
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
みやま市商工会 （法人番号 １２９０００５０１２８８６） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

1. 経営基盤の強化を図る 

2. 現在保有する技術・ノウハウを維持し、発展させる 

3. 狭い商圏のビジネスモデルから広い視野を持ったビジネスモデル

を構築する 

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わること【指針③後半】 

⑴定期的なアンケート調査による経済動向の収集・分析 

⑵ヒアリングシートを活用した経済動向の収集・分析 

⑶行政等の統計資料・金融機関等の調査レポート等の活用 

２．経営状況分析に関する事 【指針①】 

⑴（定性分析）巡回訪問・窓口相談等を通じた「個社の現状再認識・方向

性提案」による支援 

⑵（定量分析）財務分析・自社確認を踏まえた経営課題抽出 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

⑴事業計画策定を目指す対象者の掘起し及び段階的な計画策定支援 

⑵創業支援に関する事業計画の策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

⑴巡回訪問等によるフォローアップ支援 

⑵創業及び事業承継後のフォローアップ 

⑶専門家派遣の活用、他支援機関との連携によるフォローアップ支援 

５．需要動向調査に関すること  【指針③】 

⑴統計情報の収集・分析 

⑵モニター情報の収集・分析 

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】 

⑴商品強化支援 

⑵販路開拓支援 

⑶ＩＴ活用支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．みやま市魅力発信協議会事業 

⑴高菜漬け等地域特産品による街おこし 

⑵みやまお土産のパッケージ化（ブランド事業）  

⑶既存食品関連企業と連携した商品開発みやまＰＲ事業 

連絡先 

みやま市商工会  〒８３５－００２４ 

          福岡県みやま市瀬高町下庄２２０８番地の１ 

           電 話 ０９４４―６３―８０００ 

           ＦＡＸ ０９４４―６３―８３４４ 

           Ｈ Ｐ http://www.miyama-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. みやま市の概要 
（１）みやま市の位置・地勢 

みやま市は、福岡県の南部筑後地方に位置し、市域の多くは筑後平野が広がる平地であ

る。平成１９年１月２９日に旧瀬高町、旧山川町、旧高田町の３町が合併し誕生した。福岡県の

観光地として全国的に有名な観光地である柳川市、三池炭鉱関連資産が世界遺産に登録さ

れた大牟田市、福岡ソフトバンクホークスのファーム球場がある筑後市に隣接している。 

交通面では、ＪＲ鹿児島本線、西鉄大牟田線など交通の利便性に富み、福岡市・佐賀市・熊

本市へも５０分圏内である。平成２３年春には九州新幹線鹿児島ルートが全面開通し、隣接す

る筑後市には「筑後船小屋駅」がある。また、「有明海沿岸道路」、九州自動車道「みやま柳川

インターチェンジ」、それらを繋ぐ一般国道４４３号線バイパスの開通で、交通アクセスが向上

し、九州での活動拠点とすることができる。 

市域の大半が筑後平野に含まれる平地で、昔から農業が盛んな地域であり、基幹産業は農

業で、ナス、セロリ、みかん、高菜等が特産品として知られている。 

日照にも恵まれた温暖な地域であるため、市はこうした地域特性を活かし、ＨＥＭＳ
※

事業で電

力自給率の向上を図る等の先進的な取組みを行っており、電力自給化を推進している。電力

の地産地消を目指し、平成２８年４月より家庭向け電力小売りサービスを提供するなど大規模

HEMS事業に参加する日本唯一の自治体として全国的に注目を集めている。この取り組みは、

グッドデザイン・ベスト１００の中で時代的課題をより高度に解決した質の高いデザインと認めら

れ特別賞「グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）」を受賞している。  

 
 ※ＨＥＭＳ（ヘムス）とは、「ホームエネルギーマネージメントシステム」を略した言葉で、住まいの快適性の

向上や省エネを目的に家庭の電力利用を一括制御・管理するシステムのこと 

 

 
 

 ■交通機関状況 

高速道路・・みやま柳川ＩＣ 

新幹線・・・・筑後船小屋駅 

ＪＲ線・・・・・・瀬高駅(快速駅)、南瀬高駅、渡瀬駅 

西鉄線・・・・江の浦駅、開駅、西鉄渡瀬駅 

車・・・・・・・高速利用で福岡市まで 1時間程度 

鉄道・・・・・博多駅まで在来線 52 分、新幹線 34 分 

空港・・・・・佐賀空港までリムジンタクシー40 分 

福岡空港まで高速バス 43 分 

 

 

 

○福岡県市町村全体地図○ 
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（２）みやま市の人口動態 

昭和６０年以降一貫して減少傾向にあり、平成２６年４月には市域全体が過疎地の指定を受

けている。（平成２７年人口約３９，０００人）６５歳以上の人口割合が増加し、１４歳以下の人口

割合は減少、急速に少子高齢化が進行している。 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

人口減少は死亡による自然減のみではなく、転出増の社会減との両面から進行している。 

 

 

  
男性・女性共に１５歳～３９歳の間に転出が多い。 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 みやま市調べ
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将来を担う若者世代の福岡市への転出が非常に多い。進学・就職・結婚が主な理由と考え

られる。現在の状況が続くと、２０年で現在の人口が１万人減少し、４０年で半減することにな

る。 

 

 

2. みやま市の商工業を取り巻く現状 
（１）就業者の現状 

大規模な医療施設（弘恵会ヨコクラ病院）の存在と高齢化による福祉施設の増加により、医

療・福祉関係（第３次産業のサービス業）の就業者数が多い。小規模事業者である建設関係も

就業者が多く、今後の地域需要の変化への対応が求められる。 
 

 
 



４ 
 

（２）商業の現状 

みやま市近隣にはイオン、ゆめタウン等の大型ショッピング店があり、食品、日用品は週末に

まとめて買う方が多い。地域の住人は車での移動が基本である為、商店街へ徒歩で買い物に

出掛ける方は減少し、商店街の多くが空店舗の状態になっている。 

一方、高齢化が進んでおり、車の運転をしない高齢者の買い物弱者化が進んでいる。商工

会では、買い物弱者対策として、配達サービスの事業所を集めた「みやま市 買い物おたすけ

帳※」を発行している。特に高齢者の方は近隣の大型店等で買回品を購入する事に抵抗があ

るようで、小規模な店舗でも売上を確保できている。 
 

※買い物おたすけ帳とは、日常の買い物などで困っている高齢者と買い物弱者へ商品の配達や出張サ

ービス、店内での補助などで手助けしてくれるお店と利用方法を掲載したもの。各世帯に配布。（約

14,000 部） 

 

（３）工業の現状 

みやま市では、交通インフラを強みに大企業の工場誘致を促進中であり、来春いすゞ自動

車（株）の工場がオープン予定である。 

中小の事業所が多いが、雇用も多いため、地域になくてはならない存在となっている。その

多くが下請けで、原材料の値上がりと価格転嫁が出来ない事により厳しい経営が続いている。 

また、みやま市の地域資源である高菜やノリなど農水産物を原料とした食品製造業が多いこ

とも特色の一つである。 

    

（４）農漁業の現状 

農業は、ナス・セロリ・みかん・すもも・高菜等の生産が盛んで、特にナスの生産量は多く、み

かんは地域のブランドとして認められている。高菜は高菜漬けへ加工した商品がブランド化さ

れて、伝統的な産業となっている。 

漁業は、みやま市南西部が面している有明海で海苔の養殖での収穫がある。現状では、農

漁業への商工会における支援は、農漁協へ加入されていない事業者への６次産業化支援を

行ってきた。 

 

（５）観光の現状 

みやま市は観光資源に乏しく、近隣の大牟田市・柳川市に来られた方がついでに回遊され

る事が多い。特に宿泊施設が少なく、集客できない一因となっている。 

                          みやま市調べ 

                                             

交通網の発達とともに柳川市、大牟田市、筑後市など隣接市町村の集客力が向上した。平

成２３年に道の駅みやまが開業し、みやまの特産物、特産品が観光客に人気を博している。福

岡県の道の駅では、売上高３位、来客数２位と順調に伸びている。しかし、その多くが近隣市町

村への観光地への移動中の立ち寄りが多く、みやま市の入れ込み観光客数の多くは通過型で
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ある。 

（６）地域資源の現状 

基幹産業の農業である果物類・野菜類の産出額は豊富で県内１、２位を誇っている。ナス、

セロリ、イチゴ、みかん、すもも、高菜などこの地域資源を利用した食品製造業者も多く、特に

高菜漬は日本有数の産地となっている。 

さらに伝統的工芸品として、「みやまの木」クスノキから抽出された「天然樟脳」や地域には花

火製造所が多く「国産線香花火」も知られている。また、九州では唯一の「木蝋」の製造など伝

統と自然に寄り添うものづくりも行われている。有明海で採れる海苔も美味しく贈答品として人

気である。 

 

（７）みやま市商工会の経営支援体制の現状 

平成１９年１月、市町村合併でみやま市が誕生した事により、平成２０年４月に瀬高町、山川

町、高田町の３商工会が合併したが、瀬高町商工会を本所とし、高田町、山川町はそれぞれ

支所として残り、人員配置等運営面で資源分散により非効率な状態が大きな問題となってい

た。先進地視察等を行い改善に向けて議論を重ね、平成２８年９月末をもって支所を閉所し、

瀬高本所での事務処理の一元化並びに経費の効率化により業務の合理化を図っているところ

である。今後は、職員が一カ所に集中することにより情報共有が進むため、更に業務の見直し

を進め、個社支援を実行していく。 
 

 

3. 小規模事業者の現状と課題 

 
みやま市内中小企業者数 1,419 社 

内） 小規模事業者数 1,179 社 

 内） 小企業数 1,089 社 

  

 
建設

業 

製造

業 

卸売

業 
小売業

飲食

業 

宿泊

業 

サービ

ス業 

その

他 
合計 

業種別 

割合 
235 192 61 419 112 1 231 169 1,419

平成 27 年度 福岡県商工会連合会「商工会実態調査」 

 

課題 1．経営基盤強化と大手企業との競争力向上 

人口減少が表面化してきており、現市場での需要減少は免れない状況である。また、近隣

への相次ぐ大手企業の進出により顧客の流出が続き、小規模事業者の売上が減少している。

危機感はあるものの日々の営業活動に追われ、将来を見据えた経営を行えていない状況であ

る。人口減少・市場の縮小を加味した経営計画を策定し、必要であれば商圏拡大を実行するこ

とが望まれる。また、商品やサービスの改良など消費者の需要に合わせた質の向上を図り、大

手に負けない商品サービスを顧客へ提供する取組が必要である。 

特に、創業者については地域の市場が小さい為か創業後継続して経営する事が困難である。

創業前から特に資金面で準備が必要である。創業後の売上予測をシビアに行う必要がある。 
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課題 2．経営者の高齢化と事業承継 

みやま市商工会会員は高齢化が進み、６０歳代以上の

方が、６０％を占めている為、１０～２０年の間に事業承

継・事業譲渡・廃業が予想される。この傾向は、市内の小

規模事業者においても同様の課題と推測される。経営者

が高齢化し、後継者不在のため廃業する事業所が増加

すると予想されるが、事業承継と廃業への準備が不足し

ている。事業計画を立て、計画的に準備を行い、スムーズ

な事業承継を図る取り組み、及び債務状況を加味しでき

る限りの事業継続を目指す取り組みが必要である。 
                                      商工会会員台帳より H28・10 月 

課題 3．地域資源を活用した付加価値向上 

ナス、セロリ、みかん、高菜漬け、海苔等、みやま市には地域資源が豊富にあるが、これらを

活用した商品には、商品企画や販売促進に課題があるものが多く、大きな売上に繋がってい

ない。商品の付加価値を高めるため、商品能力の向上支援や、販路拡大への取組みとして展

示会等参加した後の営業活動等フォローアップの取組みが必要である。 

 

課題 4．IT を活用した販路拡大 

人口減及び高齢化により今後域内消費は縮小すると考えられる。そのため、小規模事業者

の販売する商品については商圏を広げる取り組みが必要であるが、経営者の高齢化もあり、小

規模事業者については、ＩＴによる情報発信力が弱いことが課題である。また、現在ＨＰを導入

している事業所もＳＥＯ対策が不足している。 

商圏拡大に積極的な経営者や後継者など中心に、EC サイト構築に対する支援の要望も高

まっていることから、ＩＴによる情報発信とＥＣサイトの導入支援が必要である。 

 

 

４. 小規模事業者の中長期的な振興の在り方 
（１）みやま市総合戦略 

平成２７年１０月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しており、この中から商工業に関

する部分を要約し抜粋する。 

 

【基本目標】まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

みやま市は、高齢化による人口の社会減に歯止めをかけるために雇用を生み出す取り組

み、人の定着を勧め、安心安全で持続可能な活力ある地域の創生を目指している。その基本

目標として、以下の通りの目標を掲げている。 

食品製造業をはじめとする製造業の企業誘致、既存の製造業の活性化支援により雇用の場

を創出する。基幹産業である農漁業は、生産性の向上や六次産業化、販路の拡大などで成長

産業に転換させることを目指す。さらに商工業においては、商店街の振興や中小企業を支える

ことで新たな可能性の発見につなげる。また、本市の地域資源を活用した観光を創出すること

で、観光の新しい産業化を目指す。交流人口の増加を図りながら消費につなげることで、働く

場所の増加につなげる。 
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（２）小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

現状と課題、自治体の方向性や求められる役割を踏まえたみやま市商工会の中長期的な振

興の在り方を、下記のように定義する。 

 

これまでの狭い地域でのビジネスモデルから脱却し、商圏の広いビジネス

モデルへの変革を伴走型で支援し、地域資源を生かした商工業の活性化

で、豊かなみやま市の実現に寄与する。 
 

1. みやま市商工会は、みやま市総合戦略を推し進めることにより、小規模事業者の持続
的発展のために計画経営を勧め、経営基盤強化を図る 

2. 活力ある地域の創生による雇用増加策を支えるため、創業支援や事業承継支援をき
め細かく取り組み雇用の場の創出を図る 

3. 販路開拓・商圏拡大の支援を勧め、売上利益の拡大を目指す 
4. 豊富な地域資源を活用した地域ブランド化支援を進め、地域経済の活性化による魅
力ある街づくりに寄与する 

 

 

5. 経営発達支援計画の目標 
 （1）経営基盤の強化を図る為に 

事業所の状況と地域の需要予測を基に個社ごとの経営計画を作成する。また、計画策

定にあたり、有益な情報提供及び経営分析などを支援し、実行可能な計画策定を支援す

る。また、策定後は実行支援として、定期的な進捗確認を行い、適宜必要な情報提供を

行う。 

 

 （2）現在保有する技術・ノウハウを維持し、発展させる為に 

市と連携し創業支援に取り組む。また、経営ノウハウが少ない経営者に対しては、伴走

的支援により持続可能な経営を支援する。 

また、高齢化が進むみやま市においては事業承継が重点的な支援項目であるため、

事業承継の意識付けを啓蒙する。承継時期、後継者育成などを承継計画として策定する

ことで、対処すべき課題が明らかとなり、スムーズな事業承継が可能となり、事業の持続的

発展を図ることで、事業者数の減少に歯止めをかける。 

 

 （3）狭い商圏へのビジネスモデルから広い視野を持ったビジネスモデルを構築する為に 

  商品・サービス力の向上を図る為、市と連携し地域ブランド化支援として「みやま市ブ

ランド」の育成とワークショップ形式による商品強化支援を行う。また、地域外の市場への

販路拡大を支援、特にＩＴ利用を促し、各事業所の売上・利益の増加を目指す。 

 

 上記の目標を達成するため、次の取り組みを行う。 

 

① 広く経済の状況を掴む為に、地域経済動向について、調査シートを用いた郵送・巡回訪
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問等による定期的なアンケート調査・ヒアリング調査を実施し、小規模事業者の実態を把

握し整理する。新たな需要を見据えた事業計画策定の基礎資料として活用するため、整

理分析し、小規模事業者にフィードバックし経営強化を図る。 

【指針③後半】 

 

② 現状の把握を行う為に、個社の経営状況について調査シートを用いて巡回訪問、講習会
開催等により現状把握を行い、個々の小規模事業者における経営状態や課題の把握に

努める。経営状況の分析から得られた結果を事業計画策定支援にも活用するなど、伴走

型の支援を実施する。 

 【指針①】 

 

③ 現状に沿った経営を行う為に、事業計画を策定する為に経営状況の分析結果及び市場
調査等の結果を整理活用し、経営指導員、経営支援員による複数での支援体制を構築

し、事業主が主体的に計画策定に取り組むための啓発を行う。構築した支援体制により

計画策定時からブラッシュアップまで常に事業主に寄り添い、サポートを行っていく。 

また、計画内の経営課題を３種類（経営改善・商圏拡大・事業承継）に分類し、方向性に

合った計画作成を支援する。事業承継やＭ＆Ａ、第二創業を念頭に置いている小規模

事業者については、窓口相談や巡回訪問等により広く掘り起こしを行い、他の支援機関

等と連携して事業計画の策定を支援する。 

創業予定者については、市と連携し創業塾等のセミナーを開催し、参加勧奨を行い支援

する。 

【指針②前半】 

 

④ 事業計画策定後の実施支援は初年度については、状況確認のため４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支援対応を行っていく。チェック

シートにより進捗状況の確認・問題点などの「見える化」を行い、職員が情報を共有し、必

要に応じて関係機関・専門家と連携した伴走型支援の強化を図る。 

また、創業、事業承継、Ｍ＆Ａ、第二創業についても、経営の安定化が図られるよう職員

が一体となった伴走型支援体制を確立し、巡回訪問や専門家派遣を強化する事で、実

施支援を行っていく。特に創業者へは１年後、３年後、５年後に経営見直しの機会を設

け、持続的な支援を実施する。現状の課題を克服した事業所については商圏拡大への

取り組みへ誘導する。 

   【指針②後半】 

 

⑤ 需要情報を統計等の調査で得られる情報（以下 統計情報）とモニター調査などの消費
者意識による情報（以下 モニター情報）に区別し、両面から動向を分析し、全国のマー

ケット情報で都市部での販売に役立つ情報を収集する。モニター情報では、商圏拡大時

に必要となる都市部の消費者意識を提供する事を目的とする。また、分析時には収集し

た需要予測を３パターン（良い・普通・悪い）で立て、経営計画策定時に現状分析の中で

提供、「みやまブランド育成事業(仮)※」内で利用する 

【指針③前半】 
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   ※みやまブランド育成事業(仮)とは、みやま市との共同事業である「みやま魅力発信事業・ふるさと名物づ
くり部門」の事業で、みやま市にある事業所が加工・製造・販売している商品を強化し、道の駅での販売・

お土産・通信販売・アンテナショップ開設を目標としている。 

 

⑥ みやま市との共同事業である「みやま魅力発信事業・ふるさと名物づくり部門」内のブラン
ド事業を利用し、「みやまブランド育成事業（仮）」を立ち上げ、独自の商品を開発する事

業者向けに、グループによる商品向上ワークショップ形式で支援を行う。継続的な商品力

向上・販売促進の支援を行い、地域需要が縮小した後も持続的に経営できるよう、商圏

拡大を支援する。ＩＴ活用対策として講習会開催、巡回相談で支援を行う。情報発信・ＥＣ

サイト・ＳＥＯ対策・ＳＮＳ活用とレベルアップを図る。 

   【指針（４）】 
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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. 地域経済動向調査に関すること 【指針③後半】 

 【現状と課題】 

これまで、主に経営指導員等による個別事業所への巡回訪問時、金融・記帳・税務相談

等で景気動向や事業所動向についてヒアリングすることにより地域経済の動向は把握してき

たが、職員個々の分析に委ねられ限定されたものとなっていた。そのため、統一した地域経

済の動向の把握まで結びついていなかった。 

また、全国商工会連合会が実施している四半期毎の中小企業景況調査は、調査対象サ

ンプルが限定的なため地域内の景況感を把握するまでに至っていなかった。 

さらに、各種関係機関の調査データ等は、定期的に情報収集してきたが内部資料として

留まり、小規模事業者への情報活用に有効活用されていなかった。 

 

 【事業内容】 

（1）定期的なアンケート調査による経済動向の収集・分析<新規> 

   地域内の実態を反映したより詳細な経済動向を把握するために、定期的にアンケート調

査を実施する。 

   毎年度、業種の異なる非会員も含む１２０事業所（地区内小規模事業者の約１０％）に対し

調査を行い、郵送で配布し、ＦＡＸでも回答できるようにする。 

調査項目は、全国商工会連合会が実施している中小企業景況調査の調査内容を参考と

し、売上・採算・資金繰り・設備投資・業界動向等について調査を行う。 

取得した情報をデータベース化することによって地域経済全体の動向を整理分析し、事業

者へホームページ、会報、巡回訪問等により情報提供するとともに、経営指導員が事業計画

策定支援を行う際の基礎資料として活用する。 

 

分析項目：売上・採算・資金繰り・設備投資・業界動向等 

 

手段手法：毎年度、１２０事業所に対しアンケート調査を実施 

 

成果の活用：収集・分析したデータについてはデータベース化し、事業計画策定支援を行う

際の基礎資料として活用するほか、ホームページや会報で情報提供を行う。 

 

（2）ヒアリングシートを活用した経済動向の収集・分析<新規> 

   上記(1)の取組を地域全体の経済動向として捉え、更に（１）のアンケート調査結果の分析

から、詳しいヒアリングが必要と判断した事業所の内５０件（職員２人１組当たり１０件）の小規

模事業者を抽出して、ヒアリングシートにより掘り下げた調査を行う。 

ヒアリング調査においては、標準化した調査シートを作成し、各課題や情報を新たな需要

を見据えた事業計画策定の基礎資料として活用するため整理分析を行う。 
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    この取組により、全体として捉えられない部分を補完することが可能となり、特定事業者の

動向を整理分析し、経済状況の分析や事業計画策定支援に有効活用する。事業者へは、

巡回訪問時等にフィードバックし情報提供することで適切な支援へつなげる。また、事業者

へホームページ、会報、巡回訪問等により情報提供する。 

分析項目：景況、業況、資金繰りの状況、経営課題、支援ニーズ等 

 

手段手法：毎年度５０件の小規模事業者を抽出し、巡回によりヒアリングシートを活用した

調査を行う 

 

成果の活用：収集・分析したデータについてはデータベース化し、事業計画策定支援を行う

際の基礎資料として活用するほか、ホームページや会報で情報提供を行う。 

（3）行政等の統計資料・金融機関等の調査レポート等の活用<拡充> 

金融機関・行政・民間調査会社が公表している各種資料を活用して、地域内の経済動

向のみならず、福岡県、全国の業種別、規模別景況ＤＩ、流通動向等の抽出により比較分

析して小規模事業者の事業機会や事業計画策定の指針となるよう分析する。当商工会の

ホームページや会報へ掲載するなど小規模事業者に対して適宜、情報提供を行う。 

また、経営指導員が事業計画策定支援を行う際の基礎資料として活用する。 

 

分析項目： 

・総務省統計局（統計調査、労働力調査 等）…全国的景況推移 

・九州経済産業局（地域経済産業調査、生産動向、産業別動向 等）…九州景況推移 

・福岡県（月例経済報告 等）…県内業況推移 

・日本政策金融公庫（調査月報）…消費動向、Di 等 

・福岡県信用保証協会（景気金融動向調査）…保証利用度推移など 

・福岡銀行（ＦＦＧ調査月報）…金融需要動向、倒産動向 

・筑邦銀行（経済・調査統計）…金融需要動向、倒産動向 

・西日本シティ銀行（消費者動向調査レポート）…金融需要動向、倒産動向 

・株式会社日本統計センター（市場情報評価ナビＭｉｅＮａ）…事業者数、所得推移、流

動人口 等 

 

手段手法：調査データについて収集を行い、整理分析を行う。月例の職員会議にて共

有を行い、小規模事業者の事業機会や事業計画策定の指針として、巡回・窓

口相談時に情報提供する。 

また、月毎の分析データについては、半期単位でまとめ、ホームページ・会

報での情報提供を行う。 

 

成果の活用：収集・分析したデータについては、事業計画策定支援を行う際の基礎資料

として活用するほか、ホームページや会報で情報提供を行う。 
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 【期待できる効果】 

   上記の取組で地域内の詳細な経済動向を把握することにより、小規模事業者を取り巻く

環境、機会・脅威を捉え、個々の事業計画策定においてその事業の方向性を確認・判断し

的確な支援が可能となり、経営発達支援事業の円滑な推進に資する。アンケート調査のみ

でなく、ヒアリングでの調査を実施する事で、より踏み込んだ生の声を収集可能になり、効果

が高まる。 

 

 【目標】                        

内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

⑴アンケート調査事業所 - １２０ １２０ １２０ １２０ １２０

⑵ヒアリング調査事業所 - ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

⑴⑵⑶情報提供回数 - ２ ２ ２ ２ ２

(1)(2)(3)情報提供事業所数 

（みやま市内中小企業者 

  非会員含む） 

- １,４１９ １,４１９ １,４１９ １,４１９ １,４１９

※経営指導員は現状 6名、平成 29 年度より 5 名となる 

 

 

 ２. 経営状況分析に関する事 【指針①】 

 【現状と課題】 

   これまで、小規模事業者への経営状況の分析は、巡回訪問、窓口相談時の金融税務に

おける決算書等からの財務分析による経営指導は行っていたが、直面する経営課題の解

決にとどまり限定的であったため、総合的に経営改善計画策定に活用されていなかった。 

また、多くの事業者が日々の経営に追われている現状の中で、事業者自ら商工会や専門

家を活用した自発的な経営状況分析の実施はごく少数である。 

小規模事業者への経営状況分析の必要性について講習会等で啓発を強化し、自発的な

分析の実施へと促しながら、今後の改善の方向性を導く経営戦略の立案ができるようにす

ることが重要である。 

  

【事業内容】 

（1）（定性分析）巡回訪問・窓口相談等を通じた「個社の現状再認識・方向性提案」による支

援 <新規> 

経営分析においては、現状における自社の再確認が重要となることから、「自社の現

状再認識シート」、「経営環境の把握と方向性提案シート」（下記参照）を支援ツールとし

て活用し、ヒアリングを基本とした巡回訪問を行う。 

このアプローチは課題抽出を目的とした経営分析（自社の「強み」「弱み」、業界での

「機会」「脅威」）の情報収集であり、経営資源の洗い出しを行うとともに、経営者の持つイ

メージが「見える化」され、経営者と経営指導員の間で経営課題を認識共有し伴走型支

援に繋げる。 

この過程で、事業者の“やる気”（意欲度）、実現可能性、将来性により優先順位をつ

け分類し、対象事業者をピックアップし経営指導員等による「経営支援会議」（毎週月曜
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日実施）を開催し、職員間で事業所の情報の共有を行ったうえで、具体的な個社支援の

アクションに繋げていく。経営支援会議では各指導員が担当事業所の案件を「自社の現

状再認識シート」を基にプレゼンし、専門家と協力して「経営環境の把握と方向性提案シ

ート」作成まで行う。その後担当者が巡回訪問し、事業計画策定へ活用する。 

 

※「自社の現状再認識シート」、「経営環境の把握と方向性提案シート」全国商工会連合

会（作成公表） 
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分析項目：自社の「強み」「弱み」、業界での「機会」「脅威」。製品・サービスの特徴、競争

状況の特徴、お客様の特徴。 

 

手段手法：巡回ヒアリングにより経営分析の重要性を啓蒙し掘り起こしを行い、自社の現状

再認識シート」、「経営環境の把握と方向性提案シート」を活用し経営課題を分

析する 

 

成果の活用：経営資源の洗い出しと経営者の持つイメージの「見える化」により具体的な個

社支援策を検討、定量分析と合わせて経営計画へ利用する 

 

  （2）（定量分析）財務分析・自社確認を踏まえた経営課題抽出<新規>  

    財務面からの経営分析は、全国商工会連合会の「ネット de 記帳システムの財務分析機

能」・中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」・普及率の高い民間会計ソフト

「弥生会計」等を活用し、収益性、効率性、生産性、安全性、成長性、キャッシュフロー等

を分析し、同業種の財務指標との比較を行う。これを事業者の経営状態を確認する基礎

資料として活用する。加えて金融機関からの借入状況表を作成し、現在の利益で返済能

力を満たしているのか、資金繰りの安全性分析を行う。 

    分析結果を踏まえて、課題解決、経営ビジョン・経営方針を実現するための事業計画の

策定、実施支援へ繋げていく。 

 

分析項目：収益性、効率性、生産性、安全性、成長性、キャッシュフロー分析、借入金状

況確認 
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手段手法：ネット de 記帳・中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用し同

業種との財務指標との比較を行う。金融機関借入状況表を各金融機関の残高

表を基に作成する。 

 

成果の活用：課題解決、経営ビジョン・経営方針を実現するための事業計画の策定、実施支

援を講じる。定性分析と合わせて経営計画へ利用する。 

 

 

 【期待できる効果】 

   地域の経済動向を踏まえたうえで、（１）定性分析と（２）定量分析をまとめて総合的に分析

をする事により、総括的な経営課題が抽出できることから、これらのデータを巡回訪問、窓口

相談時の必須資料として活用する。この取組によって小規模事業者の今後の事業展開に有

効な事業計画策定ができる。また、専門的な分析については、税理士や中小企業診断士と

いった外部の専門家と連携するなど適切な支援を行う。 

  

 

 【目標】 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（定性分析）「自社確認・方向

性シート」による分析件数 
- ３０ ４０ ５０ ５５ ６０

（定量分析） 

経営分析・財務分析件数 
- ３０ ４０ ５０ ５５ ６０

※現在合併特例で６人の指導員が来年度より５人へ減少する。 

 

 

  ３. 事業計画策定支援に関すること 【指針②】   

 【現状と課題】 

これまでは、経営指導員が受動的に金融支援や補助金申請等の機会を捉え、限定的

な事業計画策定支援に留まっていた。事業者においては事業計画を立てる意識が希薄で

あり、補助金申請時における一過性の計画で終わってしまい、事業者の主体的・継続的な

取り組みに繋がらない状況にあったことが課題である。今後は広い視野でのビジネスモデ

ル策定を目指し、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】 

（1）事業計画策定を目指す対象者の掘起し及び段階的な計画策定支援<拡充> 

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

を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。手法としては、商工会ＨＰへ掲載、チラシを作成

し、ヒアリング等で巡回時に案内、みやま市、地域内金融機関への周知等で行う。 

掘り起こした事業所については、事業計画策定講習会へ誘導し、「2.経営状況に関する

こと」で記載した内容を基に事業の現状把握を行う。その後、事業所の現状とニーズを判

断して、３種類に分類する。 
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①経営改善計画に該当するもの 

②経営革新・商圏拡大に該当するもの 

③事業承継・Ｍ＆Ａ・廃業に該当するもの 

 

上記３種類の事業所に対して以下のように支援する。 

 

①経営改善計画に該当するもの 

 経営改善が必要な事業所は、負債が大きく、返済が難しくなっていると思われる。その

ため、金融機関への経営状況の説明が重要になる場合が多い。よって、内部改善を行

い、利益率の改善での返済原資の確保を計画書に落とし込む。基本部分は事業計画策

定講習会で作成し、金融機関出身の専門家へ支援を受ける。 

 計画実施後改善が見られた場合、②の経営革新へ繋がるよう支援する。 

 

②経営革新・商圏拡大に該当するもの 

 経営成績が良く、財務面でも余裕のある事業所へは、自社の商品・サービスの向上を

促し、経営革新・商圏拡大の為の経営計画作成を支援する。地域経済動向や需要動向

調査の分析結果から今後の見通しについて説明し、５～１０年後の経営状況を加味し

て、商圏拡大の経営計画作成を支援する。 

 

③事業承継・Ｍ＆Ａ・廃業に該当するもの 

 基本の経営計画策定後、事業承継を課題とする事業者及び後継候補者（親族・社員・

第三者等）に対して、専門家による事業承継相談会を行う。相談会では、現代表者と候

補者を交え、お互いの認識を共有する場づくりとし、必要に応じて専門家派遣等を活用

した事業承継の為の中長期的な展望を見据えた計画策定支援をすることによって、経

営に対する不安を払拭し円滑な事業承継を図る。また、Ｍ＆Ａの可能性がある事業所に

ついては「事業価値を高める経営レポート&事業承継計画」シート（下記参照）を活用し、

事業の価値を把握して、事業計画の策定を支援する。これらの支援には、福岡県事業

引継ぎ支援センターと協力して行う。廃業については案件の緊急性を把握し、高度な知

識を要する場合が多いので、専門家へ依頼し、支援をお願いする。 

 

①と③に該当した事業所は最終的に②の経営革新・商圏拡大へ誘導して商圏の広いビ

ジネスモデルへの変革を支援する。 

 

事業計画策定講習会では、事業計画策定の主体が小規模事業者自身であるという意

識の定着に繋げることを主眼に置き、参加される事業所に対して、小規模事業者の主体的

な事業計画策定を最重要課題として開催する。より多くの事業者が事業計画策定の重要

性を認識してもらう場づくりをもって「自社と向き合う機会」をつくる。 

支援体制としては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

家派遣を活用し外部専門家の協力を仰ぐ。 
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事業価値を高める経営レポート&事業承継計画（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）創業支援に関する事業計画の策定支援<既存拡充> 

創業を予定する事業所に対しては、平成 27 年度から創業塾を開催し、支援を推進して

いる。今後も実施内容を充実し、福岡県商工会連合会、日本政策金融公庫、九州北部税

理士会、市内金融機関等各機関と連携しより多くの創業希望者の掘り起し、支援を行う。 

新たな取り組みで、参加される創業者へは３年で創業者の大半が廃業している現実を

意識させ、１年後、３年後、５年後に経営見直しの機会を設ける。その際に計画と現状との

差異を分析し、改善の為のアクションプランまで作成する等持続的な支援を実施する。 

※下線部分が拡充した部分 

 

 【期待できる効果】 

上記の取組み、フォローアップ体制の構築、継続した情報提供により、需要を見据えた

経営の促進を図るうえで、有効な事業計画策定支援ができる。経営計画作成により、５年

後を意識した経営が行え、企業として成長し商圏拡大へ繋げる事ができる。 
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 【目標】 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１） 

 

経営改善計画 

策定事業者数 
- １０ １０ １０ １０ １０

経営革新・商圏拡大 

計画策定事業者数 
５ １０ １０ １５ １５ ２０

事業承継計画 

策定事業者数 
２ ５ １０ １５ ２０ ２０

（２） 
創業計画策定 

事業者数 
２ ５ １０ １０ １０ １０

  ※現在合併特例で６人の指導員が来年度より５人へ減少する。 

 

 

  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】 

これまでの事業計画策定後の実施支援については、経営革新や補助金などの事業計

画実行について事業所から要望や相談があった際フォローする事を主体とし、検証や見

直しまでには至っていなかった。計画立案から実行、評価、対策までを支援する事で、計

画実現の目的を達成できるよう事業実施の支援を適切に行っていくことが課題である。 

 

 【事業内容】 

（１）巡回訪問等によるフォローアップ支援<新規> 

 事業計画策定後、４半期ごとに巡回訪問し、進捗状況を確認するとともに、助言・支援を

行い、「計画」「実行」「進捗状況確認」「分析・修正」の PDCA サイクルが機能するよう支援

する。 

計画遂行のために国・県・市の行う支援策の活用等について情報提供を行う。資金的支

援が必要な事業者については、連携する日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達

支援融資制度」等を活用し、資金調達の支援を行い、事業者の着実な事業実施に向けた

取り組みを支援する。 

 

    ①経営改善計画に該当するものについてのフォローアップ 

 事業計画策定後、４半期ごとに巡回訪問し、進捗状況を確認する。経営改善計画は銀

行へ提出している場合が多いので、数値目標の達成度を必ず確認し、必要であれば直

ちに対策案を検討する。その際は担当した職員と専門家が支援し、できる限り数値目標

を達成できるよう支援する。 

 

②経営革新・商圏拡大に該当するものについてのフォローアップ 

 事業計画策定後、４半期ごとに巡回訪問し、進捗状況を確認する。経営革新・商圏拡

大は計画作成の際に開発した商品・サービスが市場に受け入れられるかが大きなカギと

なる為、フォローアップの際は商品の市場評価を〈５.需要動向調査に関すること〉におけ

る⑵モニター調査を定期的に行うことや必要であれば、再計画策定も実施する等、ＰＤＣ

Ａサイクルを活用した支援を行う。 
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③事業承継・Ｍ＆Ａ・廃業に該当するものについてのフォローアップ 

 事業承継に伴う事業計画策定後４半期に一度重点的巡回訪問あるいは窓口相談によ

る支援を行い、以降は通常の巡回訪問を中心に支援する。ヒアリングと資料確認により

進捗状況のチェックを行うとともに、経営全般・マーケティング・金融・雇用・税務等の課

題解決に必要な指導・助言を行う。事業承継が終わり、軌道に乗った後②の経営革新・

商圏拡大への支援へ誘導する。 

  

（２）創業及び事業承継後のフォローアップ<拡充> 

事業計画策定後、４半期ごとに巡回訪問し、進捗状況を確認する。創業後は３年で創業

者の大半が廃業している現実がある事から、１年後、３年後、５年後に経営見直しの機会を

設ける。その際に計画と現状との差異を分析し、改善の為のアクションプランまで作成する

等持続的な支援を実施する。 

 

（３）専門家派遣の活用、他支援機関との連携によるフォローアップ支援<拡充> 

 事業実施支援を行うにあたり、高度・専門的な対応が必要な場合には、福岡県商工会連

合会の専門家派遣等を活用し支援を行う。 

   また、専門家派遣等を通じ他の支援機関と連携することにより、職員の支援能力向上も

図られる。 尚、計画実行において発生した資金需要に対しては、日本政策金融公庫と連

携し「中小企業経営力強化資金」を活用し、進捗状況の把握を行い、資金計画の実行支

援を行う。   

 

 【期待できる効果】 

定期的なフォローアップを行うことで、事業計画どおり事業運営がなされているか確認

し、PDCA サイクルに沿った支援による目標達成に向けた着実な取り組みが期待できる。 

 

 【目標】 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１） 

 

経営改善計画フォロ

ーアップ事業者数 
- １０ １０ １０ １０ １０

経営革新・商圏拡大

計画フォローアップ

事業者数 
５ １０ １０ １５ １５ ２０

事業承継計画フォロ

ーアップ事業者数 
２ ５ １０ １５ ２０ ２０

（２） 

創業計画フォローア

ップ事業者数 
２ ５ １０ １０ １０ １０

計画見直し実施 

（１・３・５年後） 
- ２ ５ １２ １５ ２２

  ※現在合併特例で６人の指導員が来年度より５人へ減少する。 
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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】   

   経営革新・小規模持続化補助金の申請等で経営計画を立てる際に事業者とのヒアリング

でそれぞれのマーケット情報を聞き出している。しかし、その情報の多くが「経験や勘」、「顧

客と納入業者の噂話」の様な情報で、統計調査とは違い、真偽が不明確な情報である。今

後、人口減・需要減が加速する事が予想され、正確な需要予測を事業者へ提供し、経営計

画を立てる支援が必要である。また、商圏拡大を進める為にも地域での需要状況のみでな

く、広く情報を収集する必要がある。 

 

 【事業内容】 

  （1）統計情報の収集・分析<新規> 

     大消費地を意識した消費者トレンドを把握するために下記の手法により消費者需要動

向を調査する。収集した情報は、「商品開発の方向性」、「ターゲットとなりうる性別・世代

の特定」、「価格設定」に利用し、個社の商品開発へ活用する。また、創業予定者へは地

域の商圏分析を詳細に行える「市場情報評価ナビＭｉｅｎａ」を利用し、今後の商圏状況を

予測し、出店場所の選定に利用する。 

  ・「日本経済新聞日経テレコンＰＯＳＥＹＥ」で売れ筋、トレンドを収集 

  ・「総務省統計局・全国消費動向調査」で対象マーケットでの動向を収集 

・「市場情報評価ナビＭｉｅｎａ」で所在地から 500ｍ・1ｋｍ・3ｋｍ内での商圏情報が詳細に把

握できるため地域で稼ぐ個店への支援の際に利用する。人口の分析も詳細に行え、商圏

内の年齢別人口と商品別購買力をレポートにし、分析へ役立てる。創業者へは商圏別ラン

キングを示しながら、出店場所の検討と出店後の商圏範囲の設定を支援可能になる。 

 

調査項目：売れ筋、トレンド、マーケット動向、商圏内の年齢別人口、 

商品別購買力  

 

支援対象：事業計画を策定し新商品開発を行う事業所、創業予定者、 

 

成果の活用：収集した情報を業種別、品目別に分類し対象の事業所へ情報提供を行い

経営計画策定の基礎資料として活用する。商品の方向性・ターゲット設定・

価格設定へ活用する。出店場所の検討と出店後の商圏範囲の設定を支援

する。 

 

 （2）モニター情報の収集・分析<新規>  

モニター情報は主に商圏を拡大する目的の事業所（主に食品の加工製造・オリジナル

商品を加工製造する事業所）へ新たな市場の消費者意識を提供する事を目的とする。〈⑴

統計情報の収集分析〉を利用して開発した商品と価格設定の評価を、民間調査会社と協力

し、都市部のターゲットとする性別・世代を集めたモニタリング試食会、百貨店のバイヤーに

よる商品評価会、都市部での展示会・商談会でのモニタリング調査を行う。得られた情報は

直に事業者と共有し、新商品開発・商品ブラッシュアップに利用する。 
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調査項目：都市部の消費者意識の調査、具体的な商品の消費者評価、 

バイヤー評価 

 

支援対象：「みやまブランド育成事業(仮)」参加事業所 

 

成果の活用：商品開発・価格設定・商品のブラッシュアップ時に活用 

 

 【期待できる効果】 

    統計情報を把握する事で、広い目線でのビジネスモデル構築に利用できる。将来商圏

拡大する際に、自社の商品・サービスを見直すきっかけを提供できる。 

モニター情報の活用で、新商品開発・商品ブラッシュアップの方向性が定まり、よりニー

ズに適した商品を市場に提供できる。これにより、新たな需要を得ることができ、持続的な

経営力の強化に繋がる。 

 

    

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31 年度 32 年度 33 年度

⑴統計情報提供事業所数 - １５ ２０ ２５ ２５ ３０

⑵モニター調査回数 - ３ ３ ３ ６ ６

⑵モニター情報提供事業所数 - １０ １０ １５ １５ ２０

 

 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】 

   現在行っている販路開拓支援は、商談会出展案内、出展時の書類作成支援、専門家派

遣による商品のブラッシュアップ、講習会でのパッケージデザイン強化等である。いずれも

事業者からの相談がきっかけで、短期的な支援に終始している。また、現在の商圏での販

売を念頭に置いており、新たな需要は得られていない。支援後の成果について具体的には

把握していない。また、現在ＥＣサイトを利用している事業所は少なく、その多くが、数年前

に業者任せで作成したため、更新面、集客面で活用できていない状況である。ＳＥＯ分析を

導入している事業所もわずかである。 

課題として、商品自体の強化支援、展示会等への積極的な出展支援を継続的に行い、

成果を把握して、より強化していく必要とＨＰの情報配信・ＥＣサイトの充実化がある。 

 

 【事業内容】 

  （1）商品強化支援<新規>  

みやま市との共同事業である「みやま魅力発信事業・ふるさと名物づくり部門」内のブ

ランド事業を利用し、「みやまブランド育成事業」（仮）を立ち上げ、独自の商品を開発す

る事業者向けに、グループによる商品向上ワークショップ形式で支援を行う。メンバーは

必ず経営計画を策定し、②の経営革新と商圏拡大に該当する者とする。 

ワークショップでは定期的に商品ブラッシュアップの場を設ける事で、商品の改良と新
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●参加対象展示会・商談会 (参加候補) 
・九州外食ビジネスウィーク 

２０，０００名の仕入れ・導入を目的とした「飲食店経営者、購買責任者、チェーン店バイ

ヤー」と効率的に商談できる九州最大・外食産業最先端の商談展示会。 
・スーパーマーケットトレードショー 

4つの同時開催展による、小売・中食・外食業界の垣根を越えた商談展示会。 
・アグリフード EXPO 

国産農産物にこだわった全国規模の展示商談会、６次化取組農業者とバイヤーを繋ぐ。 

・インターナショナル ギフトショー 
パーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市、流通関係バイヤー多数。 

・通販食品展示商談会 
通販・宅配に特化した日本で唯一の「通販食品展示商談会」 

・九州食の展示商談会 
関東、関西を中心に２,０００人のバイヤー(食品関係) 

規開発を促進する。フードコーディネーター・デザイナーを専門家で加え、都市部でも受

け入れられる商品へ強化する。また、地域で働くデザイナーによる「デザイン相談会」を

実施し、当店にしかないオリジナルデザインの開発を目指す。 

また、事業計画策定も併せて行い、販売ターゲットを定めた後に民間業者等と連携し、

モニタリング調査を企画する。 

 

支援対象：独自の商品を開発する事業者で経営計画策定支援を受けている事業所 

 

支援のねらい：デザイナー等専門家と協力した商品の強化の取組みで長期的な事業所

商品の強化を行う。 
※現在ワークショップ参加希望者は食品卸業・食品製造業を中心に 10 事業所が希望されている。

 

（2）販路開拓支援<新規> 

商品強化支援を受けられた方を対象に商談会・展示会への出展を支援する。出展さ

れた商品はすべてＥＣサイトを導入し、会場で興味を持たれた方へのアプローチを支援

する。商談会終了後は必ず振り返りを行い、次回への改善を行う。 

 

支援対象：⑴の商品強化支援を受けた事業者 

 

支援のねらい：強化した商品を合同で出店する事で、個人で活動するよりも大きな成果

を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２３ 
 

 

   （3）ＩＴ活用支援<新規> 

    現在自社サイトで販売している事業所へは、改良アドバイスとＳＥＯ対策の導入等の支

援を行う。また、これから導入を考える事業所へは、講習会を開催し、「Ｊｉｍｄｏ」「Ｗｏｒｄ

Press」等低コストで開設できるツールを紹介する。また、作成を業者任せにならない様

に、その後巡回指導によりフォローアップを行う。また、Facebook 等のＳＮＳ（ソーシャル

ネットワーキングサービス）を利用した販路開拓のための情報発信も併せて支援する。 

 ＩＴ活用対策として商工会内にＩＴ支援担当職員（２名）を設置し、専門家と共に、講習

会開催、巡回相談で支援を行う。ＩＴ面は専門性が高い分野なので、１年間毎に担当を

回し（２名の内１名を交代する）、異動等への対応を行う。 

 

       支援対象：商品販売を行う全事業所 

 ※ＩＴ化は重要な課題であるので、対象者を広く募集する。 

 

     支援のねらい：ＥＣサイト導入により、販路拡大。展示会出展後の取り寄せ等での需要

獲得 

 

 【期待できる効果】 

   上記の取組みから個社の商圏拡大による事業所の売上・利益の増加が期待できる。ワー

クショップで支援することで、参加者内で競争や協力が生まれ、個社も活性化される。地域

でデザイナーとの関わりを持つことで、「地域×デザイン」の魅力を向上できる。ＳＮＳの活用

で地域の情報が発信可能になり、田舎の良さ、販売している事業所の顔が発信でき、ＥＣサ

イトとの相乗効果が期待できる。 

 

 【目標】 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

⑴ワークショップ参加者数 - １０ １５ １５ ２０ ２０

⑵商談件数 - １０ ３０ ３０ ５０ ６０

⑶ＩＴ活用導入企業者数 - ２０ ３０ ４０ ５０ ５０

 

 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 

   【事業内容】  

   

1.  みやま市魅力発信協議会事業 

 みやま市、みやま市観光協会と共に「みやま市魅力発信協議会」（平成２７年発足）

を開催している。 

本協議会は、みやま市の魅力を発掘するとともに市外へ発信することで地域活性

化を図ることを目的としている。協議会において関係者間で地域の方向性を共有する

とともに、それぞれの組織が地域経済の活性化における役割を果たしている。 

協議会は、3つの部門に分かれており、観光コースの整備などを行う「観光コーディ
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ネート部門」、また、みやまの魅力を PR する「情報発信部門」、そして、特産品開発を

手掛ける「ふるさと名物づくり部門」である。 

みやま市商工会は、みやま市、観光協会などと連携し、「ふるさと名物づくり部門」

において、下記の３つの事業に取り組んでいる。 

 

  ①高菜漬け等地域特産品による街おこし 

  ②みやまお土産のパッケージ化（ブランド事業）  

  ③既存食品関連企業と連携した商品開発みやまＰＲ事業 

  

いずれも、みやま市の豊富な地域資源を活用した地域ブランド化支援であり、今後

は、「みやまブランド育成事業（仮）」を、この①・②・③の事業に絡ませ、市や観光協

会などを筆頭に地域を上げて付加価値向上に取り組み、地域経済の活性化を図る。

 

 

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組 

  １. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

これまでも、各関係機関との情報交換の場はあったが、一層の小規模事業者支援を目

的として関係機関担当者レベルの交流の場を密に設定し、各種施策・制度の利用を効率

的かつ効果的に、総合的な支援体制の確立を図るための次のとおり取組む。 

 

（１） 行政、金融機関との情報交換 

みやま市商工観光課と地域金融機関の融資担当者との「市制度融資運営事務局

会議」を年１回開催し、地域経済動向の現状についての情報交換を行い小規模事

業者の支援の充実を図る。 

また、日本政策金融公庫久留米支店との経営改善貸付推薦団体連絡協議会を

年 2 回、福岡県信用保証協会大牟田支所との懇談会を年 1 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、効果的な金融支援に役立てる。 

 

（２） 支援機関との連携及び情報交換 

福岡県商工会連合会、よろず支援拠点など専門家派遣を要請した場合、個別支

援事業所に対し職員が同行し、支援ノウハウを学び経営支援カルテにおいて他の

職員との情報の共有化を図る。 

また、筑後地区指導員協議会、支援員協議会、県職協経営改善普及研究会など

の研修会において、支援ノウハウ・支援の現状などについて情報交換し、職員間の

共有を図ることで、支援能力を高め伴走型支援に活かす。 

 

 

  ２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

福岡県商工会連合会の定める研修体系要綱により、職種別・分野別で専門及び一

般研修に参加し、知識の習得に取り組んでいるが、それらの研修で得た知識を職員間で

共有する機会は少なく、担当者によって相談対応に差が生じていることから、次のとおり

職員全体の支援レベルの向上に取組む。 
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（１） 職種別研修 

経営指導員：経営支援計画を進めるうえで、経営課題の抽出を目的とした経営分析手段

や小規模事業者の持続的な経営に必要な販路開拓支援に対するスキルと提案

型支援が行われる知識・技能・支援ノウハウを習得する。 

① 福岡県商工会連合会経営指導員一般研修・階層別（基本・中堅・上級）研修会 
② 管内経営指導員研修（管内職員協議会主管） 
③ 全国商工会連合会WEB研修 
④ 関係機関が開催する支援能力の向上に資する研修会、情報交換会、説明会等 
 

経営支援員：経営支援計画を進める上で、経営指導員と連携しながら税務・金融スキルの

習得及び経営状況の把握と分析力・提案力を高め提案型支援ができるよう知識

とノウハウを習得する。 

① 福岡県商工会連合会経営支援員一般研修・階層別（基本・中堅）研修会 
② 管内経営支援員研修（管内職員協議会主管） 
③ 関係機関が開催する支援能力の向上に資する研修会、情報交換会、説明会等 
 

（２） 職場内研修・情報共有 

各職員が研修会で習得した知識は、毎月１回職員会議を実施し、その中で勉強会を

開催し習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等について報

告し、知識と情報を共有する。 

     また、事業所に対して支援した実績についてはイントラネットによる経営カルテの電子

化により、以後の支援に活用できる環境を構築し支援ノウハウの集積を図る。 

尚、経験の浅い職員については、支援キャリアを踏まないと経営支援能力は向上しな

いためＯＪＴにより経営支援の機会を与え支援能力の向上を図る。チームでの支援を定

着させ、支援案件については週１回の経営指導員会議で報告し、報告の際に作成した

書面を職員限定のサーバーへ保管し、職員のみ検索・閲覧可能な状態を保つ。特に記

帳支援で各事業者との関わりが深い経営支援員の事業者情報は貴重な為、スムーズに

情報共有できるよう職員会議・ＩＴを活用し加味する。 

 

 

 

  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 

      現在行っている事業の中から主にルーティンで行っているものを評価・改善し、今後

の地域経済に寄与する事業への労力の集中を行う。自治体・観光協会と協力し、実行

委員会の自主運営化等で業務の効率化、事業の見直しを行う。中長期的な支援の在り

方を基に、経済効果の薄い事業の見直しを定期的に検討する。 

 

（1） 現在の事業の評価 

  経済効果を評価基準としてＡＢＣ分析を行い、Ａランクの経済効果の高い事業に対し

ては職員の関わり方・他組織との分担・効率化・外注化の検討、Ｂ・Ｃランクの事業に関

しては事業見直しの実施工程の作成を行う。 

 



２６ 
 

(2) 定期的な検討方法 

①毎年1回、事業内容検討委員会を開催（正副会長、職員、福岡県商工会連合会職

員、外部有識者（中小企業診断士、みやま市環境経済部商工観光課長、みやま市観

光協会））し事業の実績状況、評価、課題抽出、見直しを行い、意見を徴収する。 

②①を踏まえた事業の評価、課題抽出、見直しを理事会にて報告し、承認を得た後

総代会へ提出する。 

③事業評価の結果に関してはホームページ及び書面で閲覧できるように窓口に備え

付け、計画期間中公表する。 

ホームページのアドレス http://www.miyama-shokokai.jp/ 
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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 

（ 28 年 10 月現在）

（1） 組織体制 

 事務局長１名 

  

     経営指導員 ６名  （内ＩＴ担当職員１名） 

※経営指導員は現状 6名、平成 29 年度より 5 名となる 

     主に経営革新・経営改善事業 

     経営支援員 ６名  （内ＩＴ担当職員１名） 

     主に経営支援業務、補助的業務を担当 

 

     筑後広域連携拠点（福岡県商工会連合会） 

     広域経営支援コーディネーター２名 

     商工会運営支援・小企業者等担当１名 

 

（2） 実施体制 

 経営指導員が事業の実施に対応し、経営支援員がサポートする。事務局長は 

各事業進捗状況を確認・把握し、的確な人員配置を行う。 

 

（3） 評価体制 

    事業内容検討委員会（１５名）（正副会長、職員、福岡県商工会連合会職員、外部有識

者（中小企業診断士、みやま市環境経済部商工観光課

長、みやま市観光協会）） 
 

（4） 組織図 
 

                     

 

 

 

会員事業所 

建設業 185 名 

製造業 123 名 

卸売業 41 名 

小売業 260 名 

飲食業 78 名 

サービス業 152 名 

その他 58 名 

計 897 名 

 

 

総代会 
会 長 副会長 理 事 

監事 

理事会

金融審査会

広報委員会 
総務委員会 
地域振興委員会 

商業部会 
工業部会 
青年部 
女性部 

事業内容検討委員会
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（5）連絡先 

 実施機関   ：みやま市商工会 

 住  所   ：〒835-0024 福岡県みやま市瀬高町下庄 2208-1 

 電話番号   ：0944-63-8000 Fax 0944-63-8344 

 ホームページ ：http://www.miyama-shokokai.jp/ 

 メールアドレス：miyama@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） 

 29 年度 
(29 年 4 月以降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

 

必要な資金の額 

 

２,８６０ ２,８６０ ２,８６０

 

３,３６０ ３,３６０

 

 

①アンケート調査 

郵送費 

②事業計画講習会 

謝金(２Ｈ×３回) 

③創業塾 

謝金(５Ｈ×５日) 

④フォローアップ 

謝金(３０Ｈ×２回) 

⑤モニター調査 

民間委託費 

⑥ワークショップ 

謝金(２Ｈ×１２回) 

⑦展示会等参加 

参加費(１～２回) 

⑧ＩＴ支援 

謝金(２Ｈ×３回) 

⑨事業内容検討会議

謝金(３Ｈ×１回) 

 

１８０

１２０

５００

６００

５００

４８０

３００

１２０

６０

 

１８０

１２０

５００

６００

５００

４８０

３００

１２０

６０

１８０

１２０

５００

６００

５００

４８０

３００

１２０

６０

 

 

１８０ 

 

１２０ 

 

５００ 

 

６００ 

 

７００ 

 

４８０ 

 

６００ 

 

１２０ 

 

６０ 

１８０

１２０

５００

６００

７００

４８０

６００

１２０

６０

（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 

 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、手数料収入 

 

（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 

 

１． 地域の経済動向調査に関すること 

・金融機関や行政が調査・公表している資料集計・分析 

 

２． 経営状況の分析に関すること 

・職員が作成した経営関係シートへの助言・評価・修正 

専門家による講習会開催、小規模事業者の経営分析 

（定性分析「自社の現状再確認シート」等、定量分析「資金繰り等」の助言・評価・修正） 

 

３． 事業計画策定支援に関すること 

・専門家による事業計画策定に関する助言 

・専門家による講習会・個別相談会などの開催 

・事業承継支援・Ｍ＆Ａ支援・廃業支援・創業塾の開催 

 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

・事業計画策定後の専門家による定期的なフォローアップ 

 

５． 需要動向調査に関すること 

・モニター調査実施の助言、その集計・分析、方針提案 

 

６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・効果的な販路開拓のための専門家活用 

・展示会出展及び出展後のフォロー活動に関する専門家による助言 

・地域資源を活用した商品・メニュー開発支援 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

１.  みやま市魅力発信協議会の取組  

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

  

１. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 
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連携者及びその役割 

 
連携者 役割等 

九州経済産業局 代表者 住所 電話番号 

局長 岸本 吉生 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号 092-482-5447 

役割 内容 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

・需要動向調査 

専門家派遣による経営分析などへの助言 

専門家派遣による事業計画策定への助言 

専門家派遣による事業計画後の助言 

福岡県 代表者 住所 電話番号 

知事 小川 洋 福岡市博多区東公園７番７号 092-651-1111 

役割 内容 

・新たな需要の開拓 

・事業評価 

 

展示会・商談会などの情報・ノウハウの提供 

中小企業基盤整備 

機構九州本部 

代表者 住所 電話番号 

本部長 齊藤 三 福岡市博多区祇園町 4-2 092-263-1532 

役割 内容 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

・需要動向調査 

専門家派遣による経営分析などへの助言 

専門家派遣による事業計画策定への助言 

専門家派遣による事業計画後の助言 

福岡県よろず支援拠点 代表者 住所 電話番号 

理事長 高木 郁夫 福岡市博多区吉塚本町９番１５号 092-622-7809 

役割 内容 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

・需要動向調査 

専門家派遣による経営分析などへの助言 

専門家派遣による事業計画策定への助言 

専門家派遣による事業計画後の助言 

マーケティングの専門家による市場分析 

全国商工会連合会 代表者 住所 電話番号 

会長 石澤 義文 東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 03-6268-0088 

役割 内容 

・新たな需要の開拓 

・職員の資質向上の取組み 

展示会・商談会などの情報・ノウハウの提供 

ＷＥＢ研修による職員の資質向上 

福岡県商工会連合会 代表者 住所 電話番号 

会長 城戸 津紀雄 福岡市博多区吉塚本町９番１５号 092-622-7708 

役割 内容 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

・需要動向調査 

・新たな需要の開拓 

・職員の資質向上の取組み 

専門家派遣による経営分析などへの助言 

専門家派遣による事業計画策定への助言 

専門家派遣による事業計画後の助言 

マーケティングの専門家による市場分析 

展示会・商談会などの情報・ノウハウの提供 

発達支援を通じた職員のレベルアップ 

みやま市 代表者 住所 電話番号 

市長 西原 親 みやま市瀬高町小川５番地 0944-63-6111 

役割 内容 

・新たな需要の開拓 

・地域活性化 

・事業評価 

ネットワーク活用・商品開発などへの助成 

地域振興事業のＰＲ・実施 

事業の評価見直しに対する助言 
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連携者 役割等 

一般社団法人 

みやま市観光協会 

代表者 住所 電話番号 

会長 江口 和彦 みやま市瀬高町大江２３２８ 0944-63-3955 

役割 内容 

・新たな需要の開拓 

・地域活性化」 

物産展などの情報・ノウハウの提供 

地域振興事業のＰＲ・実施 

事業の評価見直しに対する助言 

日本政策金融公庫 

久留米支店 

代表者 住所 電話番号 

事業統括 須藤公昭 久留米市東町３８－１ 092-482-5447 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

福岡県信用保証協会 

大牟田支所 

 

 

代表者 住所 電話番号 

支店長 白水 勝哉 大牟田市不知火町 1-3-4 0942-34-1212 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

福岡県事業引継ぎ支

援センター 

代表者 住所 電話番号 

統括責任者 奥山慎次 福岡市博多区博多駅前 2-9-28 092-441-6922 

役割 内容 

・事業承継策定支援 

・事業計画実施支援 

・アドバイザー派遣による事業承継及び情報交

換 

福岡銀行瀬高支店 

 

代表者 住所 電話番号 

支店長 江藤 隆春 みやま市瀬高町下庄 1575-1 0944-52-6011 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

福岡銀行渡瀬支店 代表者 住所 電話番号 

支店長 元田 守 みやま市高田町濃施 389-1 0944-62-5171 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

筑邦銀行瀬高支店 代表者 住所 電話番号 

支店長 塚原 英毅 みやま市瀬高町下庄 1429-1 0944-22-5831 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

西日本シティ銀行 

瀬高支店 

代表者 住所 電話番号 

支店長 林田 和也 みやま市瀬高町下庄 1560 0944-62-2143 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

大牟田柳川信用金庫

瀬高支店 

代表者 住所 電話番号 

支店長 蒲池 充宏 みやま市瀬高町下庄 183-1 0944-62-2158 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 
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連携者 役割等 

大牟田柳川信用金庫

高田支店 

代表者 住所 電話番号 

支店長 山下 清作 みやま市高田町濃施 321-1 0944-22-5621 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

福岡県南部信用組合

瀬高支店 

代表者 住所 電話番号 

支店長 時里 英昭 みやま市瀬高町下庄 1857-7 0944-62-4151 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

福岡県南部信用組合

高田支店 

代表者 住所 電話番号 

支店長 津留崎正嗣 みやま市高田町濃施 54-1 0944-22-5023 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

福岡県南部信用組合

山川支店 

代表者 住所 電話番号 

支店長 時里 英昭 みやま市山川町立山 1006-2 0944-67-1722 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

南筑後農業協同組合 代表者 住所 電話番号 

組合長 乗富 幸雄 みやま市瀬高町下庄 774-1 0944-63-8800 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

高田漁業協同組合 代表者 住所 電話番号 

理事長 杉野 重敏 みやま市高田町江浦 1340 0944-22-5436 

役割 内容 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

パートナーズプラス福

岡 

（中小企業診断士） 

 

 

代表者 住所 電話番号 

代表 斉藤 琢治  福岡市中央区笹丘 3-23-1 090-3733-5093 

役割 内容 

・経済動向調査 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

・事業計画実施支援 

・需要動向調査 

経済動向調査・集計と分析 

現状分析に基づく的確な支援策の策定 

中小企業支援策の活用・経営戦略の立案・ 

ＰＤＣＡサイクルの確立 

マーケティングによる市場分析 

九州北部税理士会大

牟田支部 

代表者 住所 電話番号 

支部長 田中 速人 大牟田市曙町 2‐1‐2Ｆ 0944-57-4331 

役割 内容 

・経営分析支援 

・事業計画策定支援 

経営分析支援に関する助言 

事業計画策定支援に関する助言 
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連携体制図等 

 
                                                     【支援機関】 

                         

 

 

 

 

 

                                         
【地域金融機関】 

 

 

 

 

 
            

 
                   

 

 

 

 

 
                                             事業計画策定支援 
                                        事業計画実施支援            
                              

 

 

 

 
【専門家支援】             

                                          ・中小企業診断士 
                                                ・税理士 

                                                 経営動向調査 

                                                 経営分析 

                                                 事業計画策定支援 

                                                 事業計画実施支援 

                                                 需要動向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経営の発達 

 経営の改善  事業承継 

 販路開拓  創業 

経営改善普及事業 

 

 

 

みやま市商工会 

小規模事業者 

 
 

提 

案 

相 

談 
伴
走
型
支
援

九州経済産業局 

中小企業基盤整備機構九州本部 

福岡よろず支援拠点 

福岡県商工会連合会 

みやま市 

一般社団法人 みやま市観光協会 

・日本政策金融公庫久留米支店 

・福岡県信用保証協会大牟田支所

【みやま市金融機関】 

・福岡銀行 

・筑邦銀行 

・西日本シティ銀行 

・大牟田柳川信用金庫 

・福岡県南部信用組合 

・南筑後農業協同組合 

・高田漁業協同組合 

経営発達

支援事業

連
携 

ＩＴ化 

福岡県事業引継ぎ支援センター 


