
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

小郡市商工会(法人番号 7290005010629) 

実施期間 平成 30年 4 月 1日～平成 35 年 3月 31日 

目標 

1. 小規模事業者が、廃業に追い込まれないように事業計画内容に対し助言等を行い、

自ら持続発展するよう伴走型で支援する。 

2. 創業者の増強を図り、雇用の増加に繋げる。また、スムーズな事業承継を図り、持

続発展する企業育成に努め、廃業率を低下させる。 

3. 商圏の範囲の狭い小規模事業者に対し、ビジネスチャンスやマッチングの機会を支

援し、販路拡大を図り、地域経済発展に繋げる。また、小郡市の認知度を高めるた

め、商品開発や特産品開発に努め、消費の流入や小規模事業者の売上増加及び経営

の持続発展に繋げる。 

事業内容 

1-①. 地域の小規模事業者に対応した経済状況調査を実施し、事業計画策定の基礎デ

ータとし、活用を図る。 

1-②. 小規模事業者の経営実態を把握するために経営分析を行い、事業計画の策定支

援を実施する。 

1-③. 事業計画を策定した小規模事業者に対し、四半期１回のフォローアップを実施

し、事業計画の進捗状況を確認、情報提供や課題解決に向けた提案、新たな取

り組み等を支援する。 

1-④. 上記過程を踏まえた事業者へ持続か、さらなる発展か、今後の経営方針に対応

した課題別フォローアップを実施し、経営分析、事業計画策定とその進捗状況

を支援する。新たな分野への進出に取り組む小規模事業者に対しは、市場調査

の情報提供により、実現の高い分野への進出に専門家と連携し事業計画策定等

の支援をする。 

2-①. 創業に向けた事前準備や創業率向上のためのセミナーを三井管内商工会と合

同で実施する。 

2-②. 四半期１回の巡回訪問等を実施して計画の進捗状況を確認し、情報提供や課題

解決に向けた提案、新たな取り組み等を支援する。 

2-③. 後継者に対し、関係機関が実施するセミナー等へ参加を誘導して、基本的な知

識習得を図るとともに事業承継の準備等の支援を行う。 

2-④. 事業承継（引受企業を検討している事業者も含む）については、専門家と連携

を図りながら、課題の抽出方法や事業承継計画の策定等に対して支援を強化

し、スムーズな事業承継に繋げる。事業承継後は、経営が持続発展するよう事

業計画書等の実施確認を行うとともに計画の実行支援を行う。 

3-①. 消費者のニーズを把握するために需要動向調査を実施し、その情報を小規模事

業者に提供することで、商品開発に繋げ、地域のブランド化を図る。 

3-②. 地域市場の縮小により、市場拡大を図る必要がある。情報発信力が乏しい小規

模事業者に対し情報発信の場を設ける。（ＩＴ活用により販路拡大を図る） 

3-③. 小規模事業者のビジネスチャンス・販路開拓に繋がるための販売会・展示会を

実施し、売上拡大、域外への販路開拓を図る。 

3-④. ビジネスマッチングの機会になり得る、商談会等を実施し、小規模事業者の販

路拡大に繋げる。また、関係機関が実施する商談会等への小規模事業者の参加

推進と出展者の掘り起こしを行う。 

3-⑤. 特産品開発に繋がる地域資源を調査・掘り起こしをして、小規模事業者と小郡

市・観光協会・ＪＡ等と連携を図り、商品と観光ルートの開発を検討する。 

連絡先 

小郡市商工会 

住所:〒838-0144 小郡市祇園 1丁目 6番地 2 

電話:0942-72-4121 FAX:0942-72-4122 メール:ogoori@shokokai.ne.jp 

ホームページ:http://ogori-shoukoukai.com/ 
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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. 小郡市の概況・現状 

 

【立地】 

 

小郡市は、福岡県の南部、筑紫平野の北、佐賀県との県境に位置し、南東を大刀洗町、久留米市に、

西は佐賀県、北東は筑紫野市、筑前町に接している。東西６km、南北１２kmにわたる区域で、総面積４５.５

㎢である。 

市中央部を南北に宝満川が流れ、その流域にはのどかな田園風景が広がっている。市の区域の大

部分が、北東部にある花立山（１３１ｍ）を除いて、なだらかな丘陵地と標高１５ｍ以下の平地と

なっている。 

交通網は、九州自動車道と大分自動車道が交差する鳥栖ジャンクションに隣接し、南北には西鉄天神

大牟田線、東西に基山町から分岐した甘木鉄道及び大分自動車道が走る交通の要衝となっている。福岡

県の県庁所在地の福岡市へのアクセスは、自動車で高速道路を利用して２８．９キロメートルの約２２分、西

日本鉄道（以下、｢西鉄｣）の天神大牟田線を利用して、小郡駅より福岡天神駅まで急行で３４分の所要時

間である。 

 
  
 
 
 

 

(※黄色塗りつぶし箇所が小郡市全域である) 
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【沿革】 

 

 明治２２年、町村制の施行により小郡村が誕生。 

 昭和２８年、小郡村から小郡町となる。 

 昭和３０年、小郡町、三国村、立石村、御原村、味坂村の１町４村が合併し、小郡町となる。 

 人口急増により昭和４７年に市制施行 

 平成２９年４月１日で市制４５年となる。 

 

【人口】 

 

小郡市の人口は、平成１１年から平成２７年３月まで減少することなく増加(５３，２５５人→５９，４２９人)して

いたが、平成２７年４月に５９,２５７人、平成２８年４月に５９，１５１人と減少傾向にあった。しかし、平成２９年

４月には、再び５９,２５７人と増加し、昭和５５年の４１,０５７人（下表）と比較すると４０％以上増加している。 

このことは、福岡都市圏へのアクセスの良さから、近年は住宅地開発等が進み、ベッドタウンとして人口

が急増したことが要因である。特に、市の北部は福岡市への通勤層を中心とした日常生活圏拡大の影響

を受け、小郡・筑紫野ニュータウン等の住宅地開発が活発に進み、住宅都市としての都市構造を示してい

る。 

一方、高齢者人口も増加しており、平成２９年４月１日は１５,０８９人、高齢化比率は２６.１％(昭和５５年：

９.１％、平成１１年：１６．０％)となっている。従って、高齢化は着実に進行しており、平成７年以降は｢高齢

社会｣と呼ばれる域にまで達していることから、将来的には現在のニュータウンのシルバータウン化が懸念

される。 
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2. 地域産業における現状と課題 

 

【地域産業 ～農業～ 】 

 

基幹産業として農業が位置付けられる。特にみず菜や洋ランの出荷高は県内有数である。また、県内出

荷高６位の大豆、特に、「早生（わせ）黒頭巾」という黒豆の品種を｢七夕枝豆｣として市内１４の経営体が栽

培している。出荷高は県内１２位ではあるが、｢いちご｣は市内３１の経営体が、粒が大きく甘い｢あまおう｣を

栽培し、ふるさと納税のお礼の特産品にも指定されている。今後、農業の活性化と担い手の確保及び維持

発展を図るため、地域資源を活用しながら地産地消に努め、都市住民との交流を図ることで新たな市場を

創出し、安定的な所得の確保や雇用を増大させることが課題である。 

 
【地域産業 ～商業～ 】 

 

商業については、平成３年をピークに事業

所数は減少傾向にあり、平成２４年には、ピー

ク時の４０％減となっている。これは、自動車

社会の定着及び各地のロードサイドに大型商

業施設の進出が相次ぎ消費行動が変化した

ことが要因と言える。 

また、平成２５年１１月、大型商業施設（イオ

ン九州）が開店した。経営資源に乏しい小規

模事業者は価格、品揃えなどで競争力も弱

いため、顧客の流出に歯止めが効かず、極め

て厳しい状況に置かれている。さらに、後継

者不足や高齢化も相まって店舗数が減少し

ている。市内には西鉄沿線に７つの駅が存在

し、その内乗降客数が多い４つの駅周辺には

小規模商店の商業集積が見られるものの、商店街といった組織の形成はない。しかし、西鉄小郡駅周辺は

乗降客数も多く、飲食業やサービス業を中心に開業が多いエリアである。 

従って、時代のニーズに合わせて消費者ニーズに対応した商業者の創意工夫及び取り組みが必要とな

っている。具体的には、個社の魅力アップ及び後継者育成、創業支援と育成、商業の活性化などが大きな

課題である。 
 
【地域産業 ～工業～ 】 

 

工業は、市が２つの工業団地を誘致してお

り、事業者が進出している。さらに、市内には

大分自動車道の「筑後小郡」、近接する九州

自動車道の「鳥栖」の２つのインターチェンジ

が交差し、物流基地としての機能が着目され

ている。 

このような工業適地に企業を誘致し、雇用

の創出及び地域の活性化へと繋げるべきだ

が、大部分が農業振興地域であり、法規制が

大変厳しく、事業展開・拡大を希望する企業

の開発ニーズに応えることができないことが大

きな課題である。 

それ故に事業者数は、過去１０年間、年々

減少傾向にある。従業員数は、ほぼ横ばいである。 
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【地域産業 ～観光・その他～ 】 

 

将軍藤や松崎の桜馬場、花立山などの豊かな自然と、小郡官衙遺跡、全国的に珍しい「七夕」の名称を

冠する七夕神社、松崎宿などの歴史的史跡も併せ、豊富な観光資源を有する。 

しかしながら、福岡県統計データによる平成２７年の福岡県観光入込客推計調査の結果（２０１７年３月）

は、県外からの観光客が少なく、観光入込客と消費額ともに県内平均よりも低い状況である。市では、観光

客誘致を図るため、平成２６年には、そうした観光資源を有効活用した｢自然｣｢縁結び｣｢健康｣｢歴史｣の４

つのテーマに沿った観光ルートを設定している。 

今後は、市内外への観光資源の周知と商業イベントと連動した観光施策の展開、地域資源間の連携及

び近隣地区を含めた観光客の誘致などが課題となっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：福岡県統計 
 
観光資源画像 

 
将軍藤            花立山            小郡官衙遺跡 

 

 
七夕神社         織姫と牽牛の像          松崎宿 

 
 
 
 
 
 
 
 

小郡市の観光入込客と 観光消費額の動向

 総数 日帰  宿泊  県外  県内 消費額  総数 日帰  宿泊  県外  県内 消費額  総数 日帰  宿泊  県外  県内 消費額

 小郡市 520 520 0 104 416 766 456 456 0 91 365 899 736 736 0 147 589 874

(県全体比) 0 .5% 0 .5% 0 .0% 0 .3% 0 .6% 0 .2% 0 .4% 0 .5% 0 .0% 0 .2% 0 .5% 0 .2% 0 .6% 0 .7% 0 .0% 0 .4% 0 .8% 0 .2%

(筑後地区比) 3 .3% 3 .5% 0 .0% 2 .0% 3 .8% 2 .8% 2 .9% 3 .0% 0 .0% 1 .9% 3 .3% 3 .2% 4 .5% 4 .7% 0 .0% 3 .1% 5 .1% 2 .9%

筑後地区 15 ,960 15 ,016 944 5 ,088 10 ,872 27 ,754 15 ,892 15 ,063 829 4 ,905 10 ,987 27 ,813 16 ,356 15 ,531 825 4 ,767 11 ,589 29 ,711

福岡県合計 107 ,230 97 ,540 9 ,690 35 ,300 71 ,930 495 ,769 109 ,824 99 ,713 10 ,111 36 ,838 72 ,986 543 ,145 118 ,070 105 ,195 12 ,875 40 ,178 77 ,892 561 ,593

2013　 　 　 　 Ｈ 25 2014　 　 　 　 Ｈ 26 2015　 　 　 　 Ｈ 27

（ 単位： 千人、 百万円）
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3. 小郡市の商工業における現状と課題 

 

(1) 小規模事業者における現状と課題 

 

平成２９年４月１日現在、商工業者数（内：小規模事業者数）は、下表のとおりである。 

（平成２９年４月１日現在） 

 
建設業 製造業 卸売業 小売業 

飲食・ 

宿泊業 

サービス

業 
その他 合計 

商工業者数 １４７ ４７ ６４ ３４３ １５０ ４５３ １７０ １,３７４ 

（小規模事業者数） （１１１） （３５） （４６） （２４７） （１１７） （４４８） （１００） （１,１０４） 

資料：小郡市統計 

 
前述のとおり、小郡市は福岡市や久留米市のベッドタウンとして人口が増加し続ける優良な商

圏であることから、小売卸売業、飲食業、娯楽以外のサービス業（美容業）の出店や新規創業が

多い。特に、飲食業や娯楽以外のサービス業（美容業）は、こうした当市の地域性を受けて西鉄

小郡駅周辺に若手経営者中心の開業や創業、他地域からの移転が多く、それぞれの独自性を

持って事業を継続しており、今後も増加することが予想される業種である。 
一方で、小規模事業者は、地域に密着した事業を営んでおり商圏が限られることから地域の事

業環境の変化の影響を受けやすく、また、経営基盤が脆弱であり、経営資源に制約があることか

ら価格競争や販売力に弱みを抱えている。また、経営者の高齢化や後継者不足等の理由での廃

業も目立つ。 

今後は、少子高齢化等により市場規模が縮小することが予想され、小規模事業者にとって最大

の課題となっている。そのため、消費者ニーズを取り入れた商品・サービスの開発改善を行い、新

たな顧客の開拓が必要となる。また、付加価値を高める取り組みとして、枝豆やいちごなど特色が

あり、加工しやすい農産物を活用した新商品開発など行政や支援機関を含めた地域ぐるみの支

援による地域経済活性化が望まれる。 
 

(2) 小郡市商工会のこれまでの主な取り組み 

 

① 経営改善普及事業 

 

(ア) 金融支援 

小規模事業者の資金ニーズを把握したうえで、株式会社日本政策金融公庫の小規

模事業者経営改善資金をはじめとし、保証協会付きの福岡県・小郡市の制度融資を提

案し、融資の斡旋をしている。 

(イ) 税務・経理支援 

源泉所得税に係る従業員の給与等の税額計算指導、所得税の決算指導のほか、記

帳代行による元帳作成、「ネットｄｅ記帳」の利用者に対する操作・記帳処理のサポートを

している。 

消費税の軽減税率対策が必要な事業所に対しては、専門家（税理士）と連携してい

る。 

(ウ) 労務支援 

労働保険事務組合を設置し、小規模事業者の労働保険（雇用・労災保険）に関する

事務代行をしている。 

また、専門家（社会保険労務士）と連携をし、各種助成金の申請支援をしている。 

(エ) その他 

経営に関するセミナーや講習会を開催し、小規模事業者へ知識習得や情報提供を

している。 
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② 小規模事業者等に対する事業計画策定支援 

 

小規模事業者等の新たな事業取り組みに対し、経営革新申請のための計画書策定や経

営の持続発展のための補助金申請計画書策定の支援を専門家（中小企業診断士・ミラサポ

活用）とともに実施している。 

 

【直近の支援】 

事業計画策定支援項目 
支援件数 

（期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

経営革新計画 ６件 

経営力向上計画 ２件 

小規模事業者持続化補助金 １４件 

ものづくり・商業・サービス革新補助金 １件 

創業・第二創業補助金 １件 

業務改善助成金 ２件 

キャリアアップ助成金 １件 

 

③ 創業者に対する支援・創業者数増強の取り組み 
 
創業者に対する支援は、個社に対する支援を中心的に行っている。また、支援内容によ

っては、専門家（中小企業診断士等）と連携し支援している。 
集団による支援は、平成２７年度に大刀洗町商工会と合同で第１回目となる創業支援セミ

ナーを実施し、平成２８年度には三井管内商工会合同（※Ｐ１８後述｢三井管内商工会｣）によ

り、創業支援セミナー１回と５日間にわたる創業支援塾を実施した。（平成２８年度創業者の

支援数８事業所） 
 

④ 商工業活性化支援 
 
(ア) 駅前中心商店街活性化事業 

小郡市が、他市への消費流出を防止するために大型商業施設（イオン九州）の誘

致を実施していたことから、既存の小売業の持続を図る目的で、西鉄小郡駅前を中

心とした事業者により組織を結成し、消費者が活用しやすい様々なイベントの実施、

個社の売上向上、中心市街地の地域活性化を図るために取り組んだ事業である。

（平成１９年から平成２７年迄） 
(イ) まちの元気再発見推進事業による販路開拓支援 

大型商業施設（イオン九州）進出計画に 
伴い、既存の商工業には大きな影響がある 
ことを鑑みて、専門店の良さを情報誌等によ 
り消費者に周知し、小郡市内の商工業活性 
化を図る目的と販路開拓、消費購買力アッ 
プを図る目的で平成２１年度から当会が主 
体となり取り組んでいる事業である。 
この事業では、写真にある「ミ・シ・ラ・ン・ 

小郡」という情報発信誌を３万部制作し、既 
存の商工業が大型店にない逸品・サービ 
ス・技術を消費者にＰＲし、販路開拓を支援 
している。 

 
情報発信誌「ミ･シ･ラ･ン･小郡」 
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併せて、冊子をもとにＨＰを制作し情報発信を行い、小規模事業者の経営の持続発

展に繋げている。（現在まで８回の発行） 
単なる店舗紹介ではなく、冊子掲載店への消費者からの投票や意見をいただく消

費者参加型の事業である。また、事業の一環として、消費者が参加店を訪問し、アンケ

ート等に回答いただく消費者モニターも導入している。これらの消費者からいただいた

投票・意見については、個店へとフィードバックし、事業内容の見直しや新たな取り組

み等に役立てている。（ＨＰ：http://mishiran.ogori.org/） 
 

⑤ 地域振興事業 
七夕の里づくり・小郡市民まつり・販路開拓事業 
 
当市は、｢１.小郡市の概況 【地域産業 ～観光・その他～】｣において触れたように、全国

的にも珍しい「七夕」名称を冠する七夕神社を有しており、まちおこしとして七夕の里づくりに

取り組んできた経緯がある。 
その経緯によって、小郡市の一大イベントである「小郡市民まつり」のなかで、商工会の内

部組織である商工会青年部が中心となり、七夕の織姫と彦星が出会うシーンを再現する「七

夕伝説」という劇を一般市民とともに平成１３年度より平成２８年度まで演じている。 
また、七夕の里づくりの一環で菓子などの加工品の特産品開発に取り組み、小規模事業

者の販路開拓に繋げた。 
 
4. 中長期的な小規模事業者への振興のあり方 

 

 小郡市は「－小郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略－（平成２８年２月）」において、小規模事業者

に対する振興のあり方を以下の枠組みにて掲げている。 

 

(1) 商工業経営の育成 

研修会や講習会の充実を図ることにより、時代のニーズに対応できる経営者を育成し、経営基盤の

強化及び新たな事業の展開を図ります。 

 

(2) 創業者の創出 

本市の活力に繋がる創業者を創出するため、創業支援事業計画に基づき、相談窓口の設置など創

業支援事業に取り組みます。 

 

(3) 観光資源及び地域資源の活用 

観光資源及び地域資源のさらなる活用を行うとともに、観光の柱の一つとなる、「七夕」の名称を活

用した新たな事業展開を行い、スポットの整備及び協力店の形成など環境整備に努めます。 

 

上記の「小郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえて、また、小規模事業業者の課題から当

会における小規模事業者への振興のあり方を以下のように掲げる。 

 
（１）小規模事業者の経営力強化 

小郡市の小規模事業者は、後継者不足や高齢化などにより廃業が増えているため、今後は創

意工夫及び消費者ニーズに対応した経営力強化の取り組みを行う。 
 

（２）持続的な経営を支えるための創業支援並びに事業承継（後継者対策）支援 
地域経済が持続的に発展するために、小規模事業者において経営基盤の弱い創業期支援

と、衰退期の事業を引き継ぐための支援は特に注力すべきである。事業者のライフスタイルに合

わせた伴走型支援を行うことで、新たな創業者を生み出し、小規模事業者の経営基盤の強化及

び後継者などの人材育成に取り組む。また、創業支援においては、市と連携し空き店舗活用も促

http://mishiran.ogori.org/
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し、商業環境の整備に努める。 
 

（３）小規模事業者の販路開拓と地域全体の経済活性化 
農産物を活用した新たな商品開発（特産品開発）を支援し、小規模事業者の需要拡大に繋げ

る。併せて、観光資源を活用した観光ルートの開発により、地域のブランド化を図り小規模事業者

を含む地域全体の経済活性化に反映させる取り組みを行う。 
 

中長期的な小規模事業者の振興を踏まえて、「起業に適した、企業に優しいまち」となることをスロ

ーガンに掲げて、次項（１）～（３）の目標と目標達成のための基本方針をもとに、小規模事業者の売上

及び利益の増強を図り、その波及効果により全市的な地域経済活性化を目指す。 
 

5. 小郡市商工会における本計画の目標と方針 
 
 当会は、上記の現状と課題、これまでの取り組みをもとに、目標と方針を以下のとおり設定する。 

 
(1) 小規模事業者の経営力強化 

 
当会の小規模事業者の経営支援については、金融の推薦・斡旋、税務の決算指導、労務の

各種手続きといった一般的な経営改善普及事業に過ぎなかった。経営革新計画等の事業計画

策定支援も実施してきたが、申請・承認までの支援で、事後のフォローアップや計画期間終了後

の次の段階へといった提案も少ない状況であった。また、小規模事業者自身においても融資が

実行された、補助金・助成金を申請し決定した、といった決定事項で満足し、次の段階は必要に

応じて支援を受ければ良い、という受け身の姿勢になっていたと思われる。 
めまぐるしく変化する経済状況のなか、前述の市の振興のあり方に掲げてある「商工業の経営

育成」について、「小規模事業者の経営力強化」と捉え、小規模事業者の経営が悪化しないため

にも、自社の経営内容、経営資源を把握し、３年から５年の事業計画の策定をすることが、経営力

強化の基盤づくりになる。 
今後、小規模事業者が持続発展するには、自らが経営内容を把握し、その経営資源を鑑み事

業計画を立てて実行し、効果の検証、新たに生じた経営課題を解決しながら、次の段階に展開

できるまでの経営力を身に付けることが、当会の役割であり、伴走型支援である。 
 
【目標】 
 自社の事業・経営内容を理解していない事業者が多いことから、事業内容を把握して経営が持

続発展するための事業計画づくりを支援し、経営力の強化を図る。 
 小規模事業者が、廃業に追い込まれないように事業計画内容に対し助言等を行い、自ら持続

発展するよう伴走型で支援する。 
 
【方針】 
① 地域の小規模事業者に対応した経済状況調査を実施し、事業計画策定の基礎データとし、

活用を図る。 
② 小規模事業者の経営実態を把握するために経営分析を行い、事業計画の策定支援を実施

する。 
③ 事業計画を策定した小規模事業者に対し、四半期１回のフォローアップを実施し、事業計画

の進捗状況を確認、情報提供や課題解決に向けた提案、新たな取り組み等を支援する。 
④ 上記過程を踏まえた事業者へ持続か、さらなる発展か、今後の経営方針に対応した課題別

フォローアップを実施し、経営分析、事業計画策定とその進捗状況を支援する。新たな分野

への進出に取り組む小規模事業者に対しは、市場調査の情報提供により、実現の高い分野

への進出に専門家と連携し事業計画策定等の支援をする。 
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(2) 持続的な経営を支えるための創業支援並びに事業承継（後継者対策）支援 
 

小規模事業者の事業の継続性を高めるために、創業時の重点支援と後継者育成支援につい

ては、下記のとおり実施する。 
創業後３年以内に廃業するケースが７割以上というデータがあり、その大多数が事業計画を作

成せず職歴や経験のみに頼った安易な創業である。創業に失敗しないためには、事前に地域の

経済状況確認、事業内容の分析、事業計画の策定といった準備が重要である。そこで、当会は

本事業において、創業を計画中の方、創業後間もない方を対象とし、中小企業診断士や関係機

関と連携し、特に事業が軌道に乗るまでの間を伴走型で支援する。また、西鉄小郡駅周辺をはじ

め、空き店舗対策が市の課題となっているが、出店を伴う創業案件において、当会が賃貸・改装・

告知広報などといった開業に必要なステップを企業のネットワークを通じて支援する。そうした支

援を通じて業種間の連携が促進されることも期待できる。 
廃業した小規模事業者等のうち、３割弱が「後継者がいない」という理由である。事業承継は、

事業を譲りたい側、引き受けて事業を始めたい側、双方の経営に対する認識や思い描く経営環

境の相違、実際に承継するタイミングが難しいケースが多い。そこで、当会は本事業において、経

営者・後継者に対し、事前準備（事業引継ぎのための計画書策定等）を専門家や独立行政法人

中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」)をはじめとした関係機関と連携を図り、伴走型で支

援する。 
 
【目標】 
 創業者の増強を図り、雇用の増加に繋げる。また、スムーズな事業承継を図り、持続発展する企

業育成に努め、廃業率を低下させる。 
 

【方針】 
① 創業に向けた事前準備や創業率向上のためのセミナーを三井管内商工会と合同で実施す

る。 
② 四半期１回の巡回訪問等を実施して計画の進捗状況を確認し、情報提供や課題解決に向

けた提案、新たな取り組み等を支援する。 
③ 後継者に対し、関係機関が実施するセミナー等へ参加を誘導して、基本的な知識習得を図

るとともに事業承継の準備等の支援を行う。 
④ 事業承継（引受企業を検討している事業者も含む）については、専門家と連携を図りながら、

課題の抽出方法や事業承継計画の策定等に対して支援を強化し、スムーズな事業承継に

繋げる。事業承継後は、経営が持続発展するよう事業計画書等の実施確認を行うとともに計

画の実行支援を行う。 
 

(3) 小規模事業者の販路開拓と地域全体の経済活性化 
 
 小郡市の基幹産業は農業であるが、現状は商工業者が農業者と連携し、商品開発や事業実施

を行うまでには至っていない。小規模事業者にとって持続発展させるため、枝豆やいちごなどの

地域の農産物を使った独自の商品の開発により、市外からの顧客獲得を図ることも必要である。

また、平成２５年までは、消費者が市外に流出する傾向が大きかったが、大型商業施設（イオン九

州）の出店に伴い、他県・他市からの消費者の大幅な流入があることからビジネスチャンスとして

捉えることができる。併せて、小郡市の観光資源は、概況で述べたとおりであるが、平成２６年度

からようやく「観光ルート」という、点から面への取り組みが始まったが、まだ浸透しているとは言い

難い状況である。 
 よって、本計画では中長期的に小郡市の有形無形の財産である「七夕」を改めて「七夕の里・お

ごおり」として他の史跡等を巻き込む形で観光ＰＲを行う。ＰＲ効果により、市外からの流入人口や

地域内消費が増加するとともに地域経済が活性化し、そのことが小規模事業者の持続発展に繋

がる。 
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【目標】 
 商圏の範囲の狭い小規模事業者に対し、ビジネスチャンスやマッチングの機会を支援し、販路

拡大を図り、地域経済発展に繋げる。また、当市の認知度を高めるため、商品開発や特産品開

発に努め、消費の流入や小規模事業者の売上増加及び経営の持続発展に繋げる。 
 

【方針】 
① 消費者のニーズを把握するために需要動向調査を実施し、その情報を小規模事業者に提

供することで、商品開発に繋げ、地域のブランド化を図る。 
② 地域市場の縮小により、市場拡大を図る必要がある。情報発信力が乏しい小規模事業者に

対し情報発信の場を設ける。（ＩＴ活用により販路拡大を図る） 
③ 小規模事業者のビジネスチャンス・販路開拓に繋がるための販売会・展示会を実施し、売上

拡大、域外への販路開拓を図る。 
④ ビジネスマッチングの機会になり得る、商談会等を実施し、小規模事業者の販路拡大に繋げ

る。福岡県商工会連合会（以下｢県連｣）、福岡県中小企業振興事務所等が実施する商談会

へ小規模事業者の参加推進と出展者の掘り起こしを行う。 
⑤ 特産品開発に繋がる地域資源を調査・掘り起こしをして、小規模事業者と小郡市・観光協

会・ＪＡ等と連携を図り、商品と観光ルートの開発を検討する。 
 
 これらの目標達成のため、福岡県、小郡市、地域金融機関、県連、中小機構、三井管内商工会等と連

携し、個社の経営力向上、創業支援、販売促進、地域経済の活性化を継続して支援する。 
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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３０年 ４月 １日～平成３５年３月３１日） 

 
(2) 経営発達支援事業の内容 

 
I. 経営発達支援事業の内容 

 
1. 地域の経済動向調査に関すること 【指針③】 
 
(現状と課題、今後の改善点） 
 
 現状は、全国商工会連合会(以下、全国連)が実施する「小規模企業景気動向調査」や県連が実施する

「中小企業景況調査」「景気金融雇用動向調査」など国内、県内の調査結果や業種限定の調査等を窓口

相談時等に必要に応じて活用するに留まっており、今後の経営支援に必要な市内商工業者視点のデータ

の収集・分析が不足していた。 
 今後は、地区内の現状や経済動向を調査・分析・情報提供することにより、地域に望まれている産業や

継続・発展できる産業を把握する。これを創業支援や既存事業者の事業計画策定の基礎データとして活

用し、地域経済の持続的発展支援に繋げる。 
 また、調査したデータは、データベース化して蓄積することにより、地区内業況の変化等も確認できるとと

もに将来の見通しの参考とする。 
 
(事業内容) 
 
(1) 広域の経済状況調査【拡充】 

 
① 実施内容 

全国連や県連が実施している先述の各調査をもとに集計し、小規模事業者に情報提供を実施す

る。 
② 実施頻度 

四半期毎 
③ 調査項目 

(ア) 「小規模企業景気動向調査」 
各業種における売上高、仕入単価、採算、資金繰り、業況（対前年月比較） 

(イ) 「中小企業景況調査」 
各業種における売上高、採算、資金繰り、設備投資状況、業況、問題点（対前年四半期

比較） 
(ウ) 「景気金融雇用動向調査」: 

各業種における景況感、金融動向（斡旋等の状況、金融機関対応等）、雇用動向（雇用

状況や労働時間状況）（対前年四半期比較） 
④ 手段手法 

全国連が毎月実施している小規模事業者景況調査の集計並びに景気金融雇用動向調査の地

域に関連する情報を集約しデータベース化する。 
⑤ 活用方法 

集約した地域の景況・金融・雇用動向については、年４回商工会ＨＰにおいて公開するほか、年

２回全市民に発行している商工会の広報紙に掲載し、小規模事業者や新規創業予定者に情報

発信する。 
 
(2) 地域内の経済動向調査【新規】 
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① 実施内容 
地域の小規模事業者を対象に業種別（小売卸売業・建設業・製造業・サービス業・飲食業）の経

済動向調査を実施する。 
② 実施頻度 

年１回 
③ 調査項目 

業況・売上高・仕入高・販売先・仕入先・従業員数・設備導入状況・資金繰り・後継者の状況・企

業の問題点等 
④ 手段手法 

調査会社（外部会社）に委託し３０社×３業種(小売卸売業・サービス業・飲食業)、１０社×２業種(建
設業・製造業)を対象に調査を行い、中小企業診断士等の専門家にデータ分析等を依頼する。

分析したデータ等は業種別に整理し、データベース化を図る。 
⑤ 活用方法 

創業予定者や新事業を検討する事業者に分析結果の情報を提供し、事業計画策定の資料とし

て活用することで、開業や新事業展開へスムーズに取り組めるよう支援する。また、既存事業者の

経営計画策定やそれに基づく事業実施の際、必要な分析資料を提供し、経営の持続的発展を

支援する。併せて、商工会ＨＰにおいて情報の公開を実施する。 
 
(3) 地区内エリア別出店状況調査【新規】 

 
① 事業内容 

市内にある私鉄、西鉄の沿線４駅（小郡駅・大保駅・三沢駅・三国が丘駅）は通勤通学の交通機

関として利用客が多く、また、駅を中心に住宅街の形成、飲食・小売・サービス業の個店が集積さ

れ、創業や店舗展開に好立地である。よって、近郊エリアの出店状況等を調査し、出店支援の基

礎データを収集分析する。 
② 調査頻度 

年２回 
③ 調査項目 

出店状況、空き店舗状況、家賃・稼働状況等 
④ 手段手法 

市内不動産業（会員企業の５社）と連携し、各駅周辺の業種別出店状況や繁盛店の状況、空き

店舗の状況、店内の広さ、家賃相場等の情報を収集し集約する。 
⑤ 活用方法 

地区内での移転や支店出店等を検討している事業者に対し、業種においての出店状況・稼働状

況等の情報提供を実施する。また、創業を計画している事業所に対しては、空き店舗情報や近

隣の稼働状況等の情報を提供し、事業計画策定時等に活用する。併せて、その情報について

は、商工会ＨＰにおいて年２回の掲載を行う。 
 
（目 標） 
項目 実施内容詳細 現状 H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ 

情報発信 

(１) 

商工会ＨＰにおいて、地域景況・金融・雇用

動向調査の結果を公開（集計・発信回数） ― ４ ４ ４ ４ ４ 

商工会広報誌による地域景況・金融・雇用動

向調査集計結果を公開（集計・発信回数） ― ２ ２ ２ ２ ２ 

(２) 商工会ＨＰにおいて、外部機関実施の経済

動向調査分析結果を公開（集計・発信回数） ― １ １ １ １ １ 

(３) 
商工会ＨＰにおいて、不動産業者と実施の地

区内エリア別出店状況調査集計結果を公表

（集計・発信回数） 
― ２ ２ ２ ２ ２ 
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業種別 
調査 (２) 

３０社×３業種 
(小売卸売業・サービス業・飲食業) 
１０社×２業種 
(建設業・製造業) 

― １１０ １１０ １１０ １１０ １１０ 

店舗状況

調査 (３) 稼働・空き店舗の状況等の調査を年２回実施

（４か所） ― ８ ８ ８ ８ ８ 

※現状は平成２８年度の状況 
 
2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
(現状と課題、今後の改善点） 
 
 これまで小規模事業者の経営状況分析は、金融相談や補助金申請支援時などに財務分析やSWOT分

析を行うに留まっており、必要に駆られて行う受動的支援であったことが課題である。このため、小規模事

業者において正確に自社の経営状況を把握している企業は少なく、経営課題が重症化してからの相談に

なることが少なくない。 
 今後は、小規模事業者の経営の持続発展に向けて、経営指導員・経営支援員の巡回並びに窓口相談

（経営・金融・税務・労務）等を通じ、小規模事業者等の売上増加、利益率改善のために経営分析を行い、

小規模事業者の経営課題の抽出を行う。また収集したデータは、データベース化を図るため職員間で共

有し経営相談時に活用する。 
 
(事業内容） 
 
(1) 経営分析を行う事業者の掘り起こし 【新規】 

 
① 事業内容 

県連や中小機構と連携を図り、中小企業の会計に関する指針に基づいた中小企業会計のセミナ

ーを実施し、会計の基礎や経営分析の重要性について理解いただく。併せて、セミナーの実施

を通じて分析企業の掘り起こしを行う。その他のセミナーの実施は、県連本部・県連筑後拠点及

び他の支援機関、専門家等と連携して実施する。周知広報は、県連のプレスリリース事業、商工

会会報、ホームページ等を利用して効果的に行う。 
 
(2) 企業カルテによる経営状況把握 【新規】 

 
① 事業内容 
巡回訪問や経営改善普及事業(以下、経改事業)の税務・金融・労働等の相談業務時に、小規模事業

者に対して、ヒアリングシートを活用し基本情報を収集し、経営分析の提案をする。 
② 調査項目 
企業概要、従業員数、売上構成、販売先・仕入先、決算内容等（図１参照） 
③ 手段手法 
巡回、窓口相談時（指導員１人あたり月１件 合計３６件）に独自ヒアリングシート（図１）により企業の基

本情報を聴き取り、カルテにまとめる。 
④ 活用方法 
企業カルテの整備により企業の経営業況の把握を行う。 
ヒアリングシートを収集するなかで、経営支援が必要と判断した１５企業（売上・利益が増加・減少企

業、代表者が高齢な企業等）を選定し、後述の経営分析（財務分析・SWOT 分析・ABC 分析）に繋げ

る。また、課題の緊急性に応じて専門家の招集を行うなど迅速な対応の基礎資料とする。 
ヒアリングした情報は、分析企業のデータベースを構築し、職員間で共有する。 
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図１：【ヒアリングシート】 
企業名   ２年前 １年前 直近期末 
代表者氏名   ( ～ ) ( ～ ) ( ～ ) 
代表者年齢  後継者  売上高    
設立年月日  資本金  売上原価    
最新決算期  売上髙  売上総利益    
役員数  内非常勤  販管費    
従業員数  内パート数  営業利益    
業 種  詳細  営業外費用    
許認可状況等  内支払利息    
売上構成 売上割合 経常利益    
１. ％ 人件費    
２. ％ 設備投資額    
３. ％ 運転資金    
主な販売先 主な仕入先 普通償却費    
１. １. 特別償却費    
２. ２. 付加価値額    
３. ３. その他特記

事項等  
４. ４. 

※この様式は対象者の状況に応じ適宜改良する 
 
(3) 財務分析による経営分析【新規】 

 
① 事業内容 

事業主は常に資金の動きを把握する必要があり、将来の状況を予測し、資金不足に陥らないた

めにも財務分析を実施し、会社の財務状況を把握いただく。 
② 調査項目 

収益性、生産性、安全性、借入余力（図２参照） 
③ 手段手法 

個社の決算書等の資料により、収益性、効率性、安全性、借入余力の大きく４つの側面から、会

社の経営指標を算出できる財務分析を実施する。分析については、株式会社日本政策金融公

庫の財務診断ツールを活用し、小規模事業者等の経営状況を収益性、生産性、安全性などの

（図２）項目を中心に財務分析（株式会社日本政策金融公庫の小企業全国指標・中小企業実態

基本調査等に基づく経営・原価指標・ネットｄｅ記帳の全国指標等を参考）を行う。 
④ 活用方法 

経営分析した結果を中小企業実態基本調査等に基づく経営・原価指標と比較し、その分析結果

によって財務体質の改善支援が必要な企業に対しては、株式会社日本政策金融公庫久留米支

店の担当職員と連携を図り、財務状況の改善提案書の策定を提案し持続発展するよう支援策等

を提案する。さらに、専門的な課題等については、県連、中小機構、中小企業診断士、税理士等

と連携し経営上の問題点が解決できるようサポートする。 
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図２： 【財務診断結果表（㈱日本政策金融公庫シミュレーション活用分）】 

指標名 

貴社の数値 
前々期 前期 当期 

（A） 
差異 
(A)-(B) 

経営 
指 標

(B) 

収益性 
A 売上高総利益率（％）      
B 売上高経常利益率（％）      
C 総資本経常利益率（％）      

生産性 
D 従業員１人あたりの売上高（千円）      
E 従業員１人あたりの粗付加価値額（千円）      
F 従業員１人あたりの有形固定資産額（千円）      

安全性 
G 当座比率（％）      
H 流動比率（％）      
I 自己資本比率（％）      

 

指標名 

貴社の数値 
前々期 前期 当期 

（A） 
差異 
(A)-(B) 

経営 
指 標

(B) 
受取勘定回転期間（月）      

商品回転期間（月）      

支払勘定回転期間（月）      

借入金回転期間（月）      

損益分岐点比率（％）      

 
(4) SWOT 分析による経営分析【拡充】 

 
① 事業内容 

新たな取り組みを検討している事業所に対し、自社の特徴を理解するために、SWOT 分析表を

活用し、自社の内部環境（強み・弱み）・外部環境（機会、脅威）の分析を実施する。 
② 調査項目 

内部環境（強み・弱み）・外部環境（機会、脅威）（図３参照） 
③ 手段手法 

個社における新たな取り組みを検討する際には、自社の内部環境と自社を取り巻く外部環境を

正しく分析することが大切である。SWOT 分析応用シート（図３）を用い巡回・窓口相談・セミナー

時等にヒアリングにより分析する。 
④ 活用方法 

SWOT 分析を行うことで、市場や業界において競合との優位性が明らかにし、実効性の高い事

業計画策定に繋げる。 
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図３：【SWOT 分析応用シート】 

 
(5) ＡＢＣ分析による経営分析【新規】 

 
① 事業内容 

自社の販売管理、顧客管理を図るためにＡＢＣ分析を実施する。ＡＢＣ分析により、自社の売れ筋

商品、死に筋商品を理解いただく。 
② 調査項目 

売上高順商品名、商品別の売上全体に占める割合、割合の累積（図４参照） 
③ 手段手法 

ＡＢＣ分析（図４）は売上に関する経営戦略を立てるうえ最も基本となる分析手法である。巡回・窓

口相談・セミナー時等に必要に応じて分析を行う。 
④ 活用方法 

分析結果から、売れ筋商品、死に筋商品を理解いただき個社の売上の増加・新商品の開発等の

検討を図る。計画的に実行するために、経営計画の策定へ繋げる。 
 
図４：【ＡＢＣ分析図】 

 

最も有効だと思う取り組み 企業を取り巻く環境 

 

A.可能性がありそうなこと 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

B.リスクや限界が生じそうなこと 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

自
社
の
特
徴 

(

１)

可
能
性
が
あ
り

そ
う
な
こ
と 

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

A と(１)の要素で考えられる取り

組み 
B と(１)の要素で考えられる取り

組み 

(

２)

リ
ス
ク
や
限
界
が

生
じ
そ
う
な
こ
と 

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

A と(２)の要素で考えられる取り

組み 
B と(１)の要素で考えられる取り

組み 

ＡＢＣ分析は「重点分析」とも呼

ばれ、沢山あるものを整理して

大事なものから順に並べ、優先

順位を付けて管理していこうとす

るものである。 

商品別・メニュー別・事業部門別

など、業種を問わず経営のあら

ゆる面で活用できる有力な管理

手法である。 
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(目 標) 

支援内容 支援詳細 現状 H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ 

経営分析等 
セミナー実施回数 

関係機関や専門家と

連携し、個社の知識習

得を図る。 

１ 
（財務分析セミナー

のみ実施） 
２ ２ ２ ２ ２ 

カルテによる分析支

援件数 
【（２）】 

経営分析を必要とする

企業を選定するために

実施 
（指導員３人×１ヵ月１

件×１２ヶ月） 

－ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ 

経営分析等 
支援件数 
【（３）（４）（５）】 

上記３６事業所より選

定した事業持続・発展

に特化した支援 
（財務分析・SWOT 分

析・ＡＢＣ分析を実施） 

６ 
(SWOT 分析のみ実

施) 
１５ １５ １５ １５ １５ 

※現状の数字は平成２８年度の実績による。 
 
3. 事業計画策定支援に関すること 【指針②】 
 
（現状と課題、今後の改善点） 
 
 商工会に求めるサービスについて、商工会会員向けに行ったアンケート調査(平成２４年度実施「県連会

員企業実態調査」)によると、経営改善・経営力強化の支援（１１.３％）、販路拡大や流通ルート確保の支援

（６.７％）、後継者育成・事業承継（３.３％）、中小企業施策や補助金・助成金に関する支援（１８・３％）等、

回答の約４割が事業計画策定を必要とするサービスを求めている。地域商工業者においても共通する支

援ニーズがあると推測される。しかしながら、当会の支援の現状は、いわゆる経営改善普及事業支援しか

提供できていなかった。 
 今後は、小規模事業者等の経営課題を解決するため、地域経済の動向調査、経営分析の内容を踏まえ

た事業計画策定支援及びそのためのセミナー・説明会を三井管内商工会（注１）・県連・市・専門家等と連

携して実施する。また、伴走型の指導・助言を通じて小規模事業者等の事業持続発展を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

 
（注１）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：６８２）の３商工会。 
 従来から各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。（右地図の囲み線がおおよその範囲） 
 
 
 
 
 
 
【連携・支援体制のイメージ図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(対象者別事業内容) 
 
(1) 小規模事業者向け事業計画策定支援【拡充】 

 
① 事業内容 

経営分析を実施した小規模事業者のうち経営支援が必要と判断した１５企業（売上・利益が増

加・減少企業、代表者が高齢な企業等）に対し、事業計画策定の支援を行う。 
② 手段手法 

日々の窓口(税務・金融・労働)相談・巡回指導時に前述の経営分析を支援した１５件の小規模事

業者へ事業計画策定の提案を行い、さらに、事業の発展を目指す小規模事業者に対し、事業計

画策定の重要性を説明し、事業計画策定支援に繋げる。併せて、県連及び県連拠点が開催する

事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会等に事業者を誘導し、事業計画策定を目指す

個社支援・事業計画策定後の 

実施支援体制 
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小規模事業者の掘り起こしを行う。誘導したセミナーに職員が必ず同行することで、事後の継続

的・伴走型支援のための環境整備及び人間関係構築を図る。さらに、必要に応じて中小機構、

中央会、金融機関等が実施するセミナーも積極的に紹介する。要は、希望者が「参加したい内

容」「参加しやすい日時・場所」を適切に把握し、紹介することを主眼に置く。 
③ 活用方法 

事業計画策定においては、まず自社の経営課題の把握を行う。次に、強みをいかした中長期的

な計画の策定を支援し、策定計画をもとに定期的かつ継続的に PDCA サイクルを回す。随時、

事業計画の進捗状況を確認し、見直しを行うことで小規模事業者の経営基盤強化を図る。 
また、事業計画策定支援事業所が新たな取り組みを計画している場合は、経営革新に関する相

談会の開催や県連等の開催するセミナーに誘導し、経営革新計画策定に係る支援を実施する。 
 
(2) 創業予定者向け事業計画策定支援【新規・拡充】 

 
① 事業内容 

創業のニーズを把握するため、三井管内商工会の主催で創業支援事業として創業セミナーを実

施する。創業支援事業は、創業に対する事前準備の必要性を修得いただく創業セミナー（３時間

程度）と受講者を着実に創業へとステップアップさせる創業塾(５日間コースで全５回)を開催し、

創業に対する事前準備や知識向上を図り、創業計画書等の策定支援を実施する。 
② 手段手法 

支援する職員のマンパワーを発揮させるため、三井管内商工会の指導員において連携を図り、

創業を計画している方の掘り起こし、創業者が持続発展できるよう支援体制を整える。また、市内

の民間企業、専門学校、医師会等に実施周知を行い、開業予定者等を、創業セミナーや創業塾

に誘導する。セミナー・創業塾等の開催にあたり、専門家等と連携しカリキュラムを検討し、国の施

策に沿った創業セミナー並びに創業塾等を開催する。創業塾の募集は数にこだわらず、人数が

少なければグループワークや意見交換といった参加型の内容として質の充実を図る。 
③ 活用方法 

三井管内商工会が連携して実施することで、受講者にはより多くの情報が提供され実現性が高

い計画書策定の支援ができる。地域の選択や情報の共有化が図れ、スムーズな開業へ繋げる。

創業支援を通じて、市内開業希望者にデータベース化した物件情報（経済動向調査において不

動産会社と連携して収集）の提供を行う。開業後は商工会への加入を促し、幅広い支援メニュー

の提供を行う。 
 
(3) 事業承継支援向け事業計画策定支援【拡充】 

 
① 事業内容 

小規模事業者の後継者不足による廃業等が全国的に多いなか、当会においてその対策は十分

ではなかった。事業承継に失敗しないためには、事前の周到な準備と知識習得が必要とされる。

そのため前述の企業カルテの整備により、事業承継支援が必要な小規模事業所の状況を把握

するとともに、必要に応じて専門家及び関係支援機関と連携し、事業承継計画の策定支援を行

う。また、若手経営者・後継者の会議等を通じ（三井管内での若手経営者・後継者の会議等も含

む）後継者の育成強化と事業承継に必要な事前知識習得を図るための勉強会を実施し、スムー

ズな承継が図れるよう伴走型の支援を実施する。 
② 手段手法 

当地域における小規模事業者の承継に伴う廃業を減少させ、スムーズに事業を承継させる目的

で、事業引き継ぎセンターなど支援機関と連携を図り、事業承継計画書策定等の支援を実施す

る。また、若手経営者・後継者の会議等（三井管内合同会議含む）を活用し、事業承継の準備等

に対する知識習得を図り、承継への意識改革を図り、事業が持続・発展するよう支援する。 
③ 活用方法 

事業承継計画の策定支援を通して①会社の経営方針や経営目標の明確化、②課題の整理③
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後継者との間の引き継ぎのスケジュール化が図られる。当商工会にて計画に沿った進捗確認のう

え指導助言を行い、継続的な支援に活用する。また、若手経営者・後継者を対象とした後継者育

成や承継支援については、この支援を通じて若手経営者・後継者の拡充、若手経営者・後継者

の目的の一つである若い力による地域経済の活性化に寄与するものとする。 
 
(目  標) 
(1) 事業計画策定件数は、年間１５件以上（指導員３名×５件）を目標とする。 
(2) 創業支援・事業承継支援については、三井管内において各商工会５件（３商工会で１５件）を目標とす

る。 
 

※現状の数字は平成２８年度の実績による。 
 
4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 
(現状と課題、今後の改善点） 
 
 事業計画策定（経営革新計画策定等支援も含む）後のフォローアップ等による支援の現状は、年に１回

程度で、事業完了までの間、遂行状況を確認し、助言程度の支援に終わっていた。 
 また、事業計画策定事業者において、計画通りに実行している事業者は少なく、計画を中止している事

業者も多く見受けられる。 
 よって、今後は、事業計画策定支援小規模事業者に対して、定期的なフォローアップを実施し、計画に

基づいた施策の活用提案や情報提供等を行い、事業が持続・発展するよう支援する。 
 
（事業内容） 
 
(1) 事業計画を策定した事業者への全般的な支援【拡充】 

 
① 事業内容 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、事業計画の進捗状況の確認や今後の経営の方向性

を指導・助言することを目的として、四半期毎に定期的な巡回訪問を実施する。計画実行にあた

り新たな課題が発生した事業所に対しては、支援内容等を提案し、必要に応じて、専門家や関係

機関と連携を図り、事業の発展に繋がるよう支援する。 
② 頻度 

年４回 
(ア) 支援初年度 

１５件×１回（第４四半期に実施） 

支援内容 支援項目 現状 H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ 

事業計画策定支援 
セミナー等への誘導数 ８ １５ １５ １５ １５ １５ 

計画策定事業者数     ① ６ １５ １５ １５ １５ １５ 

創業計画策定支援 

創業セミナー等への誘導数 ７ ５ ５ ５ ５ ５ 
創業塾（５日間ｺｰｽで全５回）へ

の誘導数 ８ ５ ５ ５ ５ ５ 

創業計画策定支援者数  ② ２ ５ ５ ５ ５ ５ 

事業承継計画策定支援 事業承継計画書策定事業者数

③ ― ３ ３ ３ ３ ３ 

事業計画策定支援数合計（①＋②＋③） ８ ２３ ２３ ２３ ２３ ２３ 
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・・・合計１５回 
 

(イ) ２年目以降 
 初年度支援者 

１５件×３回（第１～第３四半期に実施） 
 新規支援分  １５件×１回（第４四半期に実施） 

・・・合計６０回 
※フォローアップは、１年で終了ではなく、新たな支援に繋げる。 

 
(2) 創業者に対するきめ細かい支援【新規】 
 

① 事業内容 
創業セミナー・創業塾において策定した事業計画をもとに、当市内にて創業を実現させるため

に、特に創業後大事な１カ月、３カ月、１年後の時期を事業が継続できるよう支援する。開業準

備・開業後の営業活動等について、関係機関（行政・金融機関・県連・専門家）と連携して、創業

後の計画の進捗状況等を定期的に確認し、情報提供や支援を通じて持続発展する企業への育

成に努める。 
② 頻度 

原則年４回。必要に応じて適宜対応を検討する。 
(ア) 支援初年度 

５件×１回（第４四半期に実施） 
・・・合計５回 

(イ) ２年目以降 
 初年度支援者 

５件×３回（第１～第３四半期に実施） 
 新規支援分 

５件×１回（第４四半期に実施） 
・・・合計２０回 

 
(3) 事業承継の実行支援【拡充】 

 
① 事業内容 

事業承継計画に基づき、関係機関（行政・金融機関・県連・専門家）と連携して円滑な承継に結

びつくよう支援する。事業承継者に対する支援は、内容に高度かつ専門的であるため、中小機構

や事業引き継ぎセンターなど専門家と連携を図りスムーズな承継になるよう、継続した支援を行

う。 
② 頻度 

原則年４回。必要に応じて適宜対応を検討する。 
(ア) 支援初年度 

３件×１回（第４四半期に実施） 
・・・合計３回 

(イ) ２年目以降 
 初年度支援者 

３件×３回（第１～第３四半期に実施） 
 新規支援分 

３件×１回（第４四半期に実施） 
・・・合計１２回 
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（成果の活用方法） 
 
(１) 定期的な進捗確認により、新たな課題を早期発見することで今後の対策を事業所とともに検討し、策

定した事業計画に変更等の指導助言を行い、計画の実行性を高める。 
 
(２) 定期的なフォローアップ巡回によるヒアリングにおいて、新たな支援が必要と判断した場合、国・県・市

が実施する小規模事業者に対する支援策等（創業補助金、ものづくり補助金、持続化補助金等の各種補

助金や助成金等）を効率よく紹介し、確実な計画実行に努める。 
 
(３) 定期的なフォローアップ巡回によるヒアリングにおいて、一定の要件を満たす小規模事業者が事業資

金の融資を希望する場合は、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を株式会社日本政策金融公庫と連

携して積極的に活用する。また、融資実行後も事業計画、資金計画等の進捗状況を継続的にフォローアッ

プする。 
 
（目  標） 

 
※現状の数字は平成２８年度の実績による。 
※フォローアップ数は、各年度での経営計画支援した事業所に対し年４回実施する。初年度は、事業策定

支援後となるため、H３０の実施は１回。H３１～H３４は、前年度に事業計画策定を支援した小規模事業者

に対し３回実施。実施年度のフォローアップ数は、１回。（計４回）とした。 
※尚、フォローアップについては、支援した企業の１年目は、主に進捗状況の確認や今後の方針等に関

する助言を中心に行う。２年目以降は、加えて新たな取り組み等の提案・助言も実施する。 
※計画策定後の３年については、必要に応じフォローアップを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援内容 支援項目 現状 H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ 

事業計画策定支援 計画策定後のフォローアップ数 １４ １５ ６０ ６０ ６０ ６０ 

創業計画策定支援 創業支援フォローアップ数 ２ ５ ２０ ２０ ２０ ２０ 

事業承継計画策定支援 事業承継支援フォローアップ数 １ ３ １２ １２ １２ １２ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
(現状と課題、今後の改善点） 

地域需要動向調査については、平成２０年度に消費者へのアンケート調査を実施し、当会の新事

業実施の際に調査結果をもとにデータを分析し活用した結果、その事業に参画した市内の小規模事

業者は、売上向上、事業の持続発展に繋がった。しかし、現状では、このデータも古く、市内環境も大

きく変化しているため、新たなデータの蓄積が必要である。併せて、需要動向調査を平成２８年度実施

したが、個社支援等に活用できていないのが実情である。 
また、前述で記載した「まちの元気再発見推進事業」においては、平成２４年度より、消費者による

店舗のモニタリング調査を実施してきたが、集約した意見等はモニター店へのフィードバックや次年度

以降の事業実施する際の参考程度にしか活用していなかった。 
以上のように当会が実施した調査や結果のフィードバックは限定的であった。このことからも、小規

模事業者は、顧客に対し大規模なアンケートを取るなど消費者ニーズを調査している事業者は少な

く、分析のノウハウを持たないところが多いと想定される。 
今後は、新たな需要動向調査を実施し、小規模事業者の新商品の開発や、販路開拓に役立てるこ

とで売上の増加に繋げていく。 
 

(事業内容) 
 
(1) 地域における需要動向調査の実施 【新規・拡充】 

 
小規模事業者の商品付加価値の向上と地域のブランド化を図る目的で、市の農産物（枝豆・いちご

等）を活用して商品開発に取り組む事業者を支援するため、消費者アンケートを実施する。 
分析結果は支援対象事業者へフィードバックし、消費者嗜好性の高い商品開発を支援する。 
また、まちの元気再発見推進事業を活用し、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用して商品開発に

取り組む事業者を対象に消費者によるモニター調査を実施する。 
モニタリング結果は、支援対象事業者へフィードバックし、商品開発を専門家と連携し支援する。 

 
① 一般消費者や支援事業者の顧客に対する調査並びに 

まちの元気再発見推進事業を活用したモニター調査内容 
支援事業者 事業計画策定事業者（創業支援者も含む）のうち、市の農産物（枝豆・いち

ご等）活用して商品開発に取り組む小規模事業者（飲食業・菓子製造小売

業）の１０社 
アンケート対象と 
ねらい 

(ⅰ)一般消費者に対する調査 
ねらい：市外の方も含めた一般消費者にアンケート調査を実施することで

小郡市のイメージや好まれる特産品等の情報収集ができ、商品開発・改善

時の参考にする。 
 
(ⅱ)支援事業者の顧客に対する調査 
ねらい：直接の顧客（来店者）に対し、試飲試食を含んだ調査をすることに

より、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用した商品に対して、既存顧客から

のより厳しい意見やさらなるアイデアを聞くことで商品開発・改良に繋げる。 
 
(ⅲ)消費者モニターによる支援事業者への調査 
ねらい：支援事業者の店舗を訪問することで、立地や事業所全体（人・サー

ビス・店舗状況等）に対する貴重な意見が集約できるとともに、開発してい

る商品についてもさらに踏み込んだ意見が集約できる。 
アンケート数 (ⅰ)一般消費者による調査     ：総数２００人 （１０社×２０人） 

(ⅱ)支援事業者の顧客による調査  ：総数１００人 （１０社×１０人） 
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(ⅲ)消費者モニターによる調査   ：総数１００人 （１０社×１０人） 
調査項目 (ⅰ)一般消費者による調査の項目 

属性：居住地／年齢／性別／家族構成／小郡市までの交通手段 
特産品に対する項目：特産品をどこで購入するか／特産品の購入理由／

特産品を定期的に購入したことはあるか及びその理由／特産品の適正価

格／お土産に適する大きさ・重さ／パッケージ形状 その他 
食品全般に対する項目：「七夕」から連想する食材・味・飲料・形状・音／外

食の頻度／同行者／外食の単価 その他 
その他項目：小郡市のイメージ／「七夕」から連想する色、イメージ 等 

(ⅱ) 支援事業者の顧客調査の項目 
(ⅰ)の調査項目に加え、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用して商品開

発をした商品（試作品含む）を提供し、味・香り・見た目・食感・商品名のイ

メージ、当市に適した商品か・どの年代に好まれるものか・改良する点・ど

んな商品であったら購入（注文）するか 等 
(ⅲ)消費者モニターによる調査の項目 

(ⅰ)の調査項目に加え、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用して商品開発

をした商品を購入（注文）し、それに対するコメント（味・香り・見た目・食感・

商品名のイメージ） 
購入した物、サービス状況（価格・提供時間・品質等）、利用店舗の状況

（雰囲気・店内スペースの広さ・清潔状況・接客状況・利便性）、利用して良

かった、悪かった点など 
商品に対する項目：デザイン（見た目）／材料／数量（量）／価格  等 

調査手段 (ⅰ)一般消費者による調査の手段 
一般消費者に対しては、大型商業施設(イオン九州)内に小郡市が設置し

た「情報プラザ」において、アンケート用紙を配布・回収する。 
(ⅱ)支援事業者の顧客による調査の手段 
来店（利用）した顧客に対して、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用して商

品開発をした商品（試作品含む）を店頭で提供し、アンケート用紙を配布・

回収する。 
(ⅲ)消費者モニターによる調査の手段 
公募により消費者モニターを１０人募り、支援事業者１０社の、モニタリングを

依頼する。消費者モニターは、実際に店舗に足を運び、指定の商品を購入

（注文）し、所定のアンケート用紙に回答いただき、期限内に提出する。 
 

② 調査結果の活用方法 
(ア) 専門家と連携し、分析した調査結果を支援事業者に提供する。 
(イ) 調査結果をもとに既存商品やサービスの付加価値を高めるための改善点をともに見直し、デ

ザイン性を高めるための改善点等の助言をし、専門的な指導が必要な分野は、専門家と連携

し商品開発を支援する。 
(ウ) 調査結果を商品の開発、改良やサービス改善に繋げるとともに、必要な行程・設備・人材・資

金を工面する実行計画の策定を支援する 
(エ) 分析後の調査結果をフィードバックし、商品構成、従業員の顧客対応、利用満足度や要望等

の消費者ニーズを把握してもらう。 
(オ) 地域資源を活用した商品開発を支援し、地域のブランド化を図る。 
 

(2) 調査会社のシステム活用による需要動向調査と情報提供の実施 【新規】 
(1)の事業目的に基づき、下記調査も補足として実施し、支援対象者へ情報提供を行う。 
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① 商圏分析サービスを活用した調査 
支援事業者 (1)の支援対象者 
調査項目 出店エリアの状況（市場規模、成長度、年齢別人口割合、世帯人数割

合）、競合他社との環境の違い、周辺の消費者層（富裕度）、品目別消費

額 等 
調査手段 ㈱日本統計センターが運営する MieNa（※）を活用して、限定したエリアに

おける消費ニーズやターゲット調査を(1)の分析結果提供時に合わせて情

報提供を行い、消費者・顧客アンケート、モニター調査だけでは不足する

情報の補完を図る。 
 
② 調査結果の活用方法 
支援事業者に対し、分析結果を(1)の(ⅰ)一般消費者による調査、(ⅱ)支援事業者の顧客による調

査、(ⅲ)消費者モニターによる調査結果とともに情報提供し、支援事業者の狙うターゲット層を明確

化することにより、訴求力の高い商品開発に繋げる。 
 
※MieNa とは、㈱日本統計センターの ASP サービス。提供する商圏分析レポートで、人口・世帯

データや消費支出・購買力データ、富裕層データ等のあらゆるデータを駆使し、指定した地域の

評価を行うもの。分析・評価したい地域の中心点(町丁名)を指定するだけで、各種データベース

を駆使した分析レポートを利用できる。 
 
(目  標) 
項目 実施内容 現状 H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ 

(1)地域における 
需要動向調査 

(ⅰ)一般消費者調査 １００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 
(ⅱ)顧客調査 ― １００ １００ １００ １００ １００ 
(ⅲ)消費者モニター調査 ２８ １００ １００ １００ １００ １００ 
情報提供支援者数 ― １０ １０ １０ １０ １０ 

(2)システム活用によ

る需要動向調査と情

報提供の実施 

MieNa を活用した分析データ

の情報提供支援者数 ― １０ １０ １０ １０ １０ 

※現状の数字は平成２８年度の実績による。 

※上記表の(1)、(2)の情報提供支援者数は、同一支援事業者。 
 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 【指針④】 

 

(現状と課題、今後の改善点） 

 

これまでの小規模事業者に対する需要の開拓支援については、福岡県や県連等が主催する商談会・

物産展の案内程度で終わっていた。また、参加企業に対しては、事前の課題の整理が不十分であったた

め、販路開拓に繋がることが少ない状況にあった。さらに、前述の「まちの元気再発見推進事業」において

制作し、公開しているＨＰにおいても店舗の紹介に留まっていた。 

２０１７年版小規模企業白書によると、小規模事業者の業績は伸び悩み、新規販路開拓や大企業との差

別化を図る新商品・新サービスの開発が課題となっている。この状況は当地域商工業者においても共通す

る課題であり、当会において、これらの課題解決に向けた支援が十分ではなかった。 

よって、前述の各調査の分析結果を整備し活用することで、販路開拓支援を今まで以上に強化すること

により、小規模事業者の持続発展に貢献する。 

具体的には、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用した商品開発に取り組む小規模事業者に対し、新た

な販路の開拓を支援するために、当地域において、小郡市・観光協会・ＪＡとは運営面や広報・集客活動に
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おいて連携し、小郡市飲食店組合・小郡三井菓子組合等とは出展において連携し、展示即売会（合同フ

ェア）を実施する。また、ビジネスマッチングの場として、県・小郡市・近隣市町と運営面で連携し商談会や

展示会等を開催し、小規模事業者の事業発展に寄与する。 

小規模事業者の情報発信力を強めるために、「まちの元気再発見推進事業」において公開している参

加店ＨＰにおいて、小規模事業者の販路開拓に繋がる仕組みを構築する。また全国連が実施しているネッ

トショップ｢ニッポンセレクト.com｣への登録も推進する。 

 

(事業内容) 

 

(1) 展示即売会（合同フェア）の開催 【拡充】 

 

① 事業内容 

 小郡市、観光協会、ＪＡ、小郡市飲食店組合、小郡三井菓子組合等と連携し年１回開催し

ている即売会を活用し、本事業において、事業計画策定支援事業者の需要動向調査の結

果を活用した新商品等のテストマーケティングの場として出展支援を行い、新たな販路開拓・

新規顧客獲得を図る支援を実施する。即売会は、市内住民だけでなく近郊地域から例年

10,000 人以上が来場する規模であり、事業者が新商品の価格、パッケージ、販促ツールな

どに対する評価を消費者に対して直接試す場となる。この出展支援により、さらなる商品のブ

ラッシュアップを行い、販路開拓・新規顧客の獲得を図る。 

② 支援対象 

 事業計画策定事業者（創業支援者も含む）のうち、市の農産物（枝豆・いちご等）等を活用

した商品開発に取り組み地域ブランド化を目指す小規模事業者 

③ 成果活用 

(ア) 販路開拓支援（展示即売会（合同フェア）の実施）により、地元購買客への商品ＰＲや近

郊都市圏の新規顧客獲得に繋げる。 

(イ) 新たな商品や特産品等の開発に取り組む場合は、専門家と連携してテストマーケティン

グの結果を踏まえた商品のブラッシュアップ支援を図る。 

(ウ) 支援対象商品は、道の駅や全国連が運営する「むらからまちから館(※)」に出品できるよ

うな地域の魅力あふれる商品開発や地域ブランド化を目指す。 

 

※東京都千代田区有楽町の｢東京交通会館｣１階にある、１日の来館者３,０００人、日本唯一

の地域総合専門館である。菓子、乳製品、調味料、乾物、豆腐、納豆、果物、麺、米、飲料

水、昔ながらのふるさとの技術が活きた品々の約１,３００種類の商品構成であり、日々の生活

から贈答まで広く利用できる。 

 

(2) 商談会等への参加支援 【拡充】 

 

① 実施内容 

 都市圏へのビジネスチャンスを幅広く提供することを目的に、関係機関（県連、福岡県中小

企業振興事務所、市、他市等）が実施する商談会等への誘導を積極的に実施し、小規模事

業者の販路開拓に繋げる。必要に応じて、都市圏における需要動向を踏まえた商品のブラ

ッシュアップ支援や、出展ブース演出支援などを行い、商品の訴求力向上を支援する。 

また、筑後地区中小企業支援協議会（※）が実施する「合同商談会」、久留米市が実施す

る「久留米農商工連携見本市」、県連が支援・実施する「Food EXPO Kyushu」、「農と商工自

慢の逸品展示販売会」、「ニッポン全国物産展」等への出展を促す。 

 

（※）筑後地区中小企業支援協議会とは 

福岡県が、平成２７年４月に県内４地域に設立した、地域における中小企業支援体制の拠
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点（プラットフォーム）である。構成機関は、商工会議所・商工会、福岡県中小企業団体中央

会、（公財）福岡県中小企業振興センターなど中小企業支援団体、市町村、金融機関、信用

保証協会、株式会社日本政策金融公庫、商工中金、専門家団体である。福岡県中小企業

振興事務所を核に関係機関が連携・協力し、地域の力を結集して中小企業支援に取り組ん

でいる。具体的には、創業・経営革新・その他経営基盤の確立に資する情報提供、セミナー

の開催、実行支援をしている。 
          
         出展支援予定商談会等 

時期 名称 内容 
バイヤー 

来場者 

１０月 Food EXPO Kyushu

国内外食品商談会 

九州内、関西、関東ほか日本国

内のみならず、アジアを中心に

海外の優良なバイヤー様を多数

招聘し、福岡にて大型商談が期

待できる食品展示商談会 

バイヤー１８国 
１４７社 

１０月 九州うまいもの大食堂 一般消費者向けに九州の知られ

ざる地域に根差した食品などを

販売するイベント。 

来場者数１５万人 

１０月 地域中小企業支援協

議会「合同物産展」福

岡県よかもんフェア

（RKB ラジオまつり） 

地域中小企業支援協議会が実

施する物産展事業。RKB ラジオ

まつりに集合ブースを設けて出

展 

来場者１０万人 
 

１１月 地域中小企業支援協

議会「合同商談会」 

地域中小企業支援協議会が実

施する商談会 

バイヤー５０人 

１１月 ニッポン全国物産展 全国各地の特色を活かした産品

を一堂に集め、出展事業者との

情報交換や販路開拓を目的とし

た大規模物産展。 

来場者数１５万人 

２月 久留米農商工連携見

本市 
久留米広域連携中枢都市圏（大

川市、小郡市、うきは市、大刀洗

町、大木町）の農業者・商工業者

が加工食品等の展示見本市と個

別商談会を行う。商談について

は、東京・福岡・地元バイヤーを

招聘し、求評も行われる。 

展示見本市 

バイヤー含み１５４

名の来場 

個別商談会 

バイヤー８名 

２月 ふくおか農と商工の自

慢の逸品展示商談会 

福岡県、県連が主催する商談

会。福岡県産農産物等を使用し

た加工食品が対象。 

バイヤー４０人 

 

② 支援対象 

 事業計画策定事業者（創業支援者も含む）のうち、市の農産物（枝豆・いちご等）を活用し

商品開発に取り組む小規模事業者 
 

③ 成果活用 

(ア) 商談会等への参加により、新たな販売先・仕入先や業務提携先といったビジネスパート

ナーを得ることが期待できる。 

(イ) 福岡市や首都圏など大消費地への商品ＰＲや新規取引、顧客獲得に繋がる。 

(ウ) 出展に伴い経験の浅い事業者に対しては、販促ツールの作成支援や演出支援などを

専門家等と連携して行い、商談成約率向上を図る。 
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(エ) 商談会等で成約に至らなかった事業所は、引き続きフォローアップして成約に繋げるた

めバイヤー評価を分析し、専門家や実施主催先等と連携し商品改良や見直しを支援

し、販路開拓に繋げる。 

 

(3) ＩＴを活用した情報発信による販路開拓 【拡充】 

 

① 実施内容 

支援対象者のうち、希望する事業者については、まちの元気再発見推進事業の一環で実施

している店舗紹介ＨＰにインターネットによる販売システムを構築し、小規模事業者の販路開

拓を支援する。また、全国連が運営しているネットショップ「ニッポンセレクト.com」への登録を

推進し、小規模事業者の販路開拓を支援する。 

 

② 支援対象 

 事業計画策定事業者（創業支援者も含む）のうち、市の農産物等（枝豆・いちご等）を活用

し商品開発に取り組む小規模事業者 
 

③ 成果活用 

(ア) インターネットを活用した情報発信をすることで、販売顧客の拡大を図り、新たな売上が

生じる。 

(イ) 福岡市や首都圏など大消費地への商品ＰＲや新規顧客獲得に繋げる。 

(ウ) 各サイトには、出品できる商品の掘り起こし、開発を行うとともに、販路開拓に繋がる商

品にするためのブラッシュアップを専門家と連携し支援する。 

(エ) 出品・登録等の支援のほか、登録前に必要な各種保険の手続き、登録に関する制約に

沿った商品内容であるかの確認等の事前準備、各種告知媒体でのキャッチフレーズ・コ

ピーや商品写真が消費者の目に留まりやすい掲載のテクニックなど効果的な販売方法

の指導を専門家と連携して行う。 

(オ) 事業者自身が売上目標を設定し、その成果に基づき、達成度を図りながら商品づくり等

について提案し、小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

 (目 標) 

実施項目 実施内容等 現状 H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ 

展示即売会 

(合同フェア) 

展示即売会回数 １ １ １ １ １ １ 

出展支援数 ８ １０ １０ １０ １０ １０ 

売上高（単位：万円） １２０ １７０ ２００ ２００ ２００ ２００ 

商談会等 
商談会出展支援数 ４ １０ １０ １０ １０ １０ 

商談成約件数 － ３ ３ ３ ３ ３ 

ＩＴ活用による販

路開拓 

「まちの元気再発見推進事

業」の販売サイト登録支援数 
－ ３ ３ ３ ３ ３ 

「ニッポンセレクト.com」の販

売サイト登録支援数 
－ ３ ３ ３ ３ ３ 

商談成約件数  ２ ２ ２ ２ ２ 

※現状の数字は平成２８年度の実績による。 

※展示即売会の実施については、後述の委員会等の組織により実施する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 
 小郡市、観光協会、ＪＡが連携して商業の活性化について協議検討を行う機関である小郡市商業活性化

協議会のなかに「(仮称)“七夕の里”活性化協議会」を設置し、今後の地域経済活性化について参画する

他団体と密接に連携し、意識の共有を図りながら、方向性を協議検討していく。 
 



- 29 - 
 

(事業内容) 
 
(1) 「(仮称)七夕の里活性化協議会」の開催 【新規】 

 
連携先：小郡市、観光協会、ＪＡ等 

 
目的：「(仮称)七夕の里活性化協議会」を年４回（四半期毎）開催し、商工業を中心とした地域経済の

活性化の方向性について検討する。協議検討した方向性を踏まえ、市内外に向け小郡市が持つ地

域資源等のＰＲや賑わいを創出する事業を開催する。小郡市の観光資源や特産品等の認知度の向

上により、地域経済活性化を図る。 
 
賑わい創出事業例： 
①「(仮称)七夕の里・おごおり観光フェア」 
 小郡市のＰＲ、消費拡大を目的に、「(仮称)七夕の里・おごおり観光フェア」を市の施設である生涯学

習センターにおいて、小郡市、観光協会、ＪＡ等と連携して実施する。 
 「(仮称)七夕の里・おごおり観光フェア」は、物品販売ブース・飲食ブース・観光ブース・相談&体験

ブースの４つに分け実施し、市内外からの来場者の交流により賑わいを演出する。 
②「イルミネーション事業」の開催  

小郡市の玄関口である西鉄小郡駅前広場に LED イルミネーションを設置することで、市内外から

の交流人口を増やし、賑わいを創出することを目的として、平成２７年度から商工会青年部が中心と

なり組織した「小郡市賑わい創出イルミネーション実行委員会」が、イルミネーション事業を実施してい

る。実施から４年目となる平成３０年度から、市・観光協会・小郡市飲食店組合がこの実行委員会に参

画することとなっており、さらなる事業拡充が期待できる。具体的には、食のイベントを絡めたイベント

として展開し、市内の他地域や他団体等への経済波及効果、地域外からの見物・消費客増加による

地域経済活性化を実現する。 
 
(2)観光ルートの開発 【新規】 

県連、観光協会と連携し、小郡市の新たな魅力づくりと地域経済活性化を目的として、事業所と観

光資源を巡る観光ルートの開発を検討し、｢七夕の里｣のＰＲにより、地域経済の活性化を図る。 
① 小郡市の地域資源（観光・特産品含む）巡り＋ウォーキングやドライブによる観光ルートの開発を

検討する。 
② 小郡市の小規模事業者と地域資源を結ぶ観光開発の検討を行い、点から線、線から面への展開

を図る。 
 

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り組み 
 
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 
 

(1) 年２回開催される福岡県、筑後地区の１４商工会、中小企業診断士、金融機関等の地域の支援

団体で構成するネットワーク「筑後地区中小企業支援協議会」において、経営課題のある事業者

をモデル企業とし支援方法を意見交換することにより、他方面からの支援ノウハウの収集と情報

交換を行う。 
(2) 福岡県よろず支援拠点と連携し、「小郡よろず経営相談窓口」を商工会に設置し、毎月１回・第２

月曜日に個別相談会とセミナーを開催して、コーディネーターと支援方法について情報交換す

る。また、職員自身がセミナーに参加することで専門分野の支援力向上を図る。 
(3) 筑後地区商工会の経営指導員が集まる「広域指導員会議」において、年２回、情報交換の時間

を設けて、支援の現状や支援ノウハウ、支援事例等を情報交換し、経営発達支援事業の強化に
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繋げる。 
(4) 福岡県弁護士会、県連と連携して「弁護士会との勉強会」を年２回開催し、最新の法的知識を習

得するとともに、支援の現状や課題の情報交換を通じ、経営支援における法的課題解決の支援

強化を図る。 
(5) 経営発達支援事業の一端を担う、融資・金融斡旋業務の円滑な実施のため、株式会社日本政

策金融公庫と「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」を年２回開催し、融資の現状や金融動向に

ついて情報交換し、知見を得る。 
 

2. 経営指導員等の資質向上に関すること 
 
(事業内容) 
 
(１) 職員個々の資質向上を図るため、県連が主催する研修の参加に加え、中小機構や福岡県が主

催する研修会等に派遣し、支援に必要な知識の習得に努める。受講した研修内容については、毎日

のミーティングにおいて、受講職員個々で取り纏め、支援に必要と思われるポイント（コミュニケーショ

ン力の強化、伝達力の強化）を報告し、職員内での情報共有を図り小規模事業者への支援能力を向

上させる。 
 
(２) 商工会内の情報共有と個々の資質向上を図るため、月１回（月初）の全体ミーティングを実施し、

職員個々の前月の活動・支援内容について報告し情報共有化を図る。また、専門家（中小企業診断

士・税理士・社会保険労務士等）と連携し、年４回以上の勉強会（税務・労務・経営・情報・金融等）を

実施し、職員個々が実務に必要な知識習得と事業者を支援できる能力の向上を図る。 
 
(３) 小規模事業者の経営支援に繋がる能力向上を図るため、職員は、公的な資格取得（中小企業診

断士・社会保険労務士・行政書士・税理士・ファイナンシャルプランナー・ＩＴ関連資格等）を目指し、商

工会は、関係機関等が実施する講座等に積極的に派遣できるよう環境を整備する。 
 
(４) 若手の経営指導員・経営支援員は、巡回や窓口相談の際にベテラン経営指導員に同行・同席

し、小規模事業者を支援することを通じて指導方法や助言内容、情報収集の方法などを学ぶなど、

OJT により指導能力の向上を図り、事業者にあった伴走型の支援力を身に付ける。 
 
(５) 支援ノウハウの構築については、福岡県独自で導入している商工イントラ（※カルテ機能を持った

グループウェア）を活用し日々の支援内容等を詳細に登録するほか、成功事例やクレーム等の事例を

取り纏めデータとして構築する。 
① 成功事例のデータ化記載内容  ：支援先、相談内容、相談時の課題、支援体制、支援内

容、改善策の提案、問題の解決方法、成果と今後の支援方法、担当者の所感等 
② クレーム事例のデータ化記載内容 ：発生状況、発生時の行動内容、クレームの原因、対応

策、今後の対策、反省点等 
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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 
 
 毎年度、本計画に記載する事業の実施状況並びに成果について、年に１回、以下の方法により評価・検

証を行う。 
 

(1) 当会正副会長３名及び外部有識者として中小企業診断士１名、小郡市役所担当課長１名の計５

名で構成する評価委員会において、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を受ける。 
① 中小企業診断士は、経営発達支援事業の進捗状況や事業成果の評価、事業計画の

PDCA サイクルを総合的に評価、検証を行う。 
② その他、必要に応じて専門分野の有識者により事業の評価、検証を行う。 

(2) 当会正副会長を含めた連絡会議を設けて、最終的な事業評価及び計画の変更修正案を作成す

る。 
(3) 事業の成果・評価・見直しの結果・修正案については、理事会へ報告し、承認を受ける。 
(4) 事業の成果・評価・見直し結果を商工会のＨＰにて(http://ogori-shoukoukai.com/)で計画期間

中公表する。 
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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２９年３月３１日現在) 

地域内商工業者数          １,３７４  (内小規模事業者数  １,１０４) 
 
(商工会組織) 
 
1. 事務局 

 
 事務局長  (１人)   事業に対し必要に応じ外部団体との交渉や協力依頼を行う。 
 経営指導員 (３人)   事業を中心的に実施する。 
 経営支援員 (３人)   事業実施にあたり経営指導員とペアを組み実施補助を行う。 
 経営支援員 (臨時２人) 事業実施にあたり各事業のサポート（事務処理支援）に関することを行う。 
 理事会   (２５人)  事業の進捗状況や今後の事業の方向性等を協議承認する。 
 正副会長  (３人)   事務局長とともに外部団体等への交渉や協力依頼を行う。 
 商工振興委員(８人)   担当地区の会員へ事業の周知並びに施策等の普及を行う。 

 
2. 連絡先 
 小郡市商工会     小規模事業者支援室 
 住所         〒８３８－０１４４  福岡県小郡市祇園１丁目６番地の２ 
 電話番号       ０９４２－７２－４１２１ 
 FAX         ０９４２－７２－４１２２ 
 ＨＰアドレス      http://ogori-shoukoukai.com/ 
 E-Mail        ogoori@shokokai.ne.jp 
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（別表３） 
 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
                                  （単位 千円） 

 平成３０年度 
(４月以降) ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 ４,２００ ３,８００ ３,８００ ３,８００ ３,８００ 

 

地域経済動向調査 
 （調査費用、ツール化費用、調査 
  事項検討費用【専門家費用】等） 
小規模事業者経営分析 
 （ヒアリングシート作成費、データベ 

ース構築費用、経営分析支援費 
【専門家費用】等） 

事業計画策定支援 
 （個別支援費用【専門家費用】等） 
創業支援 

【三井管内合同負担】（１/３負担） 
 （セミナー費用、ＰＲ費用、教材費 
  個別支援費用【専門家費用】等） 
後継者育成（事業承継） 
 （個別支援費用【専門家費用】等） 
需要動向調査 
 （調査費用、ツール化費用、システ 

ム活用費用、調査事項検討費用、 
【専門家費用】等） 

 
販路の開拓に関する費用 
・展示・即売会（合同フェア） 
 （会場費、設営費、ＰＲ費、商談会 
費用等） 

・商談会等（ビジネスマッチング） 
 （ＰＲ費用、個別支援費用、【専門家費

用】等） 
・ＩＴ活用 

（サイト構築費用、商品開発・ブラッシ

ュアップ費用、支援費用【専門家費

用】等） 

５００ 
 
 

５００ 
 
 
 

５００ 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 

８００ 
 
 

  
 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 
 

３００ 
 
 
 

５００ 
 
 

３００ 
 
 
 

３００ 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 

８００ 
 
 
 
 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 
 

３００ 
 
 

 

５００ 
 
 

３００ 
 
 
 

３００ 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 

８００ 
 
 
 
 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 
 

３００ 
 
 
 

５００ 
 
 

３００ 
 
 
 

３００ 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 

８００ 
 
 
 
 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 
 

３００ 
 
 
 

５００ 
 
 

３００ 
 
 
 

３００ 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 

８００ 
 
 
 
 
 

５００ 
 
 
 

３００ 
 
 

３００ 
 
 
 

       
調達方法 

会費（参加者負担金等）、国の補助金（伴走型小規模事業者支援推進事業補助金等）、県の補助金(経営改善普

及事業費、特定事業費)、市の補助金、手数料等収入、委託事業費 
（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
 

I. 経営発達支援事業の内容 
 

1. 地域の経済動向調査に関すること 
 
(1) 経済動向調査 
県連を通じ、専門家に依頼し業種別（小売卸売業・建設業・製造業・飲食業・サービス業）に対

する地域の業況・売上高・販売先・仕入先・従業員数・設備導入状況・資金繰り・後継者の状

況・問題点等について調査並びに分析等を依頼する。 
 

(2) 空き店舗調査 
市内会員企業５社（不動産会社）㈲大原興産、山下不動産㈱、三栄ホーム㈱、㈱駅前不動産

西鉄小郡店、駅前イーグルハウス㈱小郡店と連携し、西鉄電車の市内４駅（小郡駅、大保駅、

三沢駅、三国が丘駅）周辺の空き店舗状況や家賃状況等の情報提供を受け、データべース化

する。 
 

2. 小規模事業者への経営分析 
 
(1) 中小企業診断士等専門家と連携し、小規模事業者に対する経営分析を実施する。 
(2) 株式会社日本政策金融公庫の財務分析シミュレーションを活用し、小規模事業者の財務分

析を実施する。また、分析結果については、株式会社日本政策金融公庫久留米支店の担

当職員と連携を図り、小規模事業者に対し改善案を提案する。 
(3) 分析結果をもとに、専門家や関係機関（県連、中小機構、株式会社日本政策金融公庫等）

と連携を図り支援する。 
 

3. 事業計画策定支援に関すること 
 

(1) 事業策定支援に関するセミナー等を企画・実施する際は、三井管内商工会と連携を図り、

情報を共有化し実施する。また、創業等の意欲を有する学生については、専門学校等と

連携し教育の一環として受講支援を依頼する。 
(2) 事業計画策定の実務の際は、県連・金融機関、専門家（中小企業診断士、税理士、社労

士等）と連携を図り、計画の提案、策定を支援する。 
 

4. 事業計画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や変更・修正等が必要になった場合は、県連、福岡県よろず支

援拠点、中小機構、専門家（中小企業診断士、税理士、社労士等）等と連携を図り、支援する。 
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5. 需要動向調査に関すること 

 
(1) 需要動向調査については、一般消費者・支援事業者の顧客・消費者モニター調査を実施

し、それぞれの調査結果を中小企業診断士と連携を図り、集約・分析する。 
 

(2) (1)の調査結果に不足する情報を補うため、調査会社の商圏分析サービスシステムを活用し

た調査を実施し、県連・中小企業診断士と連携を図り、分析・集約した結果を小規模事業者

に対し情報提供をする。 
 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 
(1) 小郡市、観光協会、ＪＡ、小郡市飲食店組合、小郡三井菓子組合と連携し、企画・運営・周知

等の連携も含めて展示即売会を実施する。 
(2) 県連・県・市・他市町と連携を図り、県連・県・市・他市が実施する商談会等に小規模事業者

を誘導し、ビジネスチャンスを提供する。 
(3) ＩＴを活用した小規模事業者のネットショップ登録の推進を実施し、販路開拓・情報発信を支

援する。 
 

II. 地域経済の活性化に資する取り組み 
 
(1) 小郡市、観光協会、ＪＡ等で組織した「（仮称）七夕の里活性化協議会」を地域経済の活性化

の方向性について協議する。イベントとしては、「（仮称）七夕の里・おごおり観光フェア」

を同時開催し、小規模事業者のＰＲと消費拡大を図る。また、小郡市、観光協会、小郡市飲

食店組合と連携し、食を絡めたイベントを企画、実施して地域経済の活性化を図る。 
 
(2) 県連、観光協会と連携し、事業所と観光・地域資源を巡る観光ルートの開発を検討し、「七夕

の里」のＰＲを行うとともに小規模事業者の販路拡大に繋げる。 
 

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取り組み 
 

(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 

福岡県よろず支援拠点、筑後地区中小企業支援協議会、福岡県弁護士会、筑後地区商工

会広域指導員会議、株式会社日本政策金融公庫と連携し、小規模事業者支援に係る事例

や現状、各種専門分野の知見を学び、情報交換を行うことで経営支援力の向上を図る。 

 

(2) 経営指導員等の資質向上に関すること 

①経営指導員の資質向上のために、県連・中小機構・福岡県等が開催する研修会等に積極的に

参加・派遣並びに専門家と連携を図り専門知識の習得のための勉強会を実施し、支援に必要な知

識習得、スキルの向上を図る。 

②若手職員には、OJT により支援能力の向上を図る。 
③県連・専門家と連携し、支援ノウハウの構築を実施する。 
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(3) 事業の評価及び見直しするための仕組みに関すること 
毎年度、外部有識者を含め構成した評価委員会において事業を検証し、正副会長を含めた連

絡会議において修正案を検討する。検討後、修正案を商工会理事会において協議し、方針を

決定する。 

連携者及びその役割 
①小郡市 
 
役  割：経営発達支援事業推進に関して連携を図り、商工農・福祉に関する情報の共有化、事業

に対するＰＲ・支援 
 
代表者名      ：  小郡市長 加地 良光 
所在地       ：  〒８３８-０１４１ 小郡市小郡２５５-１ 
電話番号      ：  ０９４２-７２-２１１１ 
商工会関係担当課  ：  商工・企業立地課 
農業関係担当課   ：  農業振興課 
福祉関係担当部   ：  保健・福祉部 
 
②金融機関 
 
Ⅰ．小郡金融協会 
（市内６行の協会：福岡銀行、西日本シティ銀行（支店２行）、筑邦銀行、佐賀銀行、とびうめ信用組

合、福岡県南部信用組合） 
 
役  割：創業支援・企業維持発展支援・金融支援・事業計画策定支援 
 
●福岡銀行      小郡支店 
代表者の職・氏名 ： 支店長 水城 優 
所在地     ： 〒８３８-０１４４ 小郡市祇園１-１４-１ 
電話番号    ： ０９４２-７２-３１２１ 
 

●西日本シティ銀行  小郡支店 
代表者の職・氏名 ： 支店長 郡田 誠 
所在地     ： 〒８３８-０１４２ 小郡市小板井３１０-１ 
電話番号    ： ０９４２-７２-２００８ 

   〃      三沢支店 
代表者の職・氏名 ： 支店長 山口 裕史 
所在地     ： 〒８３８-０１０６ 小郡市三沢３９８４-１ 
電話番号    ： ０９４２-７５-１０００ 

 
●筑邦銀行      小郡支店 
 代表者の職・氏名 ： 支店長 今村 嘉登 
 所在地     ： 〒８３８-０１４１ 小郡市小郡３９４-１４ 
 電話番号    ： ０９４２-７３-３２１１ 
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●佐賀銀行      津古支店 
代表者の職・氏名 ： 支店長 澁谷 孝幸 
所在地     ： 〒８３８-０１０８ 小郡市美鈴の杜１-１-７  
電話番号    ： ０９４２-７５-７５５１ 
 

●とびうめ信用組合  小郡支店 
 代表者の職・氏名 ： 支店長 髙尾 重利 
 所在地     ： 〒８３８-０１４４ 小郡市祇園２-８-１０ 
 電話番号    ： ０９４２-７２-２０２１ 
 
●福岡県南部信用組合 小郡支店 
代表者の職・氏名 ：支店長  高巣 眞哉 
所在地     ： 〒８３８-０１４１ 小郡市小郡２８３-１２ 
電話番号    ： ０９４２-７２-７２６８ 

 
Ⅱ．株式会社日本政策金融公庫 久留米支店 
 
役  割：創業・金融、第２マル経、創業後のフォローアップ支援等、連携強化を図り、小規模事業

者の持続発展に繋げる。 
 
代表者の職・氏名 ：支店長兼国民生活事業統轄 澤田 和男 
所在地     ： 〒８３０-００３２ 久留米市東町３８-１大同生命久留米ビル８階 
電話番号    ： ０９４２-３４-１２１２ 
 
③小郡市観光協会 
  
役  割：観光支援の調査支援、特産品開発等の支援、展示会・即売会への支援。 
 
代表者の職・氏名 ： 会長 森山 彰髙 
所在地     ： 〒８３８-０１４３ 小郡市大板井２７９番地１ 
電話番号    ： ０９４２-７２-４００８ 
 
④小郡市社会福祉協議会 
 
役  割：高齢者への支援・情報提供、事業への支援 
 
代表者の職・氏名 ：会長 吉塚 邦之 
所在地     ： 〒８３８-０１２６ 小郡市二森１１６７-１ 
電話番号    ： ０９４２-７３-１１２０ 

 
⑤みい農業協同組合本所 
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役  割：地域資源の掘り起こし、情報提供・特産品開発等に係るビジネスマッチング等事業実施支

援 
 
代表者の職・氏名 ：代表理事組合長 吉塚 数實 
所在地     ： 〒８３８-０１４２ 小郡市大板井２６７-１  
電話番号    ： ０９４２-７２-２１４１ 
 
⑥福岡県久留米中小企業振興事務所 
 
役  割：県制定の商工業振興策等の情報提供並びに商談会等によるビジネスマッチングに係る販

路開拓に係る支援 
 
代表者の職・氏名 ： 所長 上野 孝徳 
所在地     ： 〒８３０-００２２ 久留米市城南町１５-５ 久留米商工会館３階  
電話番号    ： ０９４２-３３-７２２８ 
 
⑦久留米市 
 
役  割：広域圏で実施する商工業振興策等の情報提供並びに商談会等によるビジネスマッチング

に係る販路開拓支援 
 
代表者の職・氏名 ： 市長 楢原 利則 
所在地     ： 〒８３０-００２２ 久留米市城南町１５-３  
電話番号    ： ０９４２-３０-９１３３ 
商工会関係担当課 ：  商工政策課 
農業関係担当課  ：  農政課 
 
⑧中小機構 九州 
 
役  割：認定支援機関としての商工会へのサポート、研修受講、専門家派遣、支援現場で役立つ

ツールの提供等 
 
代表者の職・氏名 ： 九州本部長 齊藤 三 
所在地     ： 〒８１２-００３８ 福岡市博多区祗園町４番２号サムティ博多祇園 BLDG  
電話番号    ： ０９２-２６３-１５００ 
 
⑨福岡県よろず支援拠点 
 
役  割：支援機関では十分に解決できない経営相談、複数の経営課題 をワンストップ、チームに

よる解決 
 
代表者の職・氏名 ：チーフコーディネーター 佐野 賢一郎 
所在地     ： 〒８１２-００４６ 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６階 



- 39 - 
 

電話番号    ： ０９２-２６３-１５００ 
 
⑩福岡県商工会連合会 
 
役  割：経営発達支援事業の実行における専門家派遣、事業フォローアップ等による小規模事業

者に対する支援、経営情報・展示会・商談会等の情報提供、職員研修の開催及び情報

交換 
 
代表者の職・氏名 ： 会長 城戸 津紀雄 
所在地     ： 〒８１２-００４６ 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 
電話番号    ： ０９２-６２２-７７０８ 
 
⑪久留米東部商工会善導寺・北野事務所 
 
役  割：事業計画策定（創業計画策定も含む）セミナー等及び三井管内事業の企画・運営を連携

して実施することで、個社支援に対する情報の共有化を図る。併せて、職員間の資質向

上に関する情報交換を実施する。 
 
代表者の職・氏名 ： 会長 谷口 邦博 
所在地     ： （善導寺事務所） 〒８３９-０８２４ 久留米市善導寺飯田４２４－１ 
             （北野事務所）  〒８３０-１１１３ 久留米市北野町中３２９４－１ 
電話番号    ： （善導寺事務所） ０９４２-４７‐１２３１ 
             （北野事務所）  ０９４２-７８‐３３１１ 
 
⑫大刀洗町商工会 
 
役  割：事業計画策定（創業計画策定も含む）セミナー等及び三井管内事業の企画・運営を連携

して実施することで、個社支援に対する情報の共有化を図る。併せて、職員間の資質向

上に関する情報交換を実施する。 
 
代表者の職・氏名 ： 会長 鶴野 宏之 
所在地     ： 〒８３０-１２０１ 三井郡大刀洗町大字冨田８１９ 
電話番号    ： ０９４２-７７-２１８２ 
 
⑬不動産関連会員企業５社 
 
役  割：空き店舗の情報提供とデータベース化の支援 
 
●㈲大原興産 
代表者の職・氏名 ： 代表者 木村 淳 
所在地     ： 〒８３８-０１４１ 小郡市小郡５５３-７ 
電話番号    ： ０９４２-７２-９０１５ 
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●山下不動産㈱ 
代表者の職・氏名 ： 代表者 山下 英雄 
所在地     ： 〒８３８-０１０６ 小郡市三沢３９５１-８ 
電話番号    ： ０９４２-７５-２５７２ 
 
●㈱駅前不動産   西鉄小郡店 
代表者の職・氏名 ： 代表者 八谷 徳之 
所在地     ： 〒８３８-０１４４ 小郡市祇園１-１４-４ 
電話番号    ： ０９４２-７２-７５５７ 
 
●駅前イーグルハウス㈱ 
代表者の職・氏名 ： 代表者 瓜生 茂宏 
所在地     ： 〒８３８-０１４４ 小郡市祇園１-８-１０ 
電話番号    ： ０９４２-２７-７９１６ 
 
●三栄ホーム㈱ 
代表者の職・氏名 ： 代表者 福田 周平 
所在地     ： 〒８３８-０１４１ 小郡市小郡６０１-１８ 
電話番号    ： ０９４２-７２-０７６５ 
 
⑭小郡市飲食店組合 
 
役  割：地域資源の掘り起こし、情報提供・特産品開発等の実施支援のほか、販路開拓事業や地

域振興事業等の委員として、企画・運営等に携わる。 
 
代表者の職・氏名 ：組合長 大曲 正晃 
所在地     ： 〒８３８-０１４４ 小郡市祇園１-１０-１０ 
電話番号    ： ０９４２-７３-２９１０ 
 
⑮小郡三井菓子組合 
 
役  割：地域資源の掘り起こし、情報提供・特産品開発等の実施支援のほか、販路開拓事業や地

域振興事業等の委員として、企画・運営等に携わる。 
 
代表者の職・氏名 ：組合長 矢ヶ部 一則 
所在地     ： 〒８３８-０１４２ 小郡市大板井１３９９-１ 
電話番号    ： ０９４２-７２-３２７６ 
 
⑯その他 
 
事業に実施に伴い必要な場合は、福祉関係施設・機関、教育機関や専門学校、NPO 等と連携を

図り、情報提供収集や事業推進（雇用への協力、創業支援等）に努める。 
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連携体制図等 
※実線は支援関係、破線は連携関係 
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【販路開拓・展示即売会】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【商談会・ビジネスマッチング】 
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