
経営発達支援計画の概要 

実施者名 嘉麻市商工会 （法人番号 9290005008596） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

１．小規模事業者の売上および収益の確保、経営力強化を伴走型で支援致します。 

① 地域小規模事業者の経営分析と市場調査等による事業計画策定支援および策定後の実施支援

を行います。 

② 地域小規模事業者の既存商品・製品の需要動向調査、需要開拓支援を実施し、販路の拡大に

よる売上高および収益の増加を図ります。 

③ 地域小規模事業者に経営資源別・事業のライフステージに応じた最適な支援メニューを提案

し、経営力の強化を図ります。 

④ 地域農産資源の発掘を実施し、新たな特産品開発に取り組む小規模事業者の支援を実施致し

ます。 

⑤ 地域内の関係機関との連携による地域経済活性化協議を実施し、地域活力、地域内の購買力

向上を図ります。 

２．減少傾向にある管内商工業者数の拡大を目指します。 

① 事業承継支援により廃業を減少させ、地域商工業活力維持に取り組みます。 

② 創業支援に取り組み、地域内商工業者数増加を図ります。 

事業内容 

１．地域の経済動向の調査を実施し、小規模事業者へ提供および経営計画策定の基礎的データと

して活用致します。 

２．地域の小規模事業者の経営分析を実施し、経済動向分析調査のデータと合わせ事業計画策定

時の方向性検討資料として活用します。 

３．調査・分析から抽出された事業所の経営資源・経営状況やライフステージ（創業および事業

承継の直前・直後時期、成長期、近い将来に廃業を見据えている事業所など）に応じた事業

計画策定支援を実施致します。 

４．事業計画策定後の定期的なフォーローアップを実施します。 

５．マーケットインの発想に基づく事業計画策定、実施支援にあたり、指標となるような地域内・

地域外の需要動向調査、公的機関や調査会社の調査データの分析および提供を実施します。

６．需要動向にマッチングしたセグメントへの販路開拓支援、新規コンテンツとなりうる特産品

開発支援事業・観光資源発掘事業などを実施し、新たな需要の開拓に取り組みます 

７．地域の多様な機関と連携し、情報・支援ノウハウの共有を行います。 

連絡先 

嘉麻市商工会 

住  所 福岡県嘉麻市鴨生３９２番地１ 

電話番号 0948-42-1400  メール kama@shokokai.ne.jp 

Ｈ  Ｐ http://kamashi-shokokai.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 

Ⅰ．嘉麻市の現状 
1.嘉麻市の立地 

嘉麻市は福岡県のほぼ中央部に位置し、自動車による移

動時間は都市圏である福岡市内（博多・天神）まで約 50

分、北九州市（小倉）まで約 60 分、久留米市まで約 45

分の立地となっております。 

ＪＲの幹線（筑豊本線）駅がなく、移動手段はもっぱら

自動車となりますが、国道 211 号線と国道 322 号線が交差

しており、利便性は高い立地となっております。 

しかし、2本の国道は片側１車線の道路で、郊外型の大

規模店舗が林立しているような状況ではありません。 

また、冬季は久留米側に通じる国道 322 号線八丁峠（通

常期も幅員が狭く、一部片側交互通行）が頻繁に積雪・凍

結し、不通状態になる問題を抱えております。 

この状況を打開すべく、平成 29 年には八丁トンネルが

開通見込みであり、久留米近隣から嘉麻市経由で、北九州

市方面への移動時間が大幅短縮され、物流経路は大きく変わるものと予見されています。 

（現状は久留米近隣から、飯塚市の冷水有料道路を経由、北九州方面に移動するルートが主流です。）

 

2.人口の動き 
当市は平成 18 年 3 月、稲築町・碓井町・嘉穂町（嘉麻市商工会地区）、山田市（嘉麻商工会議所地

区）が合併して誕生しました。 

それぞれの地域ともに終戦後は復興を模索して混迷する日本経済の中、産炭地域として、多くの人

口を抱えておりましたが、炭鉱閉山後は雇用の受け皿となる事業所が激減、それと同時に人口は減少

の一途を辿りました。 

平成 13 年には 5万人を割り込み（合併前の旧市町の人口合計値）、現在は 39,878 人（平成 28 年 9

月末日）、高齢化率は 35.3％、70 歳以上の人口比率も 25％を突破致しました。転出・死亡の数値も

転入・出生の数値を大きく上回り、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によれば、平成

32 年には人口が 37,000 人を割り込み、高齢化率は 38.8％まで上昇すると予見されております。 

世帯数に関しては、平成 17 年までは増加基調にありましたが、平成 18 年以降は微減傾向にありま

す。世帯の構成内容としては、単身世帯が 28.9%、二人以上の世帯が残り 71.1%、また高齢単身世帯

(65 歳以上の単身世帯）と高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上で妻 60 歳以上の夫婦一組の世帯）を合わせた

割合は 28.2%となっており、高齢者のみの一般世帯の割合は全国平均(19.4%)に比べ 8.8%ポイントも

高くなっております。 
 

＜人口の推移：住民基本台帳より＞ 
※平成 28 年は 9月末日数値 

※平成18年以前は旧市町の合

計数値 

 

 

＜高齢化率の推移：国勢調査（年齢別人口より抽出）＞ 
※平成 27 年、平成 28 年数値

は市民課回答数値 

 昭和60年 平成 7年 平成18年 平成27年 平成28年

市内人口 56,256 52,535 46,587 40,696 39,878

世帯数 18,278 18,815 19,333 19,084 18,955

 平成 7年 平成17年 平成22年 平成27年 平成28年

高齢化率 22.6 28.0 30.3 34.4 35.3
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＜人口の推移および、転入・転出、出生・死亡チャート：住民基本台帳より＞ 

 
 

 流入・流出人口につきましては、流入人口が 4,943 人（就業 4,546 人、通学 397 人）、流出人口が

9,353 人（就業 8,349 人、通学 1,004 人）となっており、内訳は下図のとおりとなっております。 

就業者の流出に関しては、雇用の受け皿となる事業所の不足から、流出が流入を上回っている状況

にあり、その半数強（5,249 人）が隣接する飯塚市へ流出している状態となっております。 

昨年の商品券発行事業の際に消費者向けのアンケートを実施したところ、生鮮品・日用品の購入に

おいても「商品券がなければ市外のお店で購入する」と答えた市民が 40％を超えていたことも、こ

の流出人口の多さが一因となっていると考察されます。 

なお、同アンケート調査の中で、買い物したい店がない・市内の店舗の品揃えが悪いといった回答

も多数あり、消費者の支持を得ている事業所、魅力ある個店の少なさが目立つ状況になっております。

 

＜就業者・通学者の流出・流入状況グラフ：平成 22 年国勢調査より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年に日本創成会議・人口減少問題検討分科会が発表した「消滅可能性 896 自治体」推計の中

に嘉麻市も名を連ねており、「2010 年からの 30 年間での 20～39 歳の予想女性人口減少率」は福岡県

内でワースト 3に入りました。（減少率 61.1％） 
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 自治体は定住促進に新築住宅の購入支援等の施策を打ち出しており、自治体消滅回避に注力してお

りますが、前述の将来推計人口と併せて考えますと、状況は厳しいものと予見され、官民一体となっ

た定住促進策が必要であると思われます。 

 

3.地域産業の現状と課題 
 商工業に関しては、前述のとおり、かつては産炭地区として炭鉱が地域の商工業を牽引し栄えまし

た。炭鉱閉山後は石炭六法により鉱害復旧事業などで建設業が地域経済を牽引（雇用および経済面に

おいて）してきましたが、同法の失効と前述の市町村合併により、公共工事の減少を主原因として建

設業者が激減し、それに伴い地域経済は沈滞したままの状態となり、それに代わる基幹産業がないま

ま推移しております。 

 平成 24 年経済センサスおよび嘉麻市統計調査、嘉麻市商工会独自データ調査から推計すると市内

商工業者数 1,523 件、嘉麻市商工会管内（以下、管内）商工業者数 1,011 件、うち市内小規模事業者

数 1,311 件、管内小規模事業者数 871 件となっており、合併前の平成 8年の同種データから算出した

推計値と比較しますと商工業者数・小規模事業者数ともに約 23％程度減少しております。 

 

＜管内商工業事業所数比較：経済センサス・嘉麻市統計調査、嘉麻市商工会独自データ調査より＞ 
※人口減少による購買力の低下

と地域経済を牽引してきた建設

業の衰退が小売・飲食業の減少を

誘発した。 

 

※サービス業は介護事業所の増

加が増加率を押し上げている 

 

 

 

上記の数値が示すとおり、地域経済の沈滞、人口の減少および高齢化により、製造業、卸・小売・

飲食業、運輸・通信業などほとんどの業種で事業所数は減少基調にありますが、サービス業のみ増加

傾向にあります。 

 この要因としては、高齢化に伴う介護事業所の増加によるもので、商工会会員事業所のデータから

推計すると、介護事業所を除いたサービス業の業者数は減少していると推測されます。 

 特に事業主が高齢である比率の高い小規模事業者の減少は著しく、総じて新陳代謝が停滞している

ため、このままでは減少傾向に歯止めをかけることは難しいと思われます。 

 また、小規模事業者の多くは昔ながらの勘所に頼った経営をされているところが多く、外部環境の

激変に対応しきれていない事業所が多数存在します。また、新たな取組をしたいと考えてはいるもの

の、経営資源に乏しく経営革新に二の足を踏んでいる事業所もあり、このままでは多くの事業所が衰

退していく事が予見されます。 

一方、マイナスに見られがちな高齢化等において、増加する介護事業所以外にも、旧来のビジネス

モデルでは対応できない新たなニーズを見いだすことが可能と思われます。 

また、人口減少に伴い、既存の顧客は減っていますが、大型店や市外に流出しがちな子ども一人あ

たりの消費金額が大きい少子化世帯や時間に追われる共働き世帯向けの市場も緻密な経営分析、経営

計画次第で十分ターゲットとなりうると考えます。 

そのためにはそれぞれの事業所が自社に適応した経営計画作成、変更を行い、地域密着の事業所な

らではの顧客ニーズを踏まえた『顔の見える細かな対応、機動力、柔軟性』が必須となると考えます。

 

〔建設業〕 

嘉麻市の建設業は、国の旧産炭地政策の一環の鉱害復旧事業（単純土木事業、道路整備事業等）が

平成 8年に全て廃止され、それに伴い事業所数、売上額とも大幅に減少しています。 

 平成 8年 平成24年 増減 増減率 

建設業 177 118 -59 -33.3％

製造業 99 81 -18 -18.2％

卸・小売・飲食業 596 365 -231 -38.8％

サービス業 360 368 8 2.2％

運輸・通信業 29 27 -2 -6.9％

その他 55 52 -3 -5.5％

総計 1,316 1,011 -305 -23.2％
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規模的には、従業員 20 人未満の小規模事業所が殆どで、また売上げは公共工事や大手ハウジング

メーカーの下請け等に大いに依存しています。 

 公共工事に必要であった“一律の標準化”が求められる仕事から脱却し、地域で長年営業している

信頼および地域にいるからこそわかる空き家情報、権利関係情報収集など大手企業にない格段の優位

性がある空き家対策事業、介護施設建築、高齢者世帯のリフォーム、需要のある遠隔地での土木事業

参入などが求められます。 

 また、このような事業への取組はＩターン等流入人口増加による人口減少対策にも貢献すると思わ

れます。 

 

〔製造業〕 

嘉麻市の製造業は大企業・中堅企業の海外進出、工場合理化等により年々減少しています。 

内訳としては、プラスチック製品製造、金属製品製造、食料品製造が主になります。 

構造的には食料品製造業、個性的なガラス工芸、木工芸、陶芸等の小規模製造業を除いて、嘉麻市

誘致企業（従業員 100 名前後の中堅企業）が 42 事業所存在し、それ以外のほとんどは誘致企業の下

請け、孫請けとなっています。また、その多くは従業員のいない家族経営の零細事業所です。 

元請け先の要求事項、市場条件の変化、技術革新の進展に対応するため、既存事業に新たな価値を

付加する経営者・従業員の強い意欲、知識、向上心が必要となります。 

加えて、商工会や連携支援機関の個別支援、各種補助金支援が求められます。 

前述の小規模製造業については、既存特産品・工芸品の販路拡大に加え、地域資源を活用した新た

な特産品開発への取り組みによる、需要を見据えた競争力のある商品の開発が必要と思われます。 

 

〔商業・サービス業〕 

嘉麻市の商業は人口減少による購買力低下に加え、スーパー、ドラッグストア、コンビニなどの進

出による競争激化を受け、ここ 20 年で約 4割の事業所が廃業と危機的状況下にあります。 

また、地域の中には商業空白地による買い物弱者問題も取り上げられています。さらには、フルサ

ービス型のガソリンスタンドの廃業数が顕著であり、10 年前と比較するとほぼ半減の様相を呈して

おります。この傾向が続けば買い物弱者問題と同様にガソリンスタンド難民が生じる可能性もあると

注視している状況です。 

サービス業においても介護事業所関連以外は同様に減少傾向が続いています。 

さらに既存の商業・サービス業とも、売上げ低下、所得減少、従事者の高齢化などの厳しい環境下

にあります。 

既存顧客はもちろん、高齢者を初めとした地域住民ニーズに細かく対応する“大手・大型店とは同

じ土俵に立たない経営理念・計画”が必要です。 

中堅・大企業が提供しにくいきめ細かなサービスの提供、地域に密着した小規模事業者ならではの

機動性を活かした事業活動が必要と思われます。 

 

〈例示〉 

①買い物弱者を含む配達サービス、移動販売、送迎付き買い物サービス 

②スーパー等にはない対面販売の利点活用、サービス（魚のさばき方を目の前で行いながら販売し

たり、季節の料理レシピを付加するなど単に売買で終わらないコミュニケーションサービス） 

③個店が記憶にインプットされる買い物体験（手作り惣菜、昔ながらではあるが、おまけやくじ等）

④飲食業でのオリジナル調味料や自社メニューのレトルト化等 

⑤訪問理美容、マッサージ 

⑥子育て、産後ケア・家事支援サービス 

⑦アンチエイジング関連および 3世代消費を狙った販売方法 

⑧在宅生活サポート 

⑨認知症予防等のためのパソコン、絵画、書道教室 

⑩定期的な見守りも兼ねたアフターサービス 
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〔運輸・通信業〕 

 運輸・通信業に関しましては、大手資本の支店・現地法人などは、事業所数に大きな変動はありま

せんし、地元運送業者も減少基調にあるものの、目立った変動はない状況です。 

 しかしながら、最近は低下傾向にはあるものの、それでも 10 年程前に比べ約 1.3 倍に膨らんだ燃

料費の影響およびドライバー不足を受け、経営状況が厳しい事業所が大半です。 

今後はより一層サービスの質を上げて、『ここなら安心して仕事を任せられる』といった荷主、発

注先等からの信頼が必要となります。 

 通信業においては、クラウドやスマートフォンの普及などにより、事業所数はほぼ横ばいの状況で

す。 

 ただし、飽和状態ともいえる状況下、独自のサービス、将来成長の源泉確保が求められます。 

 

〔農業〕 

嘉麻市の農業は遠賀川源流部に位置する肥沃な田園地帯の恵みを活かし、米作を中心に施設野菜、

畜産、果樹、キクなどの施設園芸が行われています。なかでも、嘉穂地区は九州では非常に珍しいリ

ンゴの産地として注目を浴びています。観光農園「九州りんご村」として県内外にＰＲし、嘉麻市の

特産品として認知されつつあります。また、明治 20 年頃から栽培されている梨は新水、幸水といっ

た 9種類を栽培しており、りんご・梨ともに市場へは出荷せず、フルーツ狩りの行楽客、市内直販所

での販売の手法を取っております。 

 しかしながら、従事者減少、高齢化、農政改革などにより、生産額や従事者数減少が続き、農作物

全体の収穫量は平成 12 年の 9,622ｔから平成 22 年には 5,287ｔまで減少しました。 

また、現在の嘉麻市は農商工連携、6次産業化、特産品の開発が活発とは言える状況ではありませ

ん。 

今後は現状打破、付加価値向上のため、食料品製造業を中心とした連携、協力の推進が必要です。

  

4.商工会の現状と課題 
嘉麻市商工会は平成 21 年 4 月 1 日に稲築町商工会、碓井町商工会、嘉穂町商工会が合併して誕生

した商工会です。市内には山田地区に嘉麻商工会議所が存在し、会議所併存地区の商工会としてスタ

ートしました。 

合併時の会員数は 669 件でしたが、前述の状況下において会員数は減少の一途を辿り、平成 27 年

度末の会員数は 623 件、合併から 6年で約 50 件減少しております。 

会員減の主要因は高齢化や業績不振に伴う廃業であり、脱退理由の 80％強を占めております。 

 職員の構成は事務局長 1名、経営指導員 4名、経営支援員 7名であり、合併当初と比較すると経営

指導員が 1名減、経営支援員が 2名減となっております。 

経営指導員による 5ヶ年平均巡回指導件数約 1,250 件/年、窓口件数約 450 件/年、経営革新認定累

計 19 件（平成 21 年合併時～平成 28 年 9 月現在）、小規模事業者持続化補助金累計認定 16 件（平成

25 年～平成 28 年 9 月現在）、経営支援員による記帳継続指導件数は年間平均約 2,700 件と小規模事

業者に効果的な支援を実施してきました。 

 しかしながら、職員数減少、合併前の旧 3町の事業の継続、支援員含め職員の意識、取り組みの違

いなどにより幅広く、深く実施しているとは言い難い状況があります。 

今後は伴走型支援を徹底するために、全ての事業の棚卸しを行い、業務改革・見直しを推進してい

きます。 

 

5.中長期的な振興のあり方 
 嘉麻市は産業各分野の振興と産業の基盤となる道路等の整備を通して、個性と活力のあるまちづく

りを目指しています。農林業については、生産基盤の整備とともに、特産品の開発及び販売体制の充

実が挙げられています。産業については積極的な企業誘致を推進するとともに、物流・商業施設など

新たな産業集積、人材育成・研究開発に取り組んでいきます。商業については、買い物弱者対策を筆
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頭に新たな消費ニーズにあった販売方法等の検討、後継者育成などの支援が挙げられています。観光

については、広域観光ルートの設定や他産業との連携強化の取り組みが重点事項になっています。 

（平成 24 年：第 1次嘉麻市総合計画後期基本計画より抜粋）

 嘉麻市商工会といたしましては、前述の業種毎の地域産業の現状と課題をしっかり踏まえ、管内商

工業者の抱える課題の克服のため、中長期的には効果的な事業計画策定・見直し、地域および広域需

要を見据えた売上拡大など有効な発達支援に取り組みます。 

 また、今後 10 年間で大きな変革が予見される交通網整備、中心市街地構想等の外部環境変化をい

ち早く察知、把握し、外部環境の変化に柔軟に対応できる小規模事業者の育成、個社の創意工夫によ

る地域資源を活用した新たな特産品の開発・定着・需要拡大の支援、加えて PDCA サイクルを恒久的

に回していくことで、小規模事業者の経営基盤・経営力強化を図り、管内商工業の経営の健全な発達

と創業・事業承継支援を積極的に実施し、地域経済を下支えする小規模事業者数の拡大を目指します。

 

Ⅱ.発達支援計画の目標 
 前段に記述のとおり、当市の現状を鑑みますと、人口減少と加速する高齢化の状況下において、定

住促進を増加させることと、雇用の受け皿である産業の育成に取り組むことこそ、地域内の購買力を

確保し、小規模事業者の全体的な発達にとって最も有効であると捉える事ができます。 

嘉麻市を中心に福岡県商工会連合会（以下県連）、他の支援機関、各種専門家と連携し、地域経済

活性化の促進、人口増加を視野に入れつつ、地域に根を張り、前向きに事業に取り組んでいる小規模

事業者の売上および収益の確保、経営力強化を伴走型で支援するとともに、創業・事業承継支援も積

極的に取り組み、疲弊し減少傾向にある管内商工業者数の拡大を目標として、以下の方針を掲げ、全

力で取り組みます。 

 

＜目標＞ 小規模事業者の売上および収益の確保、経営力強化を伴走型で支援致します。 

 

＜方針＞ ① 地域小規模事業者の経営分析と市場調査等による事業計画策定支援および策定後の

実施支援を行います。 

 

② 地域小規模事業者の既存商品・製品の需要動向調査、需要開拓支援を実施し、販路の

拡大による売上高および収益の増加を図ります。 

 

③ 地域小規模事業者に経営資源別・事業のライフステージに応じた最適な支援メニュー

を提案し、経営力の強化を図ります。 

 

④ 地域農産資源の発掘を実施し、新たな特産品開発に取り組む小規模事業者の支援を実

施致します。 

 

⑤ 地域内の関係機関との連携による地域経済活性化協議を実施し、地域活力、地域内の

購買力向上を図ります。 

 

＜目標＞ 減少傾向にある管内商工業者数の拡大を目指します。 

 

＜方針＞ ① 事業承継支援により廃業を減少させ、地域商工業活力維持に取り組みます。 

 

② 創業支援に取り組み、地域内商工業者数増加を図ります。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 （現状と今後の取り組み概要） 

 地域の経済動向調査に関しましては、必要に応じて県連景況動向調査結果や経済センサス等からの

情報を小規模事業者（会員、非会員問わず）に提供することに留まっていました。 

今後は各種統計資料の整理・分析に加え、調査会社とともに定期的に調査を行い、地域経済動向の

実態を把握します。また、小規模事業者への情報提供および経営分析・経営計画立案の際の基礎的資

料、地域経済活性化に資する取り組みに記載の嘉麻市産業振興課との協議の際に情報を共有し、商工

施策の立案計画実行の基礎資料として活用致します。 

 

 （事業内容・目標） 

（1）各種統計資料による経済動向等情報収集、分析、提供（拡充実施） 

 これまでは小規模企業者からの要望等に応じて、県連および全国商工会連合会（以下、全国連）に

よる景況情報、経済センサスの情報などを提供するに留まっておりました。 

今後は国の地域経済分析システム（RESAS）（注 1）など下記の景況情報等を随時整理分析するととも

に、経営指導員、調査会社、専門家で 6ヶ月に 1回レポートとして取りまとめ、的確な支援を行うた

めに職員全員で情報を共有いたします。またホームページに公表して広く周知し、併せて会員および

非会員事業所への巡回時にペーパーおよびタブレット端末からの電子データの形態でレポートを配

布し、積極的な情報提供に努めます。 

 
（注１）内閣官房及び経済産業省が、地域産業､人口､観光等のデータを可視化する形で整備した画期的な情報提供システムです。

 

＜目標調査提供事業所件数＞（ホームページ閲覧数を除く、巡回時提供件数） 

 現 状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

調査提供件数 7 800 800 800 800 800 
のべ件数 14 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

 

＜調査項目＞ 

①地域経済分析システム（RESAS）、経済センサス（地域内経済動向、事業所数、従業員数） 

②県連および全国連提供の景況調査（DI、売上、業況、資金繰り） 

③日銀短観、日本政策金融公庫および信用保証協会発行のリポート（DI、融資動向） 

④公共職業安定所レポート（有効求人倍率推移、雇用動向） 

⑤市場情報評価ナビシステム（商圏データ、市内消費動向） 

 

＜活用方法＞ 

 前述のとおり、上記の＜調査項目レポート＞を 6ヶ月に 1度、ホームページに掲載すると同時に会

員および非会員への巡回時に配布することで、情報提供を積極的に実施するとともに、小規模事業者

からの相談時、経営分析時の比較検討資料として活用致します。 

 

（2）経済動向関連小規模事業者調査、提供（新規） 

 地区内小規模事業者の経済動向等の調査を半年ごとに経営指導員と、調査会社などで、業種・地域

ごとの DI データの作成、地域全体の課題の確認調査を実施し、事業者へフィードバックするととも
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に地域内基調判断、経営改善計画、事業計画策定の基礎データとして有効活用致します。 

 

＜目標定点調査件数―対象事業所数＞ 
  現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

建設業 
件数 0 10 15 20 25 25 

のべ件数 0 20 30 40 50 50 

製造業 
件数 0 10 15 20 25 25 

のべ件数 0 20 30 40 50 50 

商・サービス業 
件数 0 20 25 30 35 35 
のべ件数 0 40 50 60 70 70 

その他 
件数 0 10 15 20 25 25 
のべ件数 0 20 30 40 25 50 

合計 
件数 0 50 70 90 110 110 

のべ件数 0 100 140 180 220 220 
※のべ件数は半年に 1回（年２回）のため、対象件数×２となります。

＜調査項目＞ 

業況判断、製商品・サービス需給や在庫、価格、設備、雇用人員、資金繰りについて 3個程度の選

択肢を準備し、個々の事業所に回答を頂く方式で調査を実施致します。 

 

＜活用方法＞ 

全業種の定点調査により、業種ごと・地域全体の DI データの収集および分析を実施し、「嘉麻市短

観」を作成し、地域内の小規模事業者にフィードバックするとともに経営分析、事業計画策定、新た

な需要の開拓の支援に取り組む際の参考データとして活用します。また、専門家を交え、『（1）各種

統計資料による経済動向等情報収集、分析、提供』のデータとミックスチャート化を実施し、ホーム

ページへの掲載およびレポートの配布を実施致します。 

併せて、本項冒頭に記載のとおり、嘉麻市産業振興課との協議の際に情報を共有し、商工施策の立

案計画実行の基礎資料としても活用致します。 

 

（3）国道での交通量調査（新規） 

これまでは、流入人口および交流人口を調査する目的で、まつりなどイベントの際に来場者数と居

住地調査程度しか実施しておりませんでした。 

また、調査の内容に関しても経営改善事業に活用する事はなく、地域振興事業の成果を計る程度の

活用しかなされておりませんでした。 

今後は、調査会社に委託し、毎年 1回、平日と休日の交通量データを取得するため、1週間程度の

期間にて、国道 211 号線および国道 322 号線にて交通量調査を実施し、流入・流出人口の把握を実施

致します。 

特に平成 29 年頃の八丁トンネル開通で、北九州地区の自動車製造拠点と久留米地区のタイヤ製造

拠点のアクセスが大きく向上し、通行車両が増大することが予測されており、そのロードサイドへの

新規出店は地域経済の起爆剤になる可能性を秘めております。平成 28 年に大手資本の小売店が国道

211 号線と国道 322 号線の交差点付近に初進出致しました。進出の経緯は八丁トンネル開通後の交通

動態の変化予測に基づくものと公言されており、独自に調査する余力のない小規模事業者に代わり調

査する事と致します。 

現時点では嘉麻市による交通量調査実施は未定とのことであり、国交省の道路交通センサスの調査

間隔が 5年に 1度（西暦の 1位が 0および 5の年に調査実施）であることから、独自調査を実施する

計画を立案いたしました。開通後早い段階での交通量の変化を調査し、調査結果を小規模事業者の事

業計画策定（新たなサービスの創出など）、新規創業希望者への創業計画書策定（出店立地に関する

こと）に活用致します。 
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＜目標調査件数＞ 

 現 状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

交通量調査件数 0 1 1 1 1 1 

 

＜調査項目＞ 

毎年 1回、国道 322 号線にて久留米方面⇔北九州方面交通量、国道 211 号と国道 322 号線との交差

点にて、久留米方面・北九州方面右左折交通量、福岡・飯塚方面⇔日田・大分方面交通量。 

 

＜活用方法＞ 

事業計画策定支援・創業計画書策定支援時の参考データとして活用します。また、Ⅱ-(1)嘉麻市ま

ちづくり協議会での協議、Ⅱ-(2)嘉麻市産業振興課との協議、Ⅱ-(4)嘉麻クロスロード着地型観光事

業の各取組の中で、地域活性化協議の参考データとしても活用します。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と今後の取り組み概要） 

 小規模事業者（会員、非会員問わず）の経営分析については、これまで金融あっせん支援業務に伴

う財務面を中心とした分析が主でした。また、小規模事業者においても、長年の勘所に頼った経営を

行っているところが大半で、会計・経営に関する意識が全般的に低く、大きな課題となっています。

 今後は前述の地域経済動向調査の分析、後述の需要動向調査項目について、毎年 1回専門家を交え

て、経営指導員を中心に分析を行い、整理・把握・共有化を行います。 

さらに財務、ＳＷＯＴ分析、等も加え、全体、業種、個々の事業所ごとに区分して、分かりやすい

情報提供、経営支援を行うとともに事業計画策定支援に反映させます。 

本事業の実施につきましては、最も商工会の関与の度合いの高い税務指導実施事業所会員、税務指

導未実施会員、非会員の 3つにカテゴライズし、それぞれの関与の度合いに応じたアプローチで事業

実施することと致します。 

 

＜分析を実施する項目＞ 

共通項目   前出Ⅰ-1-(2)経済動向関連小規模事業者調査で入手した情報。 

後出需要動向調査で入手した情報。 

 

内部分析項目 （経営資源〔人材､設備、後継者、ノウハウ・マニュアル〕、財務〔資金繰り、採算、

資産・負債状況〕、商品・サービス〔売上、アイテム〕、問題点・課題・見通し） 

外部分析項目 （競合状況、売れ筋・トレンド、需要動向の変化、年齢・性別・居住地区等属性ご

との消費ニーズ・特性、商品・役務の好悪点） 

 

＊下記（1）については、詳細な財務分析（暦年比較、損益分岐点、売上高対営業利益率、流動比

率等）ＳＷＯＴ分析も行います。 

 

（事業内容・目標） 

（1）税務指導実施事業所の経営分析（拡充実施） 

小規模事業者のうち確定申告など税務指導実施事業所については、常態的に面談の機会が多く、財

務内容が詳細に分かるため、暦年比較等を付加し、必要性の高いものから経営分析対象事業所に選定

し、総合的な経営分析を行います。 

 

（2）税務指導を行ってない事業所の経営分析（拡充実施） 

法人等で税務指導を行っていない事業所については、これまで、どちらかと言えば受け身的な指導

形態になっており、特に金融相談などの際には危機的状況に陥ってからの相談が多く、最適な支援メ

ニューの提案が行い難い状況が相当数ありました。 

今後は地域経済動向調査時のヒアリング内容の結果から緊急性、必要性を考慮し、経営分析対象事

業所を選定、分析を実施し、経営上の問題点の早期発見・早期対応を心掛けるとともに、事業計画策

定を実施します。 

 

（3）非会員事業所の経営分析（拡充実施） 

非会員である小規模事業所に関しては、商工会との接点が少なく、分析件数も少数と思われますが、

商工会理事、商工振興委員を交えての積極的なアプローチにより、商工会事業・国の小規模施策事業

の理解を求めることと併せ、自社の持続的発展のための必要性を認識して頂き、その状況に応じて経

営分析対象事業所を選定、分析を行います。 

 

（4）経営分析ミーティングの開催（新規） 

これまでは、それぞれの経営指導員が独自のノウハウで経営分析を実施し、共通フォーマットによ

る分析シートなどもなく、ノウハウの共有の意識が低い状態でした。 
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今後は共通フォーマットの経営分析シートを作成し、月 2回程度、経営指導員 4名がミーティング

の場を持ち、経営分析を実施する事とします。 

経営指導員 4名のうち 2名はベテラン指導員であり、もう 2名が任用直後の経験のない指導員であ

る為、分析シートは統一フォーマットとし、経営課題、経営資源・強み・弱みなどを記入し、支援の

方向性などの検討を実施します。 

ミーティングの中で解決が困難な課題に直面した際には専門家派遣等を積極的に活用します。 

 

＜経営分析実施事業件数＞ （1年に 1回実施のため、対象事業所数と実施件数は同数）  

 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

税務指導実施事業所 11 15 20 25 25 30 

税務指導未実施 

事業所 
5 10 10 10 15 15 

非会員事業所 3 5 5 5 5 5 

合計 19 30 35 40 45 50 

 

＜活用方法＞ 

〇経営分析状況報告書の作成、報告 

 経営分析結果については、事業所ごとの報告書を作成し、フィードバックを行い、自社の置かれて

いる状況の理解、問題意識等の把握を促します。 

 

〇事業計画策定への反映、活用 

 経営分析後の今後の事業所としてのあり方、繁栄のための道筋、弱みの改善を系統だてて計画化 

することの必要性、重要性について各事業所の理解を促します。 

また、1．地域の経済動向調査や 5．需要動向調査を加味し、それぞれの事業所に合った事業計画

策定、新たな需要の開拓支援に活用します。 

  

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

－既存事業所― 

（現状と今後の取り組み概要） 

事業計画策定支援については、これまで金融支援、各種補助金申請支援、経営革新申請支援など限

定的でやや受け身な取り組み姿勢でした。また、経営分析と同じく、基本的に経営指導員がおのおの

各自で考えた事業計画策定支援を展開しておりました。支援の方向性について疑問を感じた際には指

導員間で協議する事もありましたが、多くの場合、自身の経験とスキルで事業計画策定支援に従事し、

支援の質にバラツキがある事は否めない状況でした。 

今後は、経営状況分析の過程と同じく、経営指導員 4名で月 2回程度、経営分析ミーティングと連

動した形で、事業計画策定支援ミーティングを開催し、事業計画の方向性、支援策について協議した

いと考えます。これは創業支援についても同様です。 

また、小規模事業者（会員、非会員問わず）が前述の地域経済動向調査および後述の需要動向調査

の分析結果を踏まえ、課題解決、強みを活かした持続的な経営ができるよう、専門家を交え、経営指

導員を中心に画一的ではなく、需要を見据えた実効性のある事業計画策定支援に取り組みます。 

 

（事業内容・目標） 

（1）経営資源が充実している事業所への支援（拡充実施） 

経営状況分析結果により、経営資源が充実している事業所に関しては、強みを活かして、更なる成

長戦略を図るとともに、需要動向調査の分析結果を踏まえた販路開拓支援ならびに各種補助金申請支
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援・経営革新計画策定支援などを実施します。 

 

（2）経営状況は厳しいが、成長見込みのある事業所への支援（拡充実施） 

財務面を中心に現在の経営状況は芳しいとは言えないが、成長見込みのある事業所に関しては、固

定費の見直しなどの財務計画を策定するとともに「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を図

ります。並行して経営計画の策定、各種補助金・経営革新支援、需要動向調査の分析結果を踏まえた

需要開拓支援などを実施します。 

 

（3）低迷状況にある事業所への支援（拡充実施） 

経営状況分析結果により、低迷が続く事業所は、事業者のやる気、意向に留意して、特に慎重に支

援を行います。 

経営状況の好転を望む事業所に関しては、経営改善計画策定支援を実施、また地元金融機関ならび

に政府系金融機関等（上記と同じく「小規模事業者経営発達支援融資制度」を日本政策金融公庫国民

生活事業福岡支店と連携し、このカテゴリに位置する事業への金融支援の柱とする。）と金融支援を

実施します。 

事業者がどうしても近い将来廃業を望み、事業承継もままならない場合は、取引先等の影響を最小

限にし、かつ当該事業者のその後の生活を勘案したうえで円滑な廃業のための計画支援を行います。

 

（4）事業承継を主とした事業所への支援（新規） 

事業承継を視野に入れている事業所に関しては、親族承継・第三者承継の長所・短所、資産（ノ 

ウハウ、技術含む）、負債の洗い出し・見える化、贈与もしくは譲渡などの税制面、早期の事業承継

計画作成に関する支援を実施し、円滑な事業承継を図ります。 

また、後継者の意欲、資質向上のため、中小企業大学校直方校が開催する後継者向けの経営講座な

どへの参加を促す目的で、受講料補助（年間 3名限定、受講料の 2/3 補助、上限 50,000 円）を実施

します。 

さらに、後継者がなく、第三者承継を望む事業所に関しては、福岡県事業引き継ぎセンター、県 

連などと連携し、マッチング事業を行います。 

並行して事業所の状況に応じ、前述（1）～（3）の事業計画等支援も行います。 

 

（5）事業計画策定支援に関するミーティングの開催（新規） 

前述の経営分析ミーティングと併せて、月 2回程度の事業計画策定ミーティングにて、4名の指導

員による事業計画の方向性および具体的な支援策協議を行います。（創業案件含む） 

 経営資源、事業のライフステージをなど指標としてカテゴライズし、最適な支援メニューの提案を

行い、まさに「ゆりかごから墓場まで」の伴走型支援を実施したいと考えております。 

 

＜年間目標：事業計画策定事業所数＞  

 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

（1）～（3）事業計画策定 

事業所数 
6 15 20 25 30 35 

上記のうち、経営革新申請 

事業所数 4 8 8 8 8 8 

（4）事業承継計画策定 

事業所数 
2 3 4 5 5 5 

（4）中小企業大学校 

受講補助 
0 3 3 3 3 3 
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－創業事業所― 

（現状と今後の取り組み概要） 

現在のところ創業の相談件数は下表のとおりです。全てが嘉麻市内で開業という事ではなく、隣市

町での開業の比率が高くなっています。これは開業計画立案の際、商圏分析などを行った結果、人口

減少・高齢化がネックとなり、市外での開業を選択せざるを得ないからだと思われます。 

今後はこの現状を逆手に取った移動スーパー、各戸配送等の買物弱者支援ビジネス、高齢者向けビ

ジネスといった当地ならではの事業の立上げ支援を通じ、嘉麻市内での創業の増加に取り組みます。

また、嘉麻市の現状、Ⅰ-1-（5）交通量調査の記述でも触れましたとおり、国道 322 号線の八丁ト

ンネルの開通によるロードサイドへの新規出店支援も実施し、市内創業数の増加を目指します。 

 

＜創業支援件数と市内創業件数推移＞ 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

創業支援件数 4 4 8 12 13 

市内創業数 2 1 3 5 4 

 

（事業内容・目標） 

（1）創業支援施策の情報提供（拡充実施） 

 これまでは、半年に 1回発行の商工会報で、情報提供するだけでした。 

今後は創業を目指す方対象の支援策・補助金、空き店舗状況、国道 322 号線の交通量の変化などを

ホームページ、フェイスブックで発信します。また、パブリシティの活用や市報へ掲載、商工会報の

市内金融機関、市内商業施設、市図書館への配布を実施して広く周知し、創業希望者の積極的な掘り

起こしを行います。 

 

（2）創業塾の開校（拡充実施） 

嘉麻市役所、嘉麻商工会議所との連携により、嘉麻市商工会が幹事となって平成 27 年 11 月､12 月

に計 4 回の少人数スクール形式の創業塾を初めて行いました。（受講料は無料、今年度は費用につい

ては市より補助金を頂きました。）周知方法はフェイスブック、市報を活用し、受講者は 11 名（創業

希望者 9名、開業間もない方 2名）で、専門家による創業に必要な財務、労務、金融、経営計画の作

成を中心とした内容で受講された方からは大変好評でした。 

 今後も内容、周知方法を検討し、創業希望者の拠りどころとなる支援を実施し、さらには、創業補

助金の申請支援についても伴走型で実施します。 

 

（3）勤務時間外の創業窓口設置 

これまでは、殆どが勤務時間内の相談対応でした。 

今後は仕事のある創業者の相談しやすい時間帯（17 時以降）に経営指導員、専門家が対応する予

約制の相談窓口を設置します。また、周知に関しては、ホームページ、フェイスブック、商工会報、

市報、新聞（地元欄）、等で行います。 

 

＜目標：創業支援件数、創業塾参加者数等＞ 

 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

創業支援者数 7 8 9 9 10 10 

〃 

うち市内創業者数 
3 4 5 5 6 6 

創業塾開催数 4 4 4 5 5 5 

創業塾参加者数 11 11 11 11 12 12 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

－既存事業所、創業事業所― 

（現状と今後の取り組み概要） 

これまでは、補助金や経営革新計画認定後の限定的なフォローアップ支援が主でした。 

今後は事業計画策定支援を実施した全ての事業所に対して、原則として 2か月に 1度、経営指導員

による巡回訪問、進捗状況確認を行います。創業者については、スムーズな事業開始が行えるよう、

開業後 1年間は原則として 1か月に 1度巡回訪問を実施します。（事業承継者についても同様です。）

経営指導員による助言、指導を継続的に行うとともに、必要に応じて、計画に携わった専門家およ

び福岡県経営支援モデル事業（注２）への推薦を行い、計画を阻害する要因・課題解決を図り、伴走

型の支援を行います。 

 
（注２）福岡県経営支援モデル事業とは、福岡県、福岡よろず支援拠点、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会筑豊支所

等のチーム支援により、3～5年で売上高か経常利益が 5％以上伸びるよう、小規模事業者を支援育成する事業です。

 

 （事業内容・目標） 

（1）既存事業所実施支援（拡充実施） 

これまでは経営革新認定後 4～6ヶ月に１回の巡回訪問によるフォローアップ支援が中心でした。

今後は 2ヶ月に 1回巡回訪問し、策定した事業計画の進捗状況を定期的に確認評価し、巡回指導を

拡充して、小規模事業者のモチベーションの低下を防ぎつつ、改善対応策に取り組みます。 

良好な進捗状況の場合は、各種補助金、経営革新申請等支援、上方修正を含めた発展的な指導を行

います。また、思うように計画が進捗してない事業所へは、計画の妥当性、阻害要因等を検討し、専

門家を交えて、打開策の提示をはじめ計画が円滑に遂行できるよう支援を実施します。評価、改善の

定期的な支援を行うことで、小規模事業者の持続的な発展を図ります。 

 

（2）創業事業所等実施支援（拡充実施） 

 これまでは、既存事業者と同様の頻度での経営支援しか実施しておりませんでした。 

今後はスタート時の支援を特に厚くして、1ヶ月 1回巡回訪問し、金融、税務、労務等の基礎指導

はもちろん、個々の課題分析、付加価値向上を図ります。また、進捗が芳しくない際には、新たな支

障が生じていると予見されますので、専門家を交えて、打開策の提示をはじめ計画が円滑に遂行でき

るよう支援を実施し、PDCA サイクルを重視しつつ、創業事業者の持続的な発展を図ります。 

 

（3）事業承継を主とした事業所への実施支援（拡充実施） 

これまでは既存事業者と同様の頻度での経営支援しか実施しておりませんでした。 

今後は事業承継直後の支援を特に厚くして、1ヶ月に 1回巡回訪問し、事業所の経営状態をチェ 

ックし、承継前の状態と承継後の状態の比較により、順調に経営が行われていれば、拡大基調の事業

策定支援などを実施し、売上の落ち込みなどの経営上の問題点が発見された場合は早期に解決策を立

案するなどして、円滑な事業承継支援を実施します。 

 

＜目標：既存事業、創業・事業承継計画策定後実施事業者数および支援回数＞ 

 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

既存事業所 

実施事業所 6 15 20 25 30 35 

〃のべ回数 16 90 120 150 180 210 

創業 

支援事業所 7 8 9 9 10 10 

〃のべ回数 15 96 108 108 120 120 

事業承継 

支援事業所 2 3 4 5 5 5 

〃のべ回数 4 36 48 60 60 60 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と今後の取り組み概要） 

 これまでは、需要動向調査に関しては、融資を主目的とした事業計画策定時や経営革新計画策定時

などに、小規模事業者の求めに応じて実施する場合と経営指導員が前述の指導過程の中で、必要に応

じて、不定期に実施するに留まっておりました。これは小規模事業者の大半がマーケティングにおい

て、「作り手がいいと思う。」「作ったものを売る。」といったプロダクトアウトの発想で商品やサービ

スの提供を実施していたことも大きな要因であると考えられます。 

今後は需要の開拓に寄与する各種調査を定期的に実施し、経営指導員 4名と専門家を交えて分析し

たうえで、小規模事業者への情報提供およびターゲットとなる市場の選定、需要動向・ニーズを明確

にした上での新商品の開発・既存商品のブラッシュアップ、見直しなどに活用し、プロダクトアウト

からマーケットインへのマーケティングの定着を目指します。 

 

（事業内容・目標） 

（１）売れ筋、トレンド情報収集・分析、情報提供（拡充実施） 

これまでは小規模事業者からの要望等に応じて、日経テレコン 21 などからの情報を提供するだけ

でした。 

今後は日経テレコン 21 に加え、政府統計総合窓口「e-Stat」の各種需要指標統計データ、福岡県

統計データ「ふくおかデータウェブ」、福岡県中小企業振興センターが 1週間に 1 度発信する「福岡

県中小企業メールマガジン」の中に不定期で掲載される企業間取引情報、各業界機関誌などによる情

報を経営指導員と専門家で、毎月、分析・整理を実施し、職員間で情報共有の上、ホームページ上で

の調査結果公表、巡回時にニュースペーパーとして事業所に配布する事で情報提供を実施、併せて事

業計画策定事業所の計画策定における『基礎的資料』として活用します。 

さらに、事業計画策定事業所については事業所の業種・業態から、『基礎的資料』のみでは事業計

画策定資料としては情報が不足することも想定されますので、都度、必要な情報を収集し、『新たな

需要の開拓に寄与する事業』にて実施する各種事業においての商品やサービスにヒットする市場の選

定、テスト販売事業など実施の際の判断データとして活用します。 

 

〈目標支援事業所件数〉（＝事業計画策定事業者数） 

  現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

支援件数   7   15   20   25   30   35 

 

 ＜調査項目＞ 

日経テレコン 21（マーケティング等に必要な公的機関の統計データおよび民間 POS データ、500

超のメディアをカバーした経済動向関連記事、信用リスクを含む企業情報等）、e-Stat（消費動向、

受注動態等）、ふくおかデータウェブ（景気動向、鉱工業指数等）、福岡県中小企業メールマガジンに

よる BtoB 情報（主として発注情報）、各業界機関誌によるトレンド情報。 

 

＜活用方法＞ 

事業計画策定時に需要動向を見据え、小規模事業者が需要動向のデータを把握した上で計画を立案

するための基礎データとして活用致します。また、新たな需要開拓の際、ターゲット市場の選定、テ

スト販売事業の参考データとしても活用いたします。 

 

（２）市内消費者モニタリング調査（新規） 

小規模事業者は大企業からの下請的業務が中心であったが故に、「売れる商品を作る」という視点

に欠けているケースが見受けられます。新商品を開発して展示会や商談会で売り込む場合にも、買い

手のニーズを踏まえたものでないとなかなか成果に繋がりません。 

これまでは、市内（地域内）消費者の需要動向に特化した調査は実施せず、消費者対象の調査は商
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品券発行事業の折、商品券購入者を対象としたアンケートを 100 件程度取るに留まっておりました。

今後は新たなる需要開拓、既存商品（特産品含む）のブラッシュアップを行うために、需要動向調

査を希望する小規模製造事業者を募集するとともに、既存の特産品製造事業所などと合わせ、経営指

導員間の合議、推薦により対象事業所を選定し、試食（工芸品については使用体験）によるモニタリ

ング調査を実施します。 

1 年に 1回、嘉麻市商工会館で、市民団体（嘉麻市健康づくり推進協議会、嘉麻市消費者の会）な

どに合計 50 名の参加を依頼し、商品に関する意見等を収集します。 

なお、１回の調査で対象事業所は 10 社までとし、品目は 1事業所あたり 3品目までとします。 

 

<調査対象商品数および調査件数> 

  現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

調査対象事業所数 0 10 10 10 10 10 
調査実施回数 0 1 1 1 1 1 

１品目あたり有効回答数 0 50 50 50 50 50 

                                     

＜調査項目＞ 

 （消費者属性に関すること）回答者の地区（居住地）、性別、年代、家族構成など 

（商品属性に関すること）味覚・容量・パッケージデザイン（食品）、使用感・商品デザイン（工

芸品）、価格、品質、購入意欲、商品用途（自宅用・贈答用）、改善点（共通） 

  

＜活用方法＞ 

 消費者モニターによる調査結果を調査対象事業所にフィードバック致します。 

 調査結果から、事業所の製造する商品が買い手のニーズに合うようなブラッシュアップ指導を個社

ごとに経営指導員が外部専門家を交えて実施致します。なお、招聘する外部専門家は県連のエキス

パート派遣事業を活用致します。 

また、調査結果は新たな需要開拓支援、既存商品の改良・改善の資料及び域内需要の開拓の資料と

しても活用致します。 

 

（３）商談会・バイヤー求評会での品目ブラッシュアップ（拡充実施） 

これまでは、県連などの主催の商談会・バイヤー求評会の開催情報を事業所に周知、その後につい

ては、小規模事業者と同席し、求評内容などを整理分析している経営指導員と、小規模事業者単独で

出席させ、その後の情報のフィードバックも受けていない経営指導員に大別されました。 

小規模事業者だけでは、十分な理解に至らず、その後の需要拡大、事業計画の見直しなどに支障を

きたすことも少なくありません。 

今後は商談会・バイヤー求評会には必ず経営指導員が同行し、即時に指摘を活かすため、バイヤー

の助言など記録したうえで整理分析の上保管し、事業計画策定支援や商品開発・既存商品の改良・改

善に活用致します。 

 

<商談会・バイヤー求評会での品目ブラッシュアップ事業所目標件数> 

  現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

参加事業所件数 2 5 7 8 10 10 

のべ参加回数 2 5 14 16 20 20 
※のべ参加回数は３０年度より、対象事業所がそれぞれ２種の商談会に参加予定のため、件数は参加事業所数×２となります。 

 

＜調査項目＞ 

価格、品質、表示、デザイン、製造体制および納品体制などの評価とマーチャンダイジングの専門

家であるバイヤーの目から見た商品の消費者への訴求力など。 
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＜活用方法＞ 

小規模事業者の商品開発および既存商品の改良・改善の方向性を決定する基礎データとして活用す

ることと併せて、商談会およびバイヤー求評会には主として首都圏（大手百貨店、全国展開している

量販店）、都市圏（福岡市および北九州市を中心とした専門店および量販店）のバイヤーを招聘して

いる事から、後述の新たな需要の開拓に寄与する事業の中の首都圏もしくは福岡都市圏の販路の開拓

の基礎データといたします。 

 

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】 

（現状と今後の取り組み概要） 

 これまでは、県連主催の商談会・展示会等の参加あっせんが中心で、限定的なものでした。 

今後は前述の地域経済・需要動向調査、経営分析・計画に基づき、地区内小規模事業者（会員・非

会員問わず）の提供する商品やサービスの需要開拓を図ります。 

地域内需要に合致するもの、域外需要（県内程度）、首都圏需要に合致したものであるのかを測定

する目的も兼ねて、商品、サービスの PR 支援、取引先拡大支援、新分野進出支援、独自の展示会開

催、全国商工会連合会（以下、全国連）、県連、道の駅うすい（注 3）、カッホー馬古屏（注 4）等との

連携により、認知度の向上および売上増加を図ります。また、フィードバックを都度継続的に行い、

商品、サービスのブラッシュアップ、販路拡大、更なる収益向上につなげます。 

さらに、これまで着手していなかった地域資源を活用した特産品開発支援により、新たな需要を創

出することにも取り組む事と致します。 
 

（注 3）道の駅うすいは休憩・買い物・食事が楽しめ「嘉麻市らしさ」を表現できる拠点として、2005 年 4 月に誕生した施

設です。 

（注 4）カッホー馬古屏（まごへい）は嘉麻市嘉穂地区で生産者から直接仕入れる農産物や加工品などを販売する施設です。

  

（事業内容・目標） 

（1）認知度向上のための広報支援（拡充実施） 

 これまでは、小規模事業者の商品サービスの周知が十分ではありませんでした。 

今後は随時商工会ホームページや半年に 1回発行している商工会報に掲載することと、パブリシテ

ィを適宜活用する事で情報発信を強化し、従来の販売層、取引先以外への認知度向上を図る需要開拓

支援を行います。 

 

<目標：広報支援事業件数> 

 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

広報支援事業所数 3 7 10 12 15 15 

 

（2）小規模事業者の需要開拓、取引先拡大等支援（拡充実施） 

 これまでは、経営革新や補助金申請時の支援に留まっておりました。 

今後は需要動向調査等をふまえ、福岡県中小企業振興センターが実施する「フクオカ・ビジネス・

マッチング・サイト」（BtoB 情報のマッチングサイトであり、事業所の得意分野・技術情報などを受

発信。発注情報に関しては５.需要動向調査に記載のメールマガジンにて配信）の有効活用、情報提

供、需要を求めての新分野進出支援、第二創業支援を伴走型で行います。 

 

＜目標：取引先拡大事業所件数＞ 

 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

取引先拡大支援事業者数 

 （マッチング件数） 
2 4 6 8 10 10 

取引先成約目標件数 0 2 3 4 5 5 
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（3）県連等との連携による商談会、展示会参加促進支援（拡充実施） 

これまでも、展示会等の案内、呼びかけは行っていましたが、ターゲットを絞り込まず、画一的な

説明が大半でした。 

今後は事業所のライフステージを把握するとともに、それぞれの事業者の需要・経済動向や経営分

析・計画を踏まえて、効果的な商談会、展示会への出展促進を図ります。 

県連等の関係団体から提供される商談会および展示会の情報は食品に係るものが大半であり、地元

原材料を使用した食品や既存の特産品、『(7)地域農産資源の発掘および特産品開発』にて開発支援予

定の新たな特産品について出展し、販路の開拓を支援致します。 

また、出展後もフォローアップを都度行い、商品、サービスのブラッシュアップ、販路拡大につな

げます。 

 

＜目標：県連等商談会、展示会参加事業所数、成約件数＞ 

 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

県連・全国連商談会 

展示会参加事業所数 
2 5 7 8 10 10 

県連・全国連商談会 

展示会成約事業所数 
0 2 3 4 5 5 

 

（4）首都圏等の購買層をターゲットにした取り組み（拡充実施） 

これまでは、全国連が運営委託している「むらからまちから館」（注 5）および「ニッポンセレク

ト.com」（注 6）への出店支援を実施し、「むらからまちから館」にて１事業者が定番商品２アイテム、

「ニッポンセレクト.com」で 1事業者が 3アイテム定番商品として取引成立しました。 

今後は、「（3）県連等主催の商談会・展示会参加促進支援」と同様のプロセスで首都圏の購買層の

支持を受ける見込みがある商品について、「むらからまちから館」および「ニッポンセレクト.com」

への出店を促進し、定番商品として取引成立するよう支援を実施します。 

また小規模事業者が首都圏の展示会に参加する場合などは経費面がネックとなり、費用対効果を考

慮して及び腰になることが多数見受けられます。そのような小規模事業者に対してはこれまでと同様

に小規模事業者持続化補助金採択支援を実施し、販路開拓に寄与したいと考えます。 

 
（注 5）むらからまちから館とは商工会地区特産品等を販売している有楽町のアンテナショップです。 

 （注 6）ニッポンセレクト.com とは全国連の公式ショッピングサイト、「むらからまちから館」と同様に全国の商工会地区

の商品を販売しているインターネットモールです。 

 

＜目標：全国連関連出店事業所数、売上額＞ 

 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

むらからまちから館 

ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ出店事業所数 
2 5 7 8 10 10 

上記出店事業所の合計月

間売上額 
5 万円 20 万円 35 万円 48 万円 70 万円 70 万円 

 

（5）地域内施設での域内および近接地消費をターゲットにした独自展示会・商談会開催（新規） 

これまでは、嘉麻市商工会独自展示会は行っていませんでした。 

今後は定期的に域内、近接地域からの来店者が多く、知名度、集客力のある「道の駅うすい」「カ

ッホー馬古屏」で展示会をそれぞれ年 1回開催します。 

需要調査の結果を踏まえ、地域内需要が売上の大半を占める事業所にはさらなる売上の伸長、新商

品のテスト販売の場とし、対面販売方式の形を取ることで、さらなる認知度向上とともに需要調査の

側面を担い、消費者の生の声を聞き、商品、サービスのＰＲ、ブラッシュアップを図ります。 

また、同時に地域内に出店する量販店のバイヤーに招待状を送付し、商品の求評を求めるとともに

小規模事業者の販路開拓支援を実施致します。 
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＜目標：地域内施設展示会、商談会参加事業所数、売上額、成約件数＞ 

 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

地域内施設展示会 

商談会開催回数 0 2 2 2 2 2 

地域内施設展示会 

商談会参加事業所数 0 5 7 8 10 10 

地域内施設展示会 

商談会バイヤー招聘数 0 3 3 3 3 3 

上記展示会１回あたりの 

事業所合計売上目標額 0 15 万円 25 万円 30 万円 40 万円 40 万円 

上記展示会バイヤー 

取引成約目標数 0 1 1 1 2 2 

 

（6）独自（若手ものづくり合同）展示会開催（新規） 

独創的で魅力的な木工芸、ガラス工芸、陶芸品等を製作する嘉穂地区の若手事業者 6 名が、平成

25 年より自発的に「若手ものづくり事業所ミーティング」を行っています。 

今後は嘉麻市商工会と連携協議を重ねて、メンバーの増大、更なる認知度向上、需要拡大を図るた

めに、合同展示会（仮称「嘉麻の匠展」）を一昨年廃校になった市内小学校等で開催します。展示会

開催ノウハウ習得後は、都市圏での開催を図ります。（次頁に目標記載） 

 

＜目標：独自（若手ものづくり合同）展示会参加事業所数、売上額＞ 

 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

若手ものづくりＧ 

合同展示会開催回数 
0 1 1 1 1 1 

若手ものづくりＧ 

合同展示会事業所数 
0 5 6 7 ８ 10 

上記展示会１回あたり 

参加事業所合計売上額 
0 15 万円 18 万円 21 万円 24 万円 30 万円 

 

（7）地域農産資源の発掘および特産品開発（新規） 

これまでは、農産資源の発掘に関して実施したことはありませんでした。 

特産品の開発に関しては、合併前の嘉穂町商工会が商工会主導で地域の特産品である‘りんご’を

使用して、開発を試みた事がありますが、諸事情により調査・研究段階で挫折した経緯があります。

また、同じく合併前の碓井町商工会主導で、地元出身の美術家である織田廣喜画伯の美術館が誕生

した際に、補助金を活用して開発したワインやグッズなども販売面で苦戦しました。 

近隣の商工会の特産品開発事業を検証しても、商工会が主導し補助金を活用して取り組んだ事業の

大半は成功とは程遠い状態にあります。 

補助金を活用して特産品開発を実施する事は有意義な事業であると思われますが、成果物、所謂特

産品が完成した時点がゴールとなっている感は否めず、その後の販路開拓や販売業務を商工会の職員

などが担わざるを得なくなり、事業として成功とは言い難い状況に陥るのではないかと考えます。 

この発達支援計画での事業は、そのような状態を回避し、5．需要動向調査を踏まえて、地域の小

規模事業者が創意工夫し、採算の取れる特産品開発事業に取り組むことを支援する事業とします。 

また、嘉麻市に「ふるさと名物応援宣言」（注 7）の活用を検討して頂き、地域ブランドとしての育

成、小規模事業者の販路開拓支援に活用できればと考えます。 

 
（注 7）「ふるさと名物応援宣言」とは中小企業庁が推進する地域資源を活用した商品等のブランド化により、地域資源を 

核とした地域産業の付加価値向上、地域経済の自律的な好循環を目的として、行政が推進役を務める地域活性化施策です。

 

事業の具体的なステップは以下のとおりであり、本事業につきましては単年度事業ではなく、事業

の性格上、中期的な事業計画になります。 
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（具体的ステップ） 

① 地域農産資源の発掘（1年目） 
嘉麻市、農協および宮小路果樹組合、その他農業団体と協議を重ね、地域農産資源の発掘を実施し、

特産品開発に使用する農産資源の認定を実施します。 

 

② 特産開発事業者の公募（2年目） 
認定した農産資源を使用した特産品開発事業に取り組む意欲のある事業所を管内の全事業所を対

象に募り、特産品開発事業計画を策定の上、応募して頂き、商工会理事、専門家および関係団体を交

えた審査会にて対象事業者（複数事業所の共同事業での申込も可とする）を選定します。 

なお、公募の段階で事業説明会と応募者向けセミナーを年間 2回程度開催し、経営指導員の個別指

導などを通じて、実行性が高く、採算のとれる事業計画書策定支援を実施します。 

 

③ 特産品開発（3～4 年目） 
選定された事業者には開発までの 6回の専門家派遣、開発費の 2/3 補助（上限 100 万円）を支援す

ることとし、特産品開発を実施します。 

上記の開発費補助金は嘉麻市商工会が合併時に旧商工会の残余財産を管内商工業者の振興を目的

とした「地区振興基金」として引当計上しており、その基金の中より捻出いたします。 

 

④ 販路開拓および販売支援（5年目） 
「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」に記載した各種事業、取り組みを通じて特産

品の販路開拓支援を実施します。 

 

＜特産品開発に関する工程表＞ 

平成29年度 平成30年度 平成31年度

地域農産資源の発掘

特産品開発者の公募

特産品開発

販路開拓および販売支援

平成32年度 平成33年度

 
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（現状と今後の取り組み概要） 

以前より、嘉麻市観光まちづくり協議会（注 8）があり、主に特産品開発を主体とした活動が行われ

ております。過去に「嘉麻の釜めしの素」（嘉麻市観光大使でタレントのおすぎ氏等がレシピを考案

した商品）、「黒寒梅」（嘉麻市の酒蔵のブランド「黒田武士」「寒北斗」「梅ヶ谷」を原材料とする日

本酒ゼリー）の商品化に成功しています。 

今後は特産品開発に加え、地域の魅力アピール、着地型の観光事業、定住化促進による人口増を目

的とした地域経済活性化を図ります。 

また、所管の嘉麻市産業振興課とは、まつり、イベントに関する協議が主なテーマでしたので、商

工業振興、地域経済活性化のための定期的協議、意識の共有を図ります。 

加えて、特産品、地域資源、農商工連携等を通じての活性化を図るため、福岡嘉穂農協市内各支所

との協議を新たに実施します。 

 
（注 8）嘉麻市観光まちづくち協議会とは、嘉麻市商工会、嘉麻商工会議所、嘉麻市、市民団体、福祉団体、農業団体、教

育関係者などで構成されている協議会です。 
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（事業内容・目標） 

（1）嘉麻市まちづくり協議会での協議等（拡充実施） 

嘉麻市まちづくり協議会は、幅広く地域経済活性化を図るために、平成 28～29 年度中に嘉麻市観

光協会へ組織を変更するように取り組んでおります。嘉麻市商工会からは、経営指導員 1名、副会長

2名、理事 2名が参画しており、月に 1回程度開催される会議の中で、他の関係者との意識の共有を

図りながら、嘉麻市のＰＲ、観光を活かした商工業者参加の着地型事業・定住促進策を主体的に協議

し、地域経済活性化を目指します。 

 

（2）嘉麻市産業振興課との協議等（拡充実施） 

これまでのイベント中心の協議に加え、3月に 1回、嘉麻商工会議所も含め、商工業施策について

の情報の共有ならびに地域経済活性化について連絡協議をする会議を商工会主導で実施します。 

 また、嘉麻市には独自の創業支援策がありません。現在、嘉麻市商工会は単独で嘉麻市中小企業振

興条例の制定を陳情し、その中で創業者に対する創業補助金の創設、利子補給などをお願いしており

ます。 

今後は、創業希望者が嘉麻市内で創業をしやすい環境づくりを目指し、他市町が実施している各種

創業支援策の情報提供、市独自の創業融資制度の新設、住民税・固定資産税の減免などについてより

一層協議を深めたいと思います。 

また、特産品開発事業で連携が必須と思われる農商工連携事業での農政課、建設業に対する支援の

中で連携が必須と思われる空き家問題対策関連での防災課、定住促進施策を実施している住宅課にも

必要に応じて、協議参加の要請をします。 

 特に空き家対策事業については地域小規模建設業者の売上および利益の増加に有効と考えられ、商

工会ならびに小規模事業者として人口増加に寄与できる領域でもあるので、空き家バンクの創設、ソ

フト面での定住コーディネーター育成、空き家リノベーションに詳しい建設業者の育成、活用などを

中心に協議を重ねたいと考えております。 

 

（3）農協 3支所との連携に対する協議（新規） 

これまでは、農協との接点は殆どありませんでした。 

今後は特産品開発、地域資源や農商工連携などの情報交換、連携に積極的に取り組み、域内経済活

性化に資するため、嘉麻市内 3支所（稲築、碓井、嘉穂）との半年に 1回程度の定期的な協議会を行

います。 

＜目標：地域経済活性化に資する事業（1）～（3）、具体的取組件数＞ 

 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

まちづくり協議会

開催回数 
12 14 14 14 14 14 

嘉麻市産業振興課

との協議開催回数 
2 4 4 4 4 4 

農協との協議 

開催回数 
0 2 2 2 2 2 

 

（4）嘉麻クロスロード着地型観光事業（新規、仮称） 

 （現状、事業内容・目標） 

嘉麻市は旧稲築町地区・旧碓井町地区に商業集積・製造集積が見受けられ、旧嘉穂町地区には国道

211 号線（福岡－大分）及び国道 322 号線（熊本・久留米－田川・北九州）の交差があり、3か所の

酒蔵など観光立脚型の商業集積があります。また、遠賀川の源流など自然にも恵まれており、観光地

としての潜在的な要素を持っています。 

しかし、嘉穂地区、古処山系の嘉麻市側裏面にあたる朝倉市秋月、長谷山地区が「筑前小京都」と

して、県内外からの観光客で賑わう一方で、嘉麻市側への交流は遅々として進んでいません。これは
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知名度不足と交通アクセスに問題があるためと思われます。今後国道 322 号線については八丁峠にト

ンネルが開通する予定であり、嘉穂地区を中心とした観光地域へ向けた新たな取組みが必要となって

きます。 

これを踏まえ、前述の嘉麻市役所、嘉麻市まちづくり協議会、農協、小規模事業者と連携し、着地

型の観光事業の協議を積極的に行います。 

 

＜嘉麻クロスロード着地型観光事業地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

（現状と今後の取り組み概要） 

 これまでは、複雑な案件が生じた際にしか他の支援機関との連携は行っていませんでした。 

今後は需要動向、支援ノウハウ等の情報交換を積極的、定期的に行い、経営発達支援事業の円滑な

実施を図ります。 

  

（事業内容・目標） 

（1）筑豊地区商工会との情報交換（拡充実施） 

これまでは、年に 3 回の筑豊地区商工会経営指導員協議会が他商工会との主な情報交換の場でし

た。また、内容も金融、税務等基礎的事業の研究・情報交換が中心になっていました。 

今後は年 4回へ協議回数の増加を行うとともに、需要動向、支援ノウハウ、問題点、支援状況等を

正式な議題に加え、より濃密な情報交換を実施し、地域商工会の連携支援体制の基盤構築を図ります。
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（2）日本政策金融公庫福岡支店との情報交換（拡充実施） 

これまでは、年に 1回の福岡支店管轄の地区の商工会ならびに商工会議所が一堂に会しての合同協

議会が情報交換の場でした。 

今後は嘉麻市商工会で年に 2回開催される 1日公庫（注 9）の終了後、地域経済動向、金融支援状況

などの情報交換、模範事例等の情報共有を行います。 

 
（注 9）一日公庫とは日本政策金融公庫福岡支店支店長、課長、担当が嘉麻市商工会に出向き、面談審査等を行うものです。

 

（3）福岡県信用保証協会筑豊支所、地域の金融機関との情報交換（拡充実施） 

これまで、福岡県信用保証協会筑豊支所、地域の金融機関である福岡銀行稲築支店、飯塚信用金庫

稲築支店とは単独の意見交換会を行っていませんでした。（福岡県信用保証協会筑豊支所と筑豊地区

12 商工会との合同協議会のみに参画。） 

今後は創業含む地域金融動向、景況情報を中心に年に 1回情報交換、共有の場を設けます。 

 

（4）福岡県よろず支援拠点との情報交換（新規） 

これまでは、よろず支援拠点との直接的な連携はありませんでした。 

今後は創業、事業承継、経営分析・計画などの支援ノウハウを構築しているよろず支援拠点と福岡

県経営支援モデル事業所をはじめ伴走型の支援に関する情報交換を図ります。 

 

（5）嘉麻商工会議所との情報交換（新規） 

これまでは、市内合同イベント、商品券発行事業以外に協議を行っていませんでした。 

今後は同じ嘉麻市の経済総合団体として連携し、地域内需要、経済動向、支援を進めるうえでの課

題、成功事例、ノウハウ等の情報交換、共有を年に 1回実施します。 

なお、嘉麻商工会議所とはⅡ-(2)の嘉麻市産業振興課との協議で 3ヶ月に 1度は代表の経営指導員

間で情報交換を行っており、この情報交換につきましては、双方、指導員全員参加を予定しています。

 

＜目標：情報交換・共有に関する協議件数＞ 

 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

筑豊地区商工会 3 4 4 5 5 5 

日本政策金融公庫

福岡支店 1 2 2 2 3 3 

保証協会 

地域金融機関 
1 1 1 2 2 3 

よろず支援拠点 0 1 1 1 2 2 

嘉麻商工会議所 0 1 1 1 1 1 

 

経営指導員等の資質向上等に関する事 

（現状と事業内容等） 

（1）現状では、経営指導員は様々なテーマの研修・勉強会など支援スキルの向上の場が与えられて

おりますが、経営支援員の一部に関しては、記帳もしくは労働保険など主幹業務に関する研修会のみ

しか参加できておりませんでした。 

今後は、経営支援員も調査等で事業所に訪問する機会が増える事となり、小規模事業者の支援メニ

ューなど各種商工施策について、有益な情報提供ができる程度の知識を習得する必要があります。 

具体的には県連主催の研修に加え、これまでは実施しておりませんでしたが、2か月に 1度、中小

企業診断士・税理士・日本政策金融公庫福岡支店の職員などを講師に迎えて、職員全員による勉強会

を実施し資質向上を図ります。 
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（2）毎月、経営支援ノウハウ、計画進行状況、成果等を職員間で共有する為のミーティングを実施

致します。その際に、職員が経営発達支援に関するテーマを自ら決定し、順番で講師を担当する事で、

職員相互の資質向上を図り、小規模事業者のよき相談相手になるよう切磋琢磨します。 

 

（3）現状では経営指導員間でも支援スキルに大きな隔たりが存在し、各種支援実績も大きな偏りが

見受けられるため、経験の浅い指導員・支援員には経験豊富な指導員が同行し、支援のあり方を実際

に示してＯＪＴにより支援能力の向上を図ります。 

 

（4）前述の 2．（4）の経営分析ミーティングや 3．（5）の事業計画策定ミーティングでの支援ノウ 

ハウ、各種調査データ・分析データの共有を組織内で有効活用するため、イントラネット（注 10）で

の共有を実施します。 

 
（注 10）イントラネットとは県連が開発した組織内構築ネットワークで、事業所巡回データ・経営カルテなどの情報の共有

が可能なグループウェアです。 
 

以上により、小規模事業者に伴走し、需要、利益の確保に資するため、従来の取り組みを超えた積

極的な資質向上を行います。 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（1）計画期間中は毎年度末に外部有識者である中小企業診断士、税理士、日本政策金融公庫職員を

交えて、事業の実施状況、成果の評価・見直しの方針を策定します。 

 

（2）上記の内容について、理事会に報告し承認を受けます。 

 

（3）上記の内容については嘉麻市商工会ＨＰ（http://kamashi-shokokai.com/）で計画期間中公表

します。 

 

 



- 25 - 
 

（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 9 月現在）

（１） 組織体制 

現状の商工会の職員構成 

事務局長 1名 （事業全体統括） 

経営指導員 4名（発達支援事業全般総括等 1名  発達支援事業全般実施 3名） 

経営支援員 7名（会計、金銭管理 1名 主に調査・分析・事業計画策定等補助 3名  

        主に創業、事業承継、販路開拓等補助 3名 ）＊事務職員なし 

上記のメンバー全員で本計画を遂行する。 
 

（２） 連絡先 

嘉麻市商工会 本所 

福岡県嘉麻市鴨生 392 番地 1  TEL  0948-42-1400  FAX  0948-43-0402 

                                E-mail  kama@shokokai.ne.jp 

嘉麻市商工会 碓井支所 

福岡県嘉麻市上臼井 1182－1   TEL 0948-62-2230  FAX  0948-62-4641 

                E-mail  usui@shokokai.ne.jp 

    嘉麻市商工会 嘉穂支所 

    福岡県嘉麻市大隈町 371-1   TEL  0948-57-0359  FAX  0948-57-3468 

                    E-mail  kaho@shokokai.ne.jp 

 

       ホームページアドレス      http://kamashi-shokokai.com/ 

（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 29 年度 
 

平成 30 年度 
 

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

必要な資金の額 1,540 1,840 2,500 3,730 2,610

 

地域経済動向調査 

経営分析 

事業計画策定支援 

事業計画策定後実施支援 

需要動向調査 

需要開拓支援 

各協議会開催 

職員資質向上 

事業見直し 

270

150

430

260

190

70

20

50

100

320

180

490

330

250

100

20

50

100

340

200

560

390

280

550

30

50

100

390 

220 

610 

450 

330 

1,550 

30 

50 

100 

390

250

660

500

330

300

30

50

100

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国・県・市補助金、会費、受託費 

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

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

連携する内容 

① 地域経済動向調査 
② 経営状況分析 
③ 事業計画策定支援 
④ 事業計画策定後の実施支援 
⑤ 創業支援 
⑥ 需要動向調査 
⑦ 新たな需要の開拓に寄与する事業 
⑧ 地域経済活性化に資する取り組み 
⑨ 支援ノウハウ等情報交換 
⑩ 職員資質向上 
⑪ 事業評価、見直し 
＊連携者ごとの連携する内容は以下のとおりです。 

連携者及びその役割 

嘉麻市 ①・⑤・⑥・⑦・⑧ 
福岡県嘉麻市上臼井 446-1（代表）  電話 0948-57-3154 

市長 赤間幸弘、産業振興課課長 篠崎慶太   

役割 空き家情報や地域の経済・需要動向調査関連資料提供、閲覧、助言。 

   創業支援、施策に関する指導および助言。 

   特産品開発、展開に関する指導および助言。 

   地域経済活性化、産業振興に向けての協議および助言。 

 

コンサルティングサービス株式会社 ①・②・③・④・⑥・⑪ 
福岡市中央区赤坂 1丁目 10 番 16 号ソピア赤坂ビル 2Ｆ  電話：092-725-0232 

代表取締役 安本光磁 

役割：地域経済動向・需要調査の分析および経営分析を行う際の指導・支援。 

   事業計画策定、策定後の実施支援を行う際の指導・助言。 

 

福岡県中小企業振興センター ①・⑥・⑦ 
福岡市博多区吉塚本町 9番 15 号 6Ｆ  電話 092-622-6230 

理事長 高木郁夫 

役割 経済情報、技術支援情報の提供。 

   BtoB 情報（発注情報、事業所情報）の提供。 

 

中小企業大学校直方校 ③ 
福岡県直方市永満寺 1463-2  電話 0949-28-1144 

校長 山脇修 

役割 課題解決、後継者育成のための研修案内提供。 

 

嘉麻市空家等対策協議会 ⑧ 
福岡県嘉麻市上臼井 446-1  電話 0948-62-5690 

会長 赤間幸弘 

役割 市内の空き家を管理しているため、その情報提供、助言。 
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日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業 ③・④・⑤・⑨・⑩・⑪ 
福岡県福岡市博多区博多駅前 3－21－12  電話 092-411-9111 

福岡支店長 池隅 剛志 

役割：事業計画での金融（主に発達支援融資）指導、助言。 

創業支援（創業塾講師）、金融動向を中心とした情報交換。 

福岡県経営支援モデル事業での助言。 

   職員資質向上（金融関係講師） 

 

福岡県事業引き継ぎセンター ③ 
福岡市博多区博多駅前 2丁目 9番 28 号福岡商工会議所ビル 7階 電話 092-441-6922 

統括責任者 奥山慎次 

役割：事業承継マッチングの全般指導。 

 

福岡県信用保証協会筑豊支所 ④・⑧ 
福岡県飯塚市吉原町 6－12－5Ｆ 

支所長 馬場勝久 

役割 金融動向を中心とする地域情報提供。 

福岡県経営支援モデル事業での助言。 

 

福岡よろず支援拠点 ④・⑧ 
福岡市博多区吉塚本町 9番 15 号 6Ｆ  電話 092-622-7809 

コーディネーター 佐野賢一郎 

役割 支援状況、支援ノウハウ等情報提供。 

  福岡県経営支援モデル事業での助言。 

 

林中小企業診断士事務所 ⑤・⑩ 
福岡市中央区小笹 3－5－16－601  電話 090-8767-1257 

代表 林幸一郎 

役割 創業支援（創業塾での事業計画策定講師）。 

   職員資質向上（経営分析・経営計画に対する講師）。 

 

多比良労務管理事務所 ⑤ 
福岡市中央区赤坂 1丁目 5-22 えがしらビル 4Ｆ  電話 092-791-7894 

代表 多比良修 

役割 創業支援（創業塾での労務全般講師）。 

 

吉岡税理士事務所 ⑤・⑩・⑪ 
福岡県飯塚市新立岩 11-10-2  電話 0948-22-3662 

代表 吉岡滋樹 

役割 創業支援（創業塾での財務・税務全般講師）。 

   職員資質向上（財務・税務全般に対する講師）。 

 

中小企業基盤整備機構九州本部 ⑦ 
福岡市博多区祇園町 4－2 博多祇園ＢＬＤＧ  電話 092-263-1532 

部長 富樫透 

役割 販路開拓全般の助言、支援。 
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カッホー馬古屏 ⑦ 
福岡県嘉麻市牛隈 882-1  電話 0948-57-2222 

組合長 大塚喜文 

役割：展示会・催事の支援。 

 

株式会社うすい （道の駅うすい） ⑦ 
福岡県嘉麻市上臼井 328 番地 1    電話：0948-62-4400 

代表取締役 山口克己 

役割：展示会・催事の支援。 

 

宮小路果樹組合 ⑦ 
福岡県嘉麻市馬見 1909-2  電話 0948-57-2580 

組合長 森徹夫 

役割：農産資源、特産品開発支援。 

 

嘉麻市まちづくり協議会 ⑦・⑧ 
福岡県嘉麻市大隈町 733  電話 0948-57-3154 

会長 日高健 

役割 特産品開発、展開に対する助言。 

   地域経済活性化に向けての全般的協議、支援。 

 

福岡嘉穂農協稲築支所 ⑦・⑧ 
福岡県嘉麻市岩崎 1239-2  電話 0948-42-1034 

組合長 吉田洋一 

役割：農産資源、特産品開発、農商工連携支援全般。 

 

福岡嘉穂農協碓井支所 ⑦・⑧ 
福岡県嘉麻市上臼井 1342-1  電話 0948-62-2029 

組合長 浅川満徳 

役割：農産資源、特産品開発、農商工連携支援全般。 

 

福岡嘉穂農協嘉穂支所 ⑦・⑧ 
福岡県嘉麻市上西郷 26-1  電話 0948-57-0050 

組合長 渕上武信 

役割：農産資源、特産品開発、農商工連携支援全般。 

 

福岡銀行稲築支店 ⑧ 
福岡県嘉麻市鴨生 242-23 

支店長 前田真哉  

役割 金融動向を中心とする地域情報提供。 

 

飯塚信用金庫稲築支店 ⑧ 
福岡県嘉麻市山野 1713-6 

支店長 福光雅司 

役割 金融動向を中心とする地域情報提供。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域経済動向調査・経営状況分析 
・需要動向調査等各種分析】 
※情報の収集・分析に係る支援等 
 
嘉麻市行政 
コンサルティングサービス株式会社 
福岡県中小企業振興センター 

中小企業大学直方校 

空き家対策協議会 

【事業計画策定支援・策定後の実施支援 
・創業支援】 

※計画策定・遂行のアドバイス、効果的な支

援策の立案協力、創業支援施策実施等 
 
嘉麻市行政 
中小企業大学直方校 
コンサルティングサービス株式会社 
日本政策金融公庫福岡支店 
福岡県事業引き継ぎセンター 
福岡県信用保証協会筑豊支所 
福岡よろず支援拠点 
林中小企業診断士事務所 
多比良労務管理事務所 
吉岡税理士事務所 

【新たな需要開拓・地域経済活性化へ

向けた取組み】 
※情報収集や共有、マーケティング、

販路開拓への協力等 
 
嘉麻市行政 
福岡県信用保証協会筑豊支所 
福岡よろず支援拠点 
中小企業基盤整備機構九州本部 
株式会社うすい（道の駅うすい） 
カッホー馬古屏 
嘉麻市まちづくり協議会 
宮小路果樹組合 
福岡嘉穂農協稲築・碓井・嘉穂支所 
福岡銀行稲築支店 
飯塚信用金庫稲築支店 

【支援ノウハウ等情報交換、 
職員資質向上、事業評価見直し】 

※職員の資質向上施策、事業のマネジメン

ト、ガバナンスの有効性について検討・評価

協力 
 
コンサルティングサービス株式会社 
日本政策金融公庫 福岡支店 
吉岡税理士事務所 

【経営発達支援計画事業遂行】 

嘉麻市商工会 

支援事業者 


