

１．八女市の概要 

(1)立地 

八女市は福岡県の南部、福岡市から南へ約 50km に位置し、北は広川町、久留米市、うきは市、西

は筑後市、南は熊本県、東は大分県と県境に接している。平成 18 年と平成 22 年の 2回に渡る合併に

より、旧八女市と近隣 3町 2村が合併し、482.44 ㎢となる総面積県内 2位の市となった。面積の 2/3

が森林で占められ、概ね当商工会地区は中山間地域に立地している。市の中央部を国道 3号線が南北

に、国道 442 号線が東西にクロスし、西端には九州縦貫自動車道が走り、八女インターチェンジが立

地している。福岡都市圏から約 1時間と交通の要所となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
青色で囲まれた地域が八女市商工会管轄地域 

    

(2)文化・歴史 

日本最古の歴史書「日本書紀」にある『この地方に女神あり、その名を八女津媛といい、常に山中

にある』という一節が、『八女』という地名の由来と言われている。 

岩戸山古墳をはじめ多くの古墳が広がり、八女津媛神社、大円寺、松尾弁財天、五條家御旗祭等こ

の地の歴史文化を象徴する古社寺群や伝統的祭り、町家群が残る。そのような背景から江戸～昭和戦

前より提灯、石灯篭、仏壇、手すき和紙等の伝統工芸生産も盛んとなり、その伝統は続いている。 

こうした八女の歴史や伝統、町並みを活かした多数の観光施設の整備やイベントが行われており、

本市の観光振興につながっている。 

 

(3)産業 

本市の主要産業は、農業等の第 1次産業で農業産出額では県下有数の産出額である。とりわけ茶は、

全国的な生産地として、平成 27 年 12 月、八女伝統本玉露が地理的表示保護制度のもとで、地域ブラ

ンドとして認定・登録された。現在生産されたお茶は、地元で加工され「八女茶ブランド」として販

売されている。また、製造業については、仏壇や提灯等の伝統工芸が特徴的な産業であったが、消費

者ニーズの変化に伴い産業の斜陽化が進んでいる。しかし、農業を基盤とした、茶や筍等の食品加工

業は、横ばいから微増の出荷額と堅調に推移している。 

 

(4)人口 

①八女市全体の傾向 

平成 22 年八女市の人口は 69,057 人で 10 年前に比べると 10.0％の減少、平成 27 年 65,077 人で 5

年前に比べると 5.8％減と減少の一途をたどっている。一方で世帯数は微増となっていることから、

一世帯あたりの人数は減少、核家族化が進む状況となっている。また、年齢階層別の割合では、出生

率の低下（合計特殊出生率 1.47）により年少人口比率が減少を続ける一方で、高齢化率（平成 27 年

旧黒木町 

旧立花町 旧矢部村

旧上陽町 

旧星野村 
旧八女市 
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33.4％）は上昇しており、少子高齢化が年々進んでいる。 

 

②商工会管轄地域及び人口 

旧黒木町、旧上陽町、旧立花町、旧星野村、旧矢部村にそれぞれ存在していた商工会が平成 22 年

4 月に合併し、八女市商工会を設立、同地区を管轄することとなった。尚、旧八女市は八女商工会議

所が管轄している。 

商工会管轄地域において、平成 12 年と平成 22 年を比較した人口減少率は 16.5％と、市全体

（10.0％）よりも顕著と言える。 

 

・八女市商工会地区の人口の推移 

 旧黒木町 旧上陽町 旧立花町 旧星野村 旧矢部村 合計 

平成 12 年 14,685 4,223 12,530 3,881 1,760 37,079 

平成 22 年 12,291 3,518 10,602 3,144 1,408 30,963 

平成 27 年 11,429 3,303 10,121 2,780 1,312 28,945 

（平成 12 年・22 年は国勢調査、平成 27 年は八女市より）  

 

２． 八女市商工会地区の現状 

２－１．商工業者の現状 

(1)商工業者数 

 平成 22 年 4 月の商工会設立以降、商工業者数は減少の一途をたどっている。主な廃業先として、

小売業や建設業などの事業所となっている。特に小売業の特徴として、地域の人口と関係の深い地元

密着型の事業所が大半で、後継者を残せないことが原因となっている。 

 

・八女市商工会地区の商工業の推移   

      業種 

事業者数 

 

建設 

 

製造 

 

卸売 

 

小売 

 

飲食 

宿泊 

 

サ-ビス 
 

その他 

 

合計 

 

商工業者数 

H23 469 253 81 348 94 190 95 1,530

H26 414 228 73 307 89 189 76 1,376

 

小規模事業者 

H23 468 246 73 335 92 176 80 1,470

H26 413 221 66 293 87 175 71 1,326

 

会 員 数 

H23 306 177 63 255 71 120 44 1,036

H26 289 162 54 224 69 125 36 959

                                （商工会データベースより）

(2)商業・サービス業 

 本地区の商業・サービス業の立地の特徴として、国道や県道沿いに酒・食品小売店や料理飲食店が

散在的に展開し商業の集積がほとんど行われてこなかった。商店街組合が数件存在する旧八女市と異

なり、旧黒木町の国道 442 号線沿い東西約 2km、旧上陽町県道 54 号線沿い東西約 1km、近隣型商店街

が立地するのみである。近年、旧八女市街への大型量販店等の進出、道路インフラの整備により、消

費者の域外流失が顕著になり、後継者不足による経営の高齢化や廃業が増えている。重ねて、地域住

民の高齢化や小売店等の廃業により、買い物弱者が予測され、関係機関と連携してその対策が求めら

れる。このような状況の中、福岡都市圏からの交流人口を顧客とした、お土産品等の小売店や料理飲

食店の一部が売上を伸ばし強みとなっている。 

 

(3)工業・建設業 

製造業においては地域資源を活かした、茶、筍缶詰等の食品製造業の立地が目立ち、地域の製造業
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を牽引している。中でも、茶は地域ブランドの形成が進んでいる。また、旧黒木町には老舗の醤油製

造業 2件、酒製造業 2件が立地している。また林業が盛んであったことから、製材業、木製品（家具

等）製造業も各地に点在する。 

建設業関連については、土木業をはじめ建築業、左官業、塗装業、屋根工事業、電気工事業、住宅

設備業、造園業等、その業態は多岐にわたり、ほぼ全業種を網羅できるほど存在するが、土木の一部

を省いて経営規模は小規模である。しかし、公共工事に過度に依存しないため、早くから顧客を地区

外に求めたことにより、後継者等のある事業所が多いことが強みとなっている。しかしながら一方で、

周辺住民への業務内容等のアピール不足は顕著で、地元住民が地域外の大手ハウスメーカーに元請工

事を依頼するケースは散見される。遠方への工事対応、下請け工事主体の受注形態による収益性の悪

化は課題と言える。 

 

(4)小規模事業者の問題 

① 過疎化・消費流出の問題 

基幹産業である農林業の担い手不足や九州北部豪雨等の自然災害による転居により、過疎化が進ん

でいる。加えて都市部への消費流出によって、年々、市場規模が縮小し事業の発達はもとより持続化

も危ぶまれる状況となっている。 

 

② 旧態依然とした経営の問題 

消費者ニーズの多様化など外部環境の変化に順応できず、商品力が弱いなど売れるものが少なく競

争力を失っている。時代に即応した事業の展開ができず経営のマンネリ化が続いている。 

 

③ 経営管理の問題 

長い経験を頼りに経営を行ってきた結果、経理関係の帳票類や顧客リストなどの整備がおろそかに

なっている事業所が多い。計数等の管理も未整備であり経営の問題点を把握しにくい状況にある。 

 

④ 人材・承継の問題 

小資本での経営や財務内容の悪化に伴い、新規卒業者を雇用し、中長期的に人材を育成、採用でき

る環境にない。また、後継者の育成などの新陳代謝が進んでいない。 

 

 

２－２．地域経済活性化の現状 

(1)観光振興・地域イベントの現状 

八女市は、観光振興や地域イベントに力を入れており、入込客増加を地域活性化の柱としている。

商工会は合併前から各行政の要請により、観光振興や地域イベントの主催や共催、実行委員会への参

画、観光協会事務局の受託等を行い商工会事業の中で観光振興や地域イベントは非常に大きなウエイ

トを占めてきた。「観光振興や地域イベントの開催には、中枢に商工会の大きな関与」が行政、住民、

事業所でも当然と見られている。 

しかしながら、そこには本来経済団体として、販路拡大、特産品宣伝、商店街振興といった効果も

検討していく必要があると言えるが、一過性の「地域活性化＝観光振興、にぎわいづくりの運営」に

終始してきた経緯がある。 

  

(2)地域資源活用の現状 

個々の事業所で、農林産物を活用して商品の製造や販売を行ってきたが、消費者ニーズの把握やブ

ランド確立が不十分なため売り上げにつながらないケースがみられた。また、商工会の事業として地

域振興事業や全国展開プロジェクト事業で特産品の開発支援を行うこともあったが、継続的な支援に

至らず売れる商品づくりにつながりにくかった。今後、消費者ニーズを踏まえて新商品開発や既存商

品のブラッシュアップを図り、ブランドの確立につなげれば、売上の増加につながる素地はある。 
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(3)山間部に住む高齢世帯の現状 

もともと商業集積が弱く、相次ぐ周辺小売業の廃業も重なり、更には、公共交通機関も少本数・少

路線のバスのみである。そのため、山間部に住む高齢世帯にとって、便利に買い物できる環境とは言

い難い。そのような中、八女市からの委託により、八女市商工会にてデマンド交通「ふるさとタクシ

ー」※を運行し、特に移動手段に欠ける高齢世帯を対象として実施している。 

※デマンド交通「ふるさとタクシー」 

  過疎地域においても住民が将来にわたり安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を

図ることを目的に、地域内の移動を円滑にしつつ小需要利用にも対応できるよう導入した、ドア

to ドア型の予約型乗合タクシー。八女市が事業主体、八女市商工会が運営委託を受けている。現

在の主な利用状況は医療機関、行政サービス、大手量販店への往来となっている。 

 

(4)地域経済活性化の問題 

① 地域イベントの問題 

イベントの開催による地域活性化に取り組んできたが、イベントも一過性の事業が中心であり、地

域への波及効果が薄く、必ずしも地域活性化に結びついていない。 
 

② 観光振興に関する問題  

今まで観光資源は点在するものの経済効果を生み出すような仕組みづくりが未整理であったとい

える。観光ルートへの体験型観光、お土産商材を取り扱い観光客に対応できる店の整備・発掘、観光

客のニーズ把握による商品開発およびブラッシュアップ等に取組めていない状況がある。 

 
③ 地域資源の有効活用の問題 
地域資源を活用した商品はあるものの、消費者ニーズをとらえた新商品開発や既存商品のブラッシ

ュアップが図られていない。また八女茶以外では地域ブランドの構築が弱く商品力・訴求力が弱いた

め全国に展開することができない状況となっている。 

 

④ 買い物弱者の問題  

路線バスの廃止や食料品店等の廃業に伴い生活インフラの弱体化が進み、山間部に住む高齢者世帯

にとって買い物がしにくいという問題がある。八女市もその点は問題視している。 

 

 

２－３．当商工会の現状 

(1)当商工会の支援の現状 
これまで、経営改善普及事業による事業所支援が中心であった。金融や税務などの経営相談への対

応を相談の都度行ってきた。 
  
① 記帳指導と確定申告数は多いが財務データの蓄積の活用方法は定まっていない 
・ 記帳継続指導件数 371件（内商工会による記帳代行 84件） 
・ 確定申告件数（所得税 599件・消費税 203件・源泉税 180事業所）H26実績 
 
② 労働保険事務組合の事務委託は多いが従業員や賃金情報の有効活用は特になし 
・ 労働保険事務委託事業者数 457事業所 H27年現在 
・ その場だけの対処のみが支援の中心である 
 
③ 巡回指導や窓口指導件数は多いが、個々の実績が当会全体の支援スキルの向上に活かせていない
・ 職員全体の相談件数（巡回 2714件 窓口 3865件）H26実績 
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(2)商工会の支援に関する問題 

① 各調査の活用の問題 
福岡県商工会連合会が実施している中小企業景況調査を始め、日本政策金融公庫他関係機関による

調査報告書を把握しているものの、経済動向の把握は非常に重要なことではあると考えながら、各種

調査結果について職員による内容分析・理解・共有が充分になされている状況ではなかった。 

 

② 情報提供の問題 
事業者への情報提供の面からも、金融支援及び補助金申請時の利用以外は、情報の積極的な提供が

行われておらず活用されていなかったという問題がある。 

 

③ 経営全般を見据えた支援の問題 
記帳機械化・決算指導・借入申込時の財務内容確認返済余力等分析・金融あっせん・専門家派遣な

ど小規模事業者の相談に対応した経営支援を行っているが、対処療法的な側面が否めず経営全般を見

据えた経営分析をするまでに至らず本質的な支援になっていない場合もある。 

 

④ 各種業種振興の問題 

 個別業種における振興の取り組みにおいて、特に販促活動や知識習得について地域や時代のニーズ

が反映されておらず、それゆえ、新たな取組みの創意工夫が少なかった。 

 

 

３．八女市商工会地区の課題 

３－１．小規模事業者の課題 

 現状や問題点を踏まえると、当会管轄地域の小規模事業者は、新規顧客の獲得、商品・サービスへ

の取組み、経営力の強化への取組み、人材育成について以下のような課題を抱えていると考える。 

(1)新規顧客の獲得 

・ 縮小する市場を回復するには、「新たな顧客」を明確に定め、市場動向を見定めるなど適切な方

法による販促策を実行することで、新規顧客獲得に繋げていく必要がある 

・ 都市部からの交流人口を顧客ターゲットとするための販促策、域内住民へ向けた利用頻度を上げ

る販促策。これらを明確にし、事業所の状況に応じた策を講じていく必要がある 

 

(2)商品・サービスの開発の推進 

・ 商品力やサービス内容の見直しによる改良（ブラッシュアップ）や新商品・サービスの開発を、

消費者の需要動向を見据えて実施していく必要がある。そのことにより、売上高の向上と収益確

保を推進していく 

 

(3)経営力の強化 

・ 経営に計数管理を導入することにより、経営者の経験に頼りがちな経営からの脱皮を図る必要が

ある 

・ 経営分析や商品分析を進め、経営の改善を図り、経営力の強化に努めていく必要がある 

・ 重ねて、事業計画を策定し、未来への展望を持って行動してもらう指針が必要である 

 

(4)新たな人材の育成 

・ 後継者の育成とマッチングによる積極的な事業承継を推進することにより事業所の新陳代謝を

促進し企業の活力を生み出す必要がある 

・ また、新規従業員等の雇用を促進し、持続的な経営安定を図る必要がある 
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３－２．地域経済活性化の課題 

一過性の「地域活性化＝観光振興、にぎわいづくり」に終始せず、地域への波及効果を考慮した消

費喚起や地域資源を有効活用をした地域ブランド育成、山間部の買い物対策等、広義での地域活性化

に関連団体等と連携し取り組み、地域力向上に結びつける必要がある。 

(1)地域イベントによる地域活性化 

・ 過去踏襲型の事業の取捨選択を検討する余地がある 
・ 観光と地域振興に係る協議会の開催による連携強化を図る必要がある 

・ 特産品の PR の強化と商品のモニタリング調査を実施する必要がある 

 

(2)観光の振興とにぎわいの創出のための事業 

・ 交流人口拡大に向けた体験型観光ニーズや観光客向け商材対応などを見据えた観光ルート構築

の推進を検討する必要がある 

 

(3)地域ブランド及び商品づくりの推進 

・ 地域資源の有効活用によって八女ブランド構築を促進し地域活性化を図る必要がある 

・ 農商工連携、6次化産業を見据えた連携づくりも検討していく必要がある 

 

(4)商業振興による買い物弱者対策  

・ デマンド交通「ふるさとタクシー」の運行と買い物対策を結び付け買い物難民対策の強化を図る

必要がある 

 

 

３－３．当商工会の課題 

商工会として小規模事業者の財務分析やマーケティング手法を活用しながら、強みや欠点を洗い出

し、小規模事業者の経営分析力を高め、その小規模事業者の強みを生かした事業計画の策定支援を行

う。 

同時に、商工会の組織体制や一連の業務の標準化を図り小規模事業者を伴走型の経営支援ができる

組織づくりが必要である。 

(1)小規模事業者の売上増加や収益の改善について支援の強化が必要 

地域での需要を見据えながら、販売計画の策定を支援していく。支援に当たっては、関係する支援

機関や専門家などの支援メニューの活用も欠かせない。各員の資質やスキルを関連機関や専門家の指

導のもとで高めていくことも必要となってくる。 

 

(2)小規模事業者の経営力強化のための支援が必要 

小規模事業者の維持については、経営方針に沿った事業計画策定と策定後の支援で、地域の経済状

況等の変化に対応しながら商品力の見直しや新商品の開発等も進めていく。そのために各員の経営に

関する資質やスキルアップも重要になってくる。 

 

(3)創業や事業承継の支援により地域経済を担う人材の育成支援の強化が必要 

地域経済を担う人材を育成は、後継者の育成や新規創業等の支援が重要である。商工会青年部や女

性部の活動支援はもとより、後継者のいない事業所等への働きかけの実施が必要となる。 

 

 

４．中長期的な振興のありかたと経営発達支援事業の目標 

４－１．八女市の総合計画について 

八女市が策定した「第 4次八女市総合計画 基本構想 平成 23 年度～32 年度」において「第 4章

将来都市像実現のための基本目標」内に産業の振興について以下の通り記載がある。 
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<第 4 次八女市総合計画 基本構想 平成 23 年度～32 年度> 

・八女らしい新産業が育つまちをつくる 

・観光地としての魅力を高め、都市との交流が広がるまちをつくる 

・魅力的な商店街があるまちをつくる 

・雇用につながる工業が発展するまちをつくる 

そのなかで総合計画を達成するための中期プランとして、平成 27 年度以降について、以下の通り

方針が出された。 

<八女市 まち・ひと・しごと創生 創業戦略 平成 27 年度～32 年度> 

＊八女の資源を活かして経済を活性化し、安定した雇用創出をする 

・就業の場の拡大（後継者の育成、産業間の連携、企業誘致、創業支援） 

・生産性の向上（生産基盤整備、産業の育成（八女ブランド・販路開拓支援、新商品開発） 

＊訪れ・住み・交流する新しい人の流れを作る 

・移住、定住の促進（空き家改修や住宅改修） 

・交流拡大（観光集客資源の創出、観光商品の創出、観光情報発信、地域間交流） 

そのような動きの中、現在の取組みとして八女市・八女商工会議所・八女市商工会で協議して以下

のような制度を新設し、小規模事業支援を行っている。 

・ 八女市新規創業・新事業展開補助制度（平成 27 年 4 月施行） 

・ 八女市新規創業資金等借入者信用保証料 利子補給補助制度（平成 27 年 4 月施行） 

 

 

４－２．八女市商工会の中長期的な振興のあり方 

当商工会地区の現状と課題および八女市の振興施策を踏まえ、中長期的振興の方針として、以下を

掲げる。 

 

(1)経営力強化のための振興のあり方 

・ 小規模事業者の経営力強化の支援を行う事で、急速に減少していく商工業者数、特に小規模事業

者数を可能な限り維持しつつ、広域から集客できる魅力ある事業者を増やしていく 

・ 創業や事業承継の支援を通して、新しいビジネス機会の創出、後継者の育成・確保、雇用確保な

どの支援が充実することで、地域外からも創業希望者が増え地域経済の活性化に貢献する 

 

(2)地域力向上のための振興のあり方 

・ 茶・筍・木材を中心とする地域資源を活用した商品開発や既存特産品のブラッシュアップを支援

し、多くの特産品を作り出す仕組みづくりを確立し、他の資源にも発展させていく 

・ 関連団体等と連携して、八女ブランドの構築による認証制度制定と、販路開拓のための情報発信

の支援を高めていき、全国への認知度の向上を図る 

・ 地域内商工業者が観光地としての魅力を増幅させ、都市との交流が広がるまちづくりを進めるこ

とで、流入人口や交流人口の増加によって人口減少の影響を緩やかに抑える 

 

(3)支援力向上のためのあり方 

・ 他の支援機関と有機的な連携を促進し、相互の支援力を補完し合う体制を構築する 

・ 税務指導、金融指導といった一元的な支援に留まらず、課題や情報を多面的に分析し、小規模 

事業者の真の経営課題解決に協同で取り組める支援体制の構築と、職員の資質向上を継続的に 

実施していく 

 

このような中長期的振興の実現に向け、以下の通り、経営支援発達計画の目標を設定する。 
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４－３．経営発達計画の目標設定 

(1)経営発達支援事業の目標 

①地域を支える小規模事業者の経営力の強化 

地区内外の景気動向や事業者の経営状況を把握し、商品・サービスや経営に関する、いち早い課題

の抽出と具体的な売上・販売につながる支援に結び付けていくことで、事業者の経営力を強化してい

く。 

 

（基本方針） 

・ 地域内外の景気動向や業況等の各種調査から比較・分析を実施し地域の傾向・特徴を把握する 

・ 独自のヒアリングフォーム活用や経営分析による強み・課題の早期把握から適切な支援を行う 

・ 経営力向上に向けた各種事業計画の策定支援と、実施支援によって伴走支援を拡充する 

・ 外部データの活用と共に地域住民・道の駅などでの観光客などからの需要動向を調査する 

・ 既存インフラ活用によるマッチングや販路を活用し、需要開拓等の具体的な支援を向上する 

 

②創業や事業承継の支援による地域経済を担う人材育成 

創業や事業承継の支援により地域経済の活力を高めるビジネスチャンスの創出支援を行う。 

 

（基本方針） 

・ 八女市・八女商工会議所と連携し創業に関するセミナーの実施や事業計画の策定支援を行う 

・ 四半期ごとの巡回や金融制度等の活用によるフォローアップの伴走支援を拡充する 

・ 既存インフラ活用によるマッチングや販路を活用し需要開拓等の具体的な支援を向上する 

 
(2)地域経済活性化に関する目標 

①地域への波及効果が高い振興策・支援策の実施  

八女の歴史・伝統・街並み・施設の活用、地域イベントの活用、観光客向けの飲食業・食品製造

業の支援等によって、観光ルートの構築により誘客を図る。また業界振興と並行して、地元の住民

への買い物の利便性向上と消費拡大を両立する。 

 

（基本方針） 

・ 八女市など関係団体との連携による地域経済活性化への取組みを支援していく 

・ 地区内への観光客入込調査及び需要動向調査を実施し観光ルート構築の推進を図る 

・ デマンド交通「ふるさとタクシー」活用による買い物弱者対策を実施する 

 

②地域資源を活用した商品開発と地域ブランドの育成 

茶・筍・木材を中心とする地域資源を活用した特産品開発や既存特産品のブラッシュアップを支

援し、八女のブランドの構築により地域イメージを高め、地域ブランドの育成を通して地域活性化

を図る。  

 

（基本方針） 

・ 八女市などとの連携により八女ブランド品の認証制度・販路開拓・情報発信の支援を促進する 

・ 農商工連携や 6次産業化を見据え地域資源活用の商品づくりに向けた支援の連携を図る 

 

(3)支援力向上のための目標 

①他の支援機関との連携を通じ支援ノウハウを向上し効果的な支援を強化する 

（基本方針） 

・ 八女市、八女市商工会議所との連携や情報交換を通じ支援ノウハウを向上させる 

・ 政策金融公庫との協議会や保証協会との懇談会での情報交換を通じ効果的な金融支援を図る 

・ 福岡県商工会連合会、福岡県中小企業支援センターとの連携で専門性の高い支援を実施する 
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②経営指導員等の資質向上と事業評価による PDCA の実施によって支援力向上を図る 

（基本方針） 

・ 各支援機関の実施する研修会による OFF-JT と巡回同行や専門家派遣の同行による OJT にて自己

研鑽を進め、内部の定期開催の会議にて支援ノウハウの情報共有を行い、組織として支援力向上

を図る 

・ 巡回などで作成する指導カルテの充実化や、情報の整備・共有化によって当会の支援に関する総

合力を高める 

・ 経営発達計画の評価委員会によって評価や見直しを行いホームページでも公表することで更な

る支援の強化を図る 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 28 年 4 月 1日～平成 33 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】 

（実施の概要）  

今まで関係機関の各種情報を必要に応じて事業所へ提供していたが、商工会独自の精査や活用がな

されてこなかった。成長・発展する経営を目指すためには国際情勢や国の施策に影響を受けるマクロ

的な経済動向や、地域資源の動向等地域特性を考慮したミクロ的な経済動向に注視し、舵取りを行う

必要がある。各種調査資料の分析を充分に行い、データの共有化を図りファイリングし、積極的に事

業者への情報提供及び活用を行う。 

 

（事業内容） 

(1)各種機関及び関係団体の調査報告の収集・分析・提供＜既存拡充＞  

収集

項目 

（全国・九州ブロックの動向） 

・ 内閣府発表の「月例経済報告」、九州経済産業局発表の「管内経済動向」 

・ 日本政策金融公庫や地場金融機関公表の経済動向報告 

・ 景気の動向・需要の動向・生産の動向の把握 

・ 個人消費では小売・サービスだけでなく、旅行業、住宅建設も注視する 

・ 生産では食料品工業・家具工業・木材・木製品工業・建設財を注視する 

（福岡県の動向） 

・ 福岡県商工会連合会実施の「中小企業景況調査」「景気金融雇用動向調査」 

・ 業況・売上・採算・資金繰り・設備投資・経営上の問題・景況・金融・雇用の動向

手段 

・ インターネットによる収集 

・ 各機関公表の指標より積極的に収集する 

・ 収集した各種資料について分析を行う「景況分析会議」を開催し、「八女市商工会景

況レポート」を作成、公表する 

活用 

方法 

・ 全国～県～八女地域を比較分析するなど、内容を充分把握・理解の上「八女市商工

会景況レポート」を作成し、職員間で共有する 

・ 「八女市商工会景況レポート」は商工会のホームページ上で公開する 

・ 商工会から毎月連絡文書等を郵送している「情報定期便」にて、当初 2 ヶ年間は 2

回、以降は年度 4回、各事業所へ配布する 

・ 巡回・窓口対応において適宜情報提供及び説明を行う 

・ 今後の景気の先読みから早めの対策を促すなど、旧態依然としマンネリ化した経営

体質の改善を促す 

 

（目標） 

事業内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

景況分析会議

回数 
0 2 2 4 4 4 

情報定期便 

による提供 

回数 

0 2 2 4 4 4 
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(2)地区内の業況調査の実施  

①小規模事業者の業況調査＜新規＞ 

収集項目 

・ 中小企業の景況調査に関する内容を中心として個別の状況も収集する 

・ 業況・売上・採算・資金繰り・設備投資・経営上の問題（景況調査に準じた内容）

・ 景況・金融・雇用の動向（景気金融雇用動向調査に準じた内容） 

手段 

・ 上記収集項目を網羅したヒアリングシート※を作成し、年 2 回、巡回・窓口による

ヒアリングを行う 

・ 定期的に開催している商工振興委員会や地区振興部会会議において、各地域・業種

の業況について生の声を聴く 

・ ネット de 記帳や決算支援事業所データによりリアルタイムに定量的な現状把握を

行い、業種ごとの傾向を出すことでヒアリングの裏付けや整合を図る 

・ 金融斡旋時のデータ、蓄積されたイントラによるデータベースの客観的な資料と併

せ、より地域の実情に近い基礎資料を作成 

活用 

方法 

・ 収集した各種資料について分析会議を開催し、全国～県～八女地域を比較分析する

・ 経営状況と経営課題の抽出を行い、職員間で共有できるようファイリングする 

・ 各事業者へフィードバックを行い、経営課題の早期発見を支援し、事業計画づくり

などへの取り組みを促す 

 

（目標） 

事業内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

調査回数 0 2 2 2 2 2 

調査対象 

事業所数 
0 50 50 100 100 100 

 

※注釈 ヒアリングシートについて、本会では以下内容で収集を行う。 
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②地域資源の状況調査＜新規＞ 

収集 

項目 

・ 茶・筍・木材などの地域資源を活用していくことを考慮して、農林業センサスによ

る全体的なデータ収集と地域の状況の把握を行う 

・ 収集項目は、生産量、作付面積、就業構造、経営体の状況などの変化や傾向である

手段 

・ 福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター、福岡八女農業協同組合、福岡県八女

森林組合との懇談会を年１回開催する他、随時担当者との情報交換を行う 

・ 補足資料として農林業センサスによるデータをウエブサイトから収集する 

活用 

方法 

・ 当地域においては、茶・筍・木材などの地域資源を活用した産業が多く存在する。

各種収集した資料を基に業種別に分析し事業者への情報提供を行うと共に、地域資

源の有効活用の検討を行い、関連する事業者の支援を強化していく 

 

（目標） 

事業内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

関係機関懇談会 0 １ １ １ １ １ 

 

③観光客入込調査＜新規＞ 

収集項目 ・ 観光客入込数・観光施策に関する問題点の把握・観光客需要動向 

手段 

・ 福岡県観光入込客推計調査をベースに、地域内の主要観光施設と連携し、四半期

毎に来客数を把握する 

・ 連携先は、商工会地域内の主要観光施設である「㈲道の駅たちばな」「（一財）

星のふるさと」「グリーンピア八女」「ほたると石橋の館」「（一財）秘境 杣の里」

・ 八女市、八女商工会議所との連絡会議を開催する 

活用 

方法 

・ 当地域の将来にわたる人口の推移等を考慮した場合、交流人口の拡大が大きなテ

ーマになる。今後の様々な地域活性化策を検討・展開することに活かしていく 

・ 収集したデータは集計・分析し、施設にフィードバックすると共に、各種施策の

検討・対策のための基礎資料とする 

・ 特に需要動向調査については、観光に関連する事業所の商品開発や既存商品ブラ

ッシュアップにも活用していく 

 

（目標） 

事業内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

観光客入込調査 0 
10 

(5 カ所×2) 

20 
(5 カ所×4) 

20 
(5 カ所×4) 

20 
(5 カ所×4) 

20 
(5 カ所×4) 

連絡会議回数 0 1 2 2 2 2 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】＜新規＞ 

（実施の概要） 

小規模事業者の経営分析は金融支援や補助金申請時の活用と限定的で、商品・サービスの開発、売

上増加や顧客確保等での活用は乏しい。新たにバランススコアカード（BSC）
※ 1

の視点を参考に巡回時

のヒアリングを改善していくことで、経営分析を強化して、発達支援の機会や課題等を早期に把握し、

伴走支援につないでいく。 

バランススコアカード（BSC）
※ 1

の財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、人材と変革の視
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点の４つの視点を基に経営支援の側面を重視し、財務状況分析と共に商品・製品・サービスの競争力

についての分析、それを生み出す仕入・調達から製造、販売、営業などのバリューチェーンに関する

課題や強み、人材の確保や事業承継に関する分析を行う。案件によっては福岡県商工会連合会と連携

し、専門家による分析の精査も実施する。 

 

（事業内容） 

BSC の視点 情報収集項目 手段 活用法 

財務に関する

分析の支援 

財務状況 

収益性・安全

性・成長性・生

産性・資金繰り 

申告決算書等 

既存の財務分

析 

 ネット de 記帳データ等の決算書から貸借

対照表や損益計算書の数値から業績の変化

をいち早くキャッチし、財務上の経営状況を

把握する 

顧客に関する

分析の支援 

顧客の視点でみ

た、商品・サー

ビスの客観的な

競争力の評価 

巡回時ヒアリ

ン グ 等 を 基

に、VRIO分析
※2

のフォーマッ

トを活用し評

価 

 客観評価は事業者に提案しやすくなり、各

種調査と絡めて、どういうニーズに基づいて

どのように変えたほうがいいのかなどの支

援を拡充させることが可能となる 

業務プロセス

に関する分析

の支援 

バリューチェー

ン
※ 3

における強み

や課題 

巡回時のヒア

リングでバリ

ューチェーン

のフォーマッ

トを活用し確

認 

仕入・調達から製造・開発・営業・販売・

マーケティング・経営管理などの一連の流れ

の中で、事業者に該当する機能に基づき強み

や課題がどこにあるかを早期に見出す 

人材と変革に

関する分析の

支援 

人材や事業承継

の必要性の分析 

巡回時のヒア

リングでバリ

ューチェーン

のフォーマッ

トを活用し確

認 

 人材確保や事業承継の状況をヒアリング

する。人が不足しているのか、多すぎるのか、

スキルアップの必要性、労務問題等、事業承

継問題等について早期に課題等を見出す 

以上の状況をカルテ化することで、BSC の視点を活用した当会オリジナルの経営分析ノウハウを積

み重ねていき、事業者にとって必要な支援策に早期に結び付けていく。また、情報共有を促進しスキ

ルの平準化やノウハウの蓄積により支援の効果を高めていくことも可能であると考える。 

 

（目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

経営分析の

件数 
0 20 25 25 25 25 

＊経営指導員体制は現状 6名、平成 28 年度より 5名となる 

 

注釈 

※１ 

 戦略経営のためのマネジメントシステム。バランススコアカードとはビジョンと戦略を明確にする

ことで、財務数値に表される業績だけではなく、財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、

バランスのとれた業績の評価を行うための手法。 
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※２ 

 VRIO 分析とは、企業の経営資源を分析するために使われるフレームワークをいう。VRIO 分析のフ

レームワークは、１．Value（経済価値）、２．Rarity[Rareness]（希少性）、３．Imitability（模倣

可能性）、４．Organization（組織）の４つに区分されており、その区分ごとに分析をすることで企

業の経営資源が競争優位をどれだけ持っているのかを把握できる。本会では以下シートを活用予定と

している。 

 
 

※３ 

バリューチェーンとは、原材料の調達から製品・サービスが顧客に届くまでの企業活動を、一連の

価値（Value）の連鎖(Chain)として捉える考え方。価値連鎖と訳されるが、わかりやすく言えば利益

が生まれるまでの業務活動の連鎖のことを指す。本会では以下シートを活用し改善を重ねていく予定

としている。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)経営力向上のための事業計画の策定支援＜既存拡充＞ 

（実施の概要） 

事業計画の策定については、商工会が積極的なアプローチをしていなかったことで、補助金申請や

資金計画等、限定的な策定支援に留まっていた。今後は計画的に事業者が経営課題を解決するため、

経営分析等の結果及び地域内動向調査などの基礎データを取り入れた、効果的な事業計画策定により

小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

（事業内容） 

基本的な

考え方 

・ 事業者（事業承継者含む）が経営課題を解決するため、経営分析および市場調査

等の結果を踏まえ、緊急性を要する等の優先順位をつけながら経営指導員、経営

指導補助員、記帳専任職員、記帳指導員による複数での事業計画策定支援体制を

構築する 

・ 福岡県商工会連合会等各支援機関と連携して小規模事業者に伴走し提案型の指

導や支援・助言を行う 

目標 
・ 経営計画策定への意識啓発を図り、事業計画策定支援を実施し小規模事業者の

持続的発展を目指す 

支援対象 

・ 自主的に計画づくりを希望される事業所  

・ 巡回時に BSC 視点での分析を行った事業所 

・ 経営革新申請や補助金申請などに該当する事業所 

・ 資金計画が必要な事業所 

・ 事業承継を計画している事業所 

・ 経営改善が急務な事業所 

手段 

（掘り起こしや支援の手段） 

・ 職員の巡回により、商品やサービスの VRIO 分析やバリューチェーンのヒアリン

グで発達支援や課題発見などを行い取り組みの動機づけや掘り起こしを行う 

・ 個別相談、巡回指導時に小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計画

策定を目指す事業者の掘り起しを行う 

・ 金融相談や各種補助金また経営革新の申請時に事業計画の策定支援を行う 

・ 経営指導員等による複数での事業計画策定支援体制を編成し協働で支援を行う 

・ より専門的知識を要する場合は、福岡県商工会連合会等支援機関の専門家派遣を

活用する 

・ 事業所の現状を鑑み相談受付後事業所のニーズや処置法を判断して、どのような

計画づくりの支援をするのかを明確化（分類）して処理をする 

 

（具体的な計画作成） 

①全般的な案件 

・ 単年度の事業計画中期計画（3ヵ年～5ヵ年） 

・ 経営改善計画（金融機関向け等） 

・ 事業承継計画（総合的な計画） 

②テーマごとの案件 

・ 商品開発・改善等の計画 

・ 業務改善・生産性向上等の計画 

・ 事業承継計画（個別テーマ）など 

③その他 

・ 経営革新申請や補助金申請などに該当する場合は、福岡県、福岡県中小企業振

興センターと連携し支援を行う 
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（目標） 

支援内容 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

事業計画策定事業者

（経営革新・経営改

善など）数 

15 25 25 25 25 25 

＊経営指導員体制は現状 6名、平成 28 年度より 5名となる 

 

(2)創業支援に関する事業計画の策定支援＜既存拡充＞ 

（実施の概要） 

創業支援については平成 27 年度から注力し、八女市及び八女商工会議所とともに創業塾（2 回の

実施で計 30 名の受講 内当商工会地域からの受講者 5名）の開催により支援を推進した。今後は年

間 3回開催に充実させ、より多くの創業希望者の掘り起しと支援体制の充実を図る。 

 

（事業内容） 

基本的な

考え方 

・ 当地区での創業を推進することにより、ビジネスチャンス拡大を図り、担税力

の向上や雇用の創出をとおして地域経済の活性化に寄与する 

・ 地域内消費の拡大を図る 

支援対象 ・ 新規創業を計画中の者 

手段 ・ 八女市・八女商工会議所と連携して、八女創業塾を開催する。開催に際しては、

創業における事業計画や資金計画策定など、実践的な経営に必要な知識習得と

計画作りを図るものとする 

・ 巡回及び窓口にて創業者の事業計画策定を支援する 

・ 八女市新規創業補助制度および八女市新規創業資金等借入者信用保証料 利子

補給補助制度の活用指導を行う 

 

（目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

創業塾開催回数 2 3 3 3 3 3 

創業塾受講者数 30 40 40 40 40 40 

内 当商工会地域か

らの創業塾受講者数 
5 7 10 10 10 10 

創業事業計画 

策定件数 
3 5 7 7 7 7 

＊経営指導員体制は現状 6名、平成 28 年度より 5名となる 

 

(3)地域資源活用に関する事業計画の策定支援＜新規＞ 

（実施の概要） 

地域資源活用による特産品開発は事業者の要望に応じて、必要な情報等の提供に留まっていた。八

女市が策定した総合計画や地域活性化につながる取り組みを行う事業者については、国や地域の制度

なども活用した取り組みも含めた計画の支援を行っていく。 
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（事業内容） 

基本的な

考え方 

・ 「(1)経営力向上のための事業計画の策定支援」の中から、更なる取り組みとし

て、地域資源活用につながる者について、より専門性の高い支援を行う 

・ 地域内の地域資源の生産状況調査や来客者の需要動向を踏まえて、開発可能な地

域資源の掘り起こしと、事業所の事業計画策定を行い、その実現にむけて支援し

ていく 

・ 新商品開発や既存商品のブラッシュアップ、メニュー開発を図り、「売れる商品

づくり」と交流人口の拡大との良好な仕組みづくりを確立する 

支援対象 
・ 主に食品製造業者や料理飲食業者を中心とするが、地域資源活用可能性のある事

業者全般 

手段 

・ 福岡県商工会連合会の支援を受けながら、独立行政法人 中小企業基盤整備機構

九州本部、公益財団法人 福岡県中小企業振興センターなどの連携によってより

高い専門性を有する計画作成の支援を行っていく 

 

（目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

地域資源を活用した 

事業計画策定事業所 
1 3 4 5 5 5 

＊経営指導員体制は現状 6名、平成 28 年度より 5名となる 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（実施の概要） 

現状の支援体制では、経営革新や補助金などの事業計画実行について、要望や相談があった際フォ

ローすることを主体としたきたが、計画断念となるケースも存在した。計画立案から実行、評価、対

策までを支援することで、共に課題解決し、計画実現可能性を高めていく。 

事業計画策定初年度については、状況確認のため四半期毎に経営指導員による巡回等ヒアリングを

実施し、進捗状況を勘案して以降の支援対応を行う。 

 

（事業内容） 

 内容 具体的な指導内容 頻度 

各種事業計画 

＜既存拡充＞ 

計画 

遂行 

経営指導員・支援員の巡回によるフォローアップ支援 

・ 事業計画策定後、四半期毎に巡回訪問し、進捗状況を確認

するとともに、助言・支援を行う 

福岡県商工会連合会の経営相談活用による専門家の派遣支援 

四半期

毎 

情報 

提供 

国・県・市の行う支援策の活用等について情報提供 

・ 事業計画策定後、国、県、市の行う施策および福岡県商工

会連合会等が開催する各種セミナー、研修会、講習会を広

報、巡回、窓口にて周知し、参加斡旋を行う 

随時 

資金 

調達 

金融制度の活用に係るフォローアップ支援 

・ 日本政策金融公庫が創設する「小規模事業者経営発達支援

融資制度」等を活用できるよう、資金計画の策定による設

備・運転資金の負担軽減を支援する 

・ 福岡県中小企業融資制度の活用 

資金用

途発生

時 

創業計画 

＜既存拡充＞ 

計画 

遂行 

創業・事業承継に係るフォローアップ支援 

・ 四半期毎に巡回訪問し、進捗状況を確認するとともに、助

言・支援を行う 

福岡県商工会連合会の経営相談活用による専門家の派遣支援 

四半期

毎 
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情報 

提供 

国・県・市の行う支援策の活用等について情報提供 

・ 事業計画策定後、国、県、市の行う施策および福岡県商工 

会連合会等が開催する各種セミナー、研修会、講習会を広 

報、巡回、窓口にて周知し、参加斡旋を行う 

随時 

資金 

調達 

金融制度の活用に係るフォローアップ支援 

・ 八女市新規創業補助制度および八女市新規創業資金等借

入者信用保証料 利子補給補助制度の活用 

・ 日本政策金融公庫の創業関連資金の活用 

・ 福岡県中小企業融資制度における新規創業資金の活用 

資金用

途発生

時 

地域資源活用 

＜新規＞ 

計画 

遂行 

中小企業基盤整備機構 九州本部、公益財団法人 福岡県中小

企業振興センターの専門家派遣により連携してフォローアッ

プや計画の推進を図る 

随時 

情報 

提供 

国・県・市の行う支援策の活用等について情報提供 

・ 事業計画策定後、国、県、市の行う施策および福岡県商工 

会連合会等が開催する各種セミナー、研修会、講習会を広 

報、巡回、窓口にて周知し、参加斡旋を行う 

随時 

資金 

調達 

金融制度の活用に係るフォローアップ支援 

・ 日本政策金融公庫が創設する「小規模事業者経営発達支援

融資制度」等を活用できるよう、資金計画の策定による設

備・運転資金の負担軽減を支援する 

・ 福岡県中小企業融資制度の活用 

資金用

途発生

時 

 

（目標）  

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

各種事業計画 

フォローアップ 

事業所数 

20 25 50 75 100 125 

フォローアップ回数 46 125 150 175 200 225 

創業計画 

フォローアップ 

事業所数 

3 5 12 19 26 33 

フォローアップ回数 10 25 40 55 70 85 

地域資源活用 

フォローアップ 

事業所数 

0 3 7 12 17 22 

フォローアップ回数 0 12 20 30 40 50 

＊経営指導員体制は現状 6名、平成 28 年度より 5名となる 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（実施の概要） 

商品やサービスなどの需要動向に係る情報収集は、経営革新計画や補助金申請時において、一時的

にインターネットを活用して情報を収集していた。また、小規模事業者自身も経験等による主観で需

要動向は掴んでいるものの、客観的な収集方法により各業界の需要動向を明確に掴んではいないケー

スが多かった。今後伴走型経営支援を行う上で、小規模事業者に応じた商品やサービスの需要動向を

客観的なデータに基づいて収集・分析する必要があり、その情報を基に事業計画策定への活用を図っ

ていく。 

 

（事業内容） 

(1)商品・サービスの需要動向調査の実施＜新規＞ 

収集項目 
・ 小規模事業者の商品・サービス情報全般 

・ 売れ筋商品の動向・新商品の動向によるニーズの発掘 

手  段 日経テレコン POSEYES を活用 

活用方法 

小規模事業者の商品・製造品・サービス品につき、既存の商品情報との比較等に

より「事業計画策定」で以下のような活用を図る。 

・ 店舗別の品揃え計画策定のための資料 

・ サービス業における提供メニュー策定のための資料 

・ 価格動向を反映した売上目標設定のための資料 

 

(2)地域の消費動向に係る消費者ニーズ調査の実施＜新規＞ 

収集項目 品揃え・価格の満足度 

手  段 
・ 地域住民を対象とした個別アンケートによる消費動向調査 

・ 小規模事業者（100 件）の店舗別品揃え調査をヒアリングで取得 

活用方法 

・ 小規模事業者の販売計画、品揃え計画、販売促進（チラシ等）計画、商品や

サービスの開発などでの活用を図る 

・ 買い物弱者支援に関する（業種や業態）資料として活用 

 

(3)地域資源活用に係る需要動向調査の実施＜新規＞ 

収集項目 来客者の商品やサービスのニーズ 

手  段 

・ 「㈲道の駅たちばな」、「（一財）星のふるさと」、「グリーンピア八女」、「ほ

たると石橋の館」、「八女市アンテナショップ 八女本舗」への来客者の需要

動向調査を連携により実施。各施設と連携して、アンケート調査を行う 

・ 販路開拓支援にて商談会、求評会で得られたバイヤー等の意見、要望を収集

する 

活用方法 

・ 域外からの来客者の求める商品やサービスのニーズ調査を顧客の視点より

分析をおこない、観光客が求めている商品やサービス情報を小規模事業者に

提供する 

・ 活用にあたっては、商品やサービスの競争力を把握し、既存商品のブラッシ

ュアップや新商品開発の基礎資料として、「事業計画策定」での活用を図る

 

(4)需要動向データの分析及び情報の発信＜新規＞ 

以上で収集したデータについて、分析を行う「需要分析会議」を開催し、内容を充分把握・理解の

上「八女市商工会需要動向レポート」を作成し、職員間で共有する。また商工会のホームページ上で

公開する。併せて商工会から毎月連絡文書等を郵送している「情報定期便」にて、当初 2ヶ年間は 2

回、以降は年度 4回、各事業所へ配布、及び巡回・窓口対応において適宜情報提供及び説明を行う。

尚、「需要分析会議」は「景況分析会議」と同時に開催する。 
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（目標） 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

需要動向調査回数 0 2 4 4 12 12 

地域の消費動向に係る 

消費者ニーズ調査回数 
0 2 2 2 2 2 

 
アンケートによる

消費動向調査 
（ ）内は調査件数 

0 
1 

(100 件)

1 

(100 件)

1 

(100 件)

1 

(100 件) 

1 

(100 件)

 
小規模事業者の 

店舗別品揃え調査 
（ ）内は調査件数 

0 
1 

(100 件)

1 

(100 件)

1 

(100 件)

1 

(100 件) 

1 

(100 件)

地域資源活用に係る 

需要動向調査回数 
0 2 2 2 4 4 

需要分析会議回数 0 2 2 4 4 4 

 

 

 

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】 

（実施の概要） 

本会の小規模事業者に対する販路開拓支援は、福岡県商工会連合会等が開催する物産展や商談会の

広報と出店斡旋が中心で、その効果が一部限定的な事業所だけという状況にあった。 

今後はより外部機関等と連携を図り、更には地域内経済状況調査、需要動向調査の情報を踏まえた、

商品開発と商品ブラッシュアップを進めていく。重ねて新たな情報発信手段の提供を行う。 

以上から小規模事業者の弱点である「営業力」や「情報発信力」を強化し、地域内外の潜在的な需

要の掘り起こしと新たな需要の開拓を支援する。 

又、実施後のフォローアップ（受注・成約進捗状況の把握、取引先の要望・提案の把握）を行うこ

とで、改善策の提案や協議を進め、より効果的な販促策の実現を図る。 

 

（実施の内容） 

事業内容 
考え方 

（訴求対象等） 
支援対象 取り組みポイント 

(1)既存のインフラを活用

したビジネスマッチング 

＜新規＞ 

①「ミラサポ」 

②「ビジネスマッチングス

テーション」 

③「ビジネスマッチングゲ

ート」 

④「よかもん市場」 

⑤「フクオカベンチャーマ

ーケット」 

⑥「福岡ブランド.com」 

外部機関が運営す

るビジネスマッチ

ングのポータルサ

イトを有効活用を

支援し、新たな取引

先拡大を図る 

主に食品、雑貨、

木製品製造業を中

心とするが、全国

的、他地域への市

場が臨める事業者

全般 

地域、業態を超えた

BtoB マッチングと支援

機関からの情報提供機

会を確保していく 

 

取引商談には、全国の

商工会・会議所との情

報交換によるフォロー

アップを行う 
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(2)福岡県商工会連合会・日

本政策金融公庫久留米支店

と連携した商談会・求評会

への参加 

＜既存拡充＞ 

百貨店、大手量販店

との取引拡大を視

野に入れ、百貨店等

のバイヤーや専門

家による要望、意見

を参考に特産品開

発をはじめ地場産

品の取引支援を強

化する 

販路拡大を目指すため

に、商談前の事前準備

の支援、表示、陳列、

販売戦略、接客手法に

ついて事前・事後フォ

ローを行い、且つ助

言・提案を受けた内容

について情報収集を行

う 

(3)道の駅たちばな等近隣

物産館等への取引支援 

＜既存拡充＞ 

観光客向け販路拡

大の足掛かりとし

て、地元観光施設と

の取引支援を行う

ことで、売上向上と

新規顧客獲得を支

援する 

販売拡大のために、商

品表示、陳列、販売戦

略、新商品開発につい

て物産館等と連携し、

事業の改善に活かす情

報収集を行う 

(4)建設関連業者斡旋紹介

事業＜新規＞ 

収益性の高い地域

住民からの新築・改

修工事受注を目指

し、発注先が分かり

にくかった地域住

民への業者紹介を

行う 

建設関連業 

大工、左官、 

造園、住宅設備、

電気工事 等 

地元業者で受注可能な

工事を示した合同チラ

シ作成や商工会 HP上に

て工事相談ページを特

設することを通じ、そ

れまで販促策を講じる

機会に乏しかった建設

関連業について、積極

的な情報の発信、需要

開拓を図る 

(5)情報発信の強化＜既存

拡充＞ 

①「SHIFT」を活用し HP の

作成支援 

②地域特産品通販サイト

「ニッポンセレクト」活用 

③フェイスブックやツイッ

ター等の SNS・HP 構築 

④コミュニュティ放送局

「FM 八女」等メディア活用 

⑤プレスリリース・広報誌 

⑥チラシの活用（業者間共

同） 

全国商工会連合

会「SHIFT」を活用

し HP の作成支援を

始め、地域特産品通

販サイト「ニッポン

セレクト」の活用や

FM 八女、各新聞

社・放送局などの活

用を図る 

・事業者全般 

・HP、SNS 等の未開

設者 

・開設者で改善支

援希望者 

・販売促進や情報

発信を図りたい事

業者  

自社の HPや SNS の構築

やチラシ製作を土台

に、既存インフラの活

用や日頃から協力関係

にある各メディアの活

用によって効果的なプ

ロモーションミックス

を検討していく 
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（目標） 

＊目標の見方は、上段：支援先数 下段：成約・成果数（ ）となっている。 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域への波及効果が高い振興策・支援策の実施 

（実施の概要） 

一過性の「地域活性化＝観光振興、にぎわいづくり」に終始せず、交流人口の拡大や地域の消費喚

起につながる地域活性化に関連団体等と連携し取り組む。 

 

（事業内容） 

(1)商工業と観光に係る協議会の開催＜既存拡充＞ 

八女市、八女商工会議所との連携により、現在不定期にて行っている商工施策に関する連絡会議を、

「八女市経営・観光活性化会議（仮称）」と発展させ、定期的（年４回）に開催し、地域経済の活性

化について検討する。商工会、各支援機関、事業者などとの連携により特産品や観光等の情報の発信

を行い、認知度向上や都市との交流により、交流人口を増加させ地域ブランド化や地域の賑わいの創

出を図る。併せて地域イベントにおける商工会の役割を地域内商工業者の販路開拓支援へと明確化さ

せていく。 

 

(2)交流人口拡大に向けた観光ルート構築の推進＜既存拡充＞ 

八女市、八女商工会議所と連携した商工業と観光に係る協議会にて、観光ルート開発を推進する。

今まで点在するものの未整理であった、体験型観光やお土産商材を取り扱い観光客に対応できる事業

者や店舗などの連携を促進し、既存の観光ルートへ落とし込みを行う。 

 

(3)デマンド交通活用による買い物弱者対策強化＜新規＞ 

現在八女市内で運行しているデマンド交通「ふるさとタクシー」を活用し、特に市内山間部に在住

し、移動手段に限りのある高齢世帯等の買い物弱者に向けた生活支援を強化する。事業主体である八

女市と連携し、小売店、理美容業、飲食店等小規模事業者の販促策強化や車内販促物の掲示等の情報

提供拡充を行うことで利用者の利便性向上に寄与する。 

 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

(1)既存のインフラを活

用したビジネスマッチ

ング 

0 

(0) 

10 

(1) 

15 

(2) 

15 

(3) 

20 

(3) 

20 

(3) 

(2) 福岡県商工会連合
会・日本政策金融公庫久

留米支店と連携した商

談会・求評会への参加 

5 

(2) 

5 

(2) 

10 

(3) 

15 

(3) 

15 

(3) 

15 

(3) 

(3)道の駅たちばな等近

隣物産館等への取引支

援 

10 

(2) 

20 

(10) 

20 

(15) 

20 

(15) 

20 

(15) 

20 

(15) 

(4)建設関連業者斡旋紹

介事業 

0 

(0) 

10 

(3) 

15 

(3) 

30 

(6) 

30 

(6) 

30 

(6) 

(5)情報発信の強化 
5 

(0) 

10 

(2) 

15 

(3) 

15 

(5) 

15 

(5) 

15 

(5) 
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２．地域資源を活用した商品開発と地域ブランドの育成 

(1)八女ブランド構築による地域活性化＜新規＞ 

「茶のくに 八女・奥八女」という八女市の観光コンセプトが存在するが、それに基づいた商品開

発、ブランド化の動きに欠けていた。今後このコンセプトによる八女ブランドの認証制度を八女市、

八女商工会議所との連携により構築し、商品・サービスの開発や既存商品等の認証を行うことで、観

光による経済効果の向上につなげていく。例として、ふるさと納税制度における商品提供に認証商品

を優先する等、八女ブランドの認知度拡大を図る。 

 

(2)農商工連携、6次化産業を見据えた連携づくり＜新規＞ 

事業者と共に地域を支える存在である、農業者、林業者の売上・収益向上にも目を向けるべきであ

る。そのために、福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター、福岡八女農業協同組合、福岡県八女

森林組合との連携を図り、商品開発、仕入先等のマッチングを促進する。 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

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)現在行っている八女商工会議所、八女市との商工施策に関する連絡会議を充実させ、「八女市経

営・観光活性化会議（仮称）」を定期的（年４回）に開催し、地域の景況や需要動向の共有、事業計

画策定・創業計画策定のノウハウの共有化、販路開拓先の情報交換を通じ、地域小規模事業者への支

援充実化を図る。 
 
(2)日本政策金融公庫久留米支店との経営改善貸付協議会を年 2 回、福岡県信用保証協会 久留米支

所と行う懇談会を年 2回開催し、管内の景況、資金需要、金融情報等について情報交換し、効果的な

小規模事業者の金融支援策に役立てる。 

 
(3)福岡県商工会連合会、福岡県中小企業振興センターの専門家派遣を必要に応じて活用し、小規模

事業者の経営分析の精査、経営改善計画策定やものづくり補助金申請等、より専門性の高い支援に関

する情報交換を行う。 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)経営指導員の資質向上に関すること 

経営指導員は、経営発達支援計画において、支援計画の円滑な進捗、収集した景況・需要動向の分

析、事業計画の策定と販路開拓策の提供等、主体となる役割を担う。 
そのためには、情報への鳥瞰的視点と集約分析能力、先見性の高い支援メニューの提供、時代に合

わせた新たな支援策の習得が求められる。そこで、国の行う経営発達支援にかかわる説明会および研

修会、福岡県商工会連合会経営指導員研修、福岡県商工会職員協議会研修、中小企業大学校の能力強

化研修、経営指導員 Web 研修、といった OFF-JT により、先進事例、最新の景況等や支援メニューの

情報収集、新たな支援ノウハウの習得に努める。併せて、福岡県商工会連合会専門家派遣の同行訪問

を行うことで、実際の支援手法を学ぶ OJT にも努める。 
 

(2)経営指導補助員、記帳専任職員、記帳指導職員の資質向上に関すること 

経営指導補助員、記帳専任職員、記帳指導職員（以降 経営支援員）については、会員情報整備、

記帳・税務指導、労働保険業務、青年部・女性部等の部会活動指導といった、経営改善普及事業およ

び地域振興事業の、あくまで一端を担うに留まっていた。 

今後、経営支援員の役割としては、経営改善普及事業における実務知識を高めつつ、経営指導員と

共に経営発達支援計画を進める上で、個々の小規模事業所の実態把握能力の向上、各経営指標の活用

手法といった、事業計画の策定・フォローアップの補佐を担ってもらうことが必要になる。 
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そこで、経営指導員との巡回指導同行や各種分析会議への参加、福岡県商工会連合会専門家派遣の

同行訪問といった OJT に努めることで、基礎的な支援手法取得に努める。 

併せて福岡県商工会職員協議会研修、福岡県商工会連合会経営支援員研修といった OFF-JT により、

経営改善普及事業における実務知識向上に努める。 

 

(3)支援ノウハウの共有に関すること 

上記(1)および(2)で得られた各種支援ノウハウや情報の共有、事業の進捗確認や課題抽出を目的

に、「経営発達支援職員全体会議（仮称）」を 3ヶ月に 1度開催する。 

ここでは特に、経営指導員による支援事例の解説や手法説明を通じ、職員全体への支援ノウハウの

浸透を図る。併せて指導実績の情報整理、特に経営カルテ・記帳指導カルテの記載内容充実化や事業

所情報の整備にも言及し、指導事績の共有にも努める。 
 

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 

毎年度本事業の実施状況や結果について、次の方法で評価及び検証を行う。 

(1)福岡県商工会連合会により、随時実施状況の確認を行う 
(2)「経営発達支援事業評価委員会（仮称）」において評価、検証し、必要に応じて見直しを図る 
（年１回）。構成メンバーは、福岡県（1名）・外部専門家（中小企業診断士 1名）・八女市（1名）
とする 

(3)評価・見直しの結果を、本会理事会へ報告して承認を受ける 
(4)評価・見直しの結果については、本会ホームページに掲載して小規模事業者に常時閲覧可能な状

態にするために公表する 
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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 27 年 12 月現在）

(1)組織体制 

 主体：事務局長 1名、経営指導員 6名、経営支援員 11 名、再雇用職員 1名、 
臨時職員 3名 

 

 機構図 

 
 

(2)連絡先 

八女市商工会 

福岡県八女市黒木町今 1314-1 

電話：0943-42-0153／FAX：0943-42-0209 

e-mail：yame@shokokai.ne.jp 

URL：http://www.yameshi-shokokai.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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 2,300 2,800 3,000 3,200 3,400

 

地域経済動向調査事業 150 180 200 210 230

経営状況分析事業 100 150 150 150 150

事業計画策定支援事業 500 550 600 640 700

事業計画実施支援事業 300 400 500 500 500

需要動向調査事業 100 100 100 100 100

販路開拓支援事業 800 1,050 1,050 1,200 1,320

地域活性化事業 100 120 150 150 150

支援体制整備事業 250 250 250 250 250

（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 

①福岡県「小規模事業指導費補助金」 

②八女市「経営改善事業費補助金」「地域振興事業費補助金」 

③商工会費収入 

④手数料収入（共済手数料、指導手数料 他） 

⑤特別賦課金（創業塾受講料他） 
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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 

・地域資源の状況調査 

・観光客入込調査 

 

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 

 

Ⅰ-３ 事業計画策定支援に関すること 

・経営力向上のための事業計画の策定支援 

・創業支援に関する事業計画の策定支援 

・地域資源活用に関する事業計画の策定支援 

 

Ⅰ-４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

Ⅰ-５ 需要動向調査に関すること 

・地域資源活用に係る需要動向調査の実施 

 

Ⅰ-６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

・商工業と観光に係る協議会の開催 

・八女ブランド構築による地域活性化 

・農商工連携、6次化産業を見据えた連携づくり 

・交流人口拡大に向けた観光ルート構築の推進 

・デマンド交通活用による買い物弱者対策強化 

 

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 

 

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 

 

連携者及びその役割 

(1)八女市 

福岡県八女市本町 647 番地 電話：0943-23-1111 市長 三田村統之 

 ・観光客入込調査 

 ・創業事業計画策定支援 

 ・観光と地域振興に係る協議会の開催 

 ・交流人口拡大に向けた観光ルート構築の推進 

・デマンド交通活用による買い物弱者対策強化 

・八女ブランド構築による地域活性化 

 ・支援ノウハウ等の共有化 

 ・事業評価及び見直しのための評価及び検証 
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(2)八女商工会議所 

 福岡県八女市本村 425-22-2 電話：0943-22-5161 会頭 山口 隆一 

・観光客入込調査 

 ・創業事業計画策定支援 

 ・観光と地域振興に係る協議会の開催 

 ・交流人口拡大に向けた観光ルート構築の推進 

・八女ブランド構築による地域活性化 

 ・支援ノウハウ等の共有化 

 

(3) 福岡県商工会連合会 
福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター7F 電話：092-622-7708 

会長 城戸 津紀雄 

・経営状況分析 

 ・事業計画策定支援 

 ・地域資源活用に関する事業計画の策定支援 

・事業計画策定後実施支援 

・販売イベント出展、商談会、求評会への出展支援 

・支援ノウハウ等の共有化 

・事業評価及び見直しのための評価及び検証 

 

(4)公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 

 福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター 電話：092-622-0011 

 理事長 高木 郁夫 

・事業計画策定支援 

・地域資源活用に関する事業計画の策定支援 

・事業計画策定後実施支援 

・支援ノウハウ等の共有化 

 

(5)福岡県 

 福岡県福岡市博多区東公園 7番 7号 電話：092-651-1111 知事 小川 洋 

 ・事業計画策定支援 

・事業評価及び見直しのための評価及び検証 

 

(6)独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部 

 福岡県福岡市博多区祗園町 4番 2号 サムティ博多祇園 BLDG.  電話：092-263-1500 
 九州本部長 齊藤 三 

 ・地域資源活用に関する事業計画の策定支援 

 ・事業計画策定後実施支援 

 

(7)日本政策金融公庫 久留米支店 

 福岡県久留米市東町 38-1 大同生命久留米ビル 電話：0942-34-1212 事業統括 須藤 公昭 

 ・販売イベント出展、商談会、求評会への出展支援 

 ・支援ノウハウ等の共有化 

 

(8)福岡県信用保証協会 久留米支所 

 福岡県久留米市日吉町 24 番地 24 電話： 0942-38-1022 支所長 古賀 啓照 

 ・支援ノウハウ等の共有化 
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(9)福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター 

 福岡県八女市大島 360 電話：0943-23-3106 センター長 伊藤 忠義 

 ・地域資源の状況調査 

・農商工連携、6次化産業を見据えた連携づくり 

 

(10)福岡八女農業協同組合 

 福岡県八女市本村 420-1 電話：0943-23-1155 代表理事組合長 久保 薫 

 ・地域資源の状況調査 

 ・農商工連携、6次化産業を見据えた連携づくり 

 

(11)福岡県八女森林組合 

 福岡県八女市山内 1060-3 電話：0943-23-2112 代表理事組合長 田島 冨士雄 

 ・地域資源の状況調査 

 ・農商工連携、6次化産業を見据えた連携づくり 

 

(12)有限会社 道の駅たちばな 

 福岡県八女市立花町下辺春 315-1 電話：0943-37-1711 代表取締役 中島 健介 

 ・観光客入込調査 

・地域資源活用に係る需要動向調査の実施 

 

(13) 一般財団法人 星のふるさと 
 福岡県八女市星野村 10816-5 電話：0943-31-5588 理事長 角田 恵一 

・観光客入込調査 

・地域資源活用に係る需要動向調査の実施 

 

(14)グリーンピア八女 

 福岡県八女市黒木町木屋 10905 電話：0943-42-2400 支配人 甲斐 大貴 

 ・観光客入込調査 

・地域資源活用に係る需要動向調査の実施 

 

(15)ほたると石橋の館 

 福岡県八女市上陽町北川内 589-2 電話：0943-54-2150 

 指定管理者 特定非営利活動法人 八女 SUN・SUN 代表理事 久間 一正 

 ・観光客入込調査 

 ・地域資源活用に係る需要動向調査の実施 

 

(16)一般財団法人 秘境 杣の里 

 福岡県八女市矢部村矢部 3277-1 電話：0943-47-3000 理事長 栗原 吉平 

・観光客入込調査 

 

(17)八女市アンテナショップ 八女本舗 

 福岡県福岡市中央区渡辺通 5丁目 23 番 8 号サンライトビル１Ｆ  電話：092-725-0161 

 会長 栗原 久助 

 ・地域資源活用に係る需要動向調査の実施 
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評価委員会 

 
八女市 

八女商工会議所 

福岡県商工会連合会 

福岡県 

福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター

福岡八女農業協同組合 

福岡県八女森林組合 

有限会社 道の駅たちばな 

一般財団法人 星のふるさと 

グリーンピア八女 

ほたると石橋の館 

一般財団法人 秘境 杣の里 

八女市アンテナショップ 八女本舗 

中小企業基盤整備機構 九州支部

福岡県中小企業振興センター

日本政策金融公庫 久留米支店

福岡県信用保証協会 久留米支所


