
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

那珂川町商工会（法人番号 2290005003026） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

観光資源・地域資源を活用し商品開発等を行う小規模事業者を支援し、小規

模事業者の維持・継続を図る。 

又、観光資源のＰＲをとおし、那珂川町への交流人口の増加を図り、小規模事

業者の売上増加に資することとする。これにより「那珂川ブランド」を形成し那珂川

町の観光資源等のポテンシャルを最大限に引き出し、地域が経済価値を生み出

すような仕組みづくりを目指す。 

上記を達成するにあたり、小規模事業者に対し、需要動向調査、事業計画の

策定、販路開拓までを伴走して支援する。 

事業内容 

（１）創業者及び創業後２～３年の事業歴の浅い小規模事業者の支援 

これまで準備不足で創業するケースが多数見受けられたので、今後の

経営の発達に資するものとして創業準備を経営指導員等と、きめ細かく

行い、経営分析・事業計画書策定・販路開拓を創業者と経営指導員等が

伴走して行うことで創業者を事業成功へと導く。 

 

（２）福岡市の事業者と対等に競争できる小規模事業者を育成する。 

当町は大都市福岡市に隣接し、消費を吸収されてきた。真に競争力を

つけ、「自社の強み」に磨きをかけ、事業を継続させるには自社の経営分

析、事業計画が必須となる。商工会は今後福岡市の事業者と渡り合って

いけるような小規模事業者の支援を経営分析・事業計画・実績対比確

認・販路拡大等を伴走して取組む。（小売業・飲食小規模事業者） 

 

（３）事業者間の連携また、「新幹線車両基地」等を観光資源とし、これを活用

した事業の支援 

当町の強みである建設業・飲食業・農業・林業が連携して産業として結

びつけていく。改善策としては地産地消の農産物を町内飲食店へ普及

啓蒙し、建設業へは町内森林組合の木材を推奨する。新幹線整備基地

の経済効果を地域に広げる事に取組む事業者を支援する。 

 

（４）那珂川の特色を出した商品開発に取組む事業者の経営革新 

今後は、商品開発をするにあたり、地域の食材、産品を積極的に取り

扱い、経営分析、事業計画に基づき新商品開発にチャレンジする事業者

を支援する。お土産品を想定して商品開発を行い「那珂川ブランド」を確

立する事業者を支援する。 

連絡先 

那珂川町商工会 

福岡県筑紫郡那珂川町西隈 3-1-10 

電話：092-952-2949 ＦＡＸ：092-952-9101 

ＨＰアドレス http://www.momochan-net.org/ 
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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．はじめに ～那珂川町商工会のこれまでの取組～ 

 

（当町の概要） 
当町は福岡県福岡市(人口152万人：平成27年3月現在)の西南部に隣接しており、

人口は 49,891 人で（平成 27 年 3 月 30 日現在）、福岡市に近い町北部の平地部では

ベッドタウンとして都市化が進行している。 

南部は佐賀県境でもある脊振山系の麓である地形が寒暖の差を生み、良質な米、

野菜などの農産物があり、町内全般にわたって元寇時の日本軍の拠点となった「岩門

城」、日本書紀にも登場する日本最古の用水路「裂田の溝（さくたのうなで）」等の歴史

的価値の高い遺跡が存在するなど、都市と自然と歴史が調和した町である。 

 

（地域の現状） 
当会は金融・労働・税務・経営講習会や経営革新等の指導を中心に実施し、個々の

事業者から信頼を得ることで組織強化を図ってきた。 

商工業者数は約1,700人、本会所属の会員は1,014名であり、業種については医療

福祉・生活関連等のサービス業が（29％）に次いで小売・卸売（24％）、建設業（19％）、

飲食業（11％）、製造業（8％）他である。 

町南部は安価に事業用に利用できる土地が多数存在するので資材置き場を確保で

きるメリットがある為、会員に建設業が多く、脊振山系の麓である中山間地域では林業

の会員もあるのが特徴である。また、商圏に人口が大きい福岡市南区があるにもかかわ

らず、地価が安価で駐車場の確保ができ、飲食店が出店しやすい地域である。 

創業者にとっても大都市圏の福岡市に隣接するという地の利がある上、家賃価格等

が福岡市内より比較的安価である為、創業相談者が多いのも特徴である。（平成 26 年

度創業相談実績延件数 72 件 創業者 14 件） 

 

（地域の課題） 

（１）創業率が高いが早期撤退のケースが多い現状 
大都市圏に隣接し地域に購買力があり、比較的家賃等物価も安価である為、創業者

が創業しやすい現状にある。しかし、創業後半年で廃業するケースや2～3年以内の廃

業率が高い。この理由は容易に創業できる環境であるが、反面、創業準備（地域の需

要動向調査・資金計画・中長期的なビジョン・マーケティング等）が不足し、売上が伸び

ず、廃業するケースが多くなっている。 

（平成 26 年度：創業者 14 件 創業 3年以内廃業者 6件 廃業率４２％） 

 

（２）大都市に隣接する当地区特有の消費流出問題（小売業・飲食業） 
隣接する福岡市は人口増で商業規模も発展をつづけており、新幹線でわずか 10

分、かつ 300 円の低コストで天神地区に次ぐ福岡の一大商業地域である博多まで行く
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ことができる。来年度博多駅郵便局ビルに商業施設マルイ（株式会社丸井）が開業予

定であり、今後更に当町からの消費の流出に更に拍車がかかり、小規模事業者の売上

減少に繋がることが予測される。（小売業・飲食業） 

 

（３）事業者間の連携また、観光資源と産業の結びつきができていない現状 
自然と都市部を併せ持つ当町であるが、豊かな農産物を活かしての農業、中山間地

域での林業、地の利を生かした飲食業、他の地域と比べて比率の高い建設業、当町な

らではのこれらの産業が、地域の特徴（強味である農産物等）と結びついていない。 

また、日本で唯一の「新幹線：博多南駅・車両基地」*1 等が観光資源・産業として結

びついておらず経済波及効果が小規模事業者まで至っていない。 

 

（脚 注） 
＊1「博多南駅」「新幹線車両基地」：山陽新幹線の博多駅から車両基地（博多総合車両所）までの回送

線を旅客線化した路線で「普通鉄道」として新幹線に乗車できる、日本で唯一の「新幹線：博多南駅・

車両基地」。 

 

（4）那珂川町産品を活かした商品が少なくブランド化もできていない現状 
当町は農産物など豊かな地域資源がありながら独自の特産品が作れていなかった。

又、地域資源を活かした当町の強みを発信する「那珂川ブランド」の形成、「流通ルート

の構築」ができていなかった。継続的に地域経済を活性化させることは当町の将来を見

据えた長期的な課題である。 

素材としてのヤーコン・お米・やまもも・いのしし肉なども評価が高いが流通ルートの

構築・ブランド化ができていない現状である。 

 

今後は事業者の高齢化による事業廃業、また、人口約5万人の豊かな購買力を狙っ

て大型ショッピングセンターイオンの進出が計画されており、現状のままの経営努力で

経営改善のための具体的行動を取らないと地域の小規模事業者は大きなダメージを

受けることが予測される。 

そのためにも今後、小規模事業者の取扱える「当町らしい競争力のある商品」を開発

し、売上に繋げる必要がある。 

 

（今後の商工会の目標） 
この動きを踏まえ、商工会は町の将来の環境変化に対する小規模事業者の事業の

在り方を見据え、当町の「特徴」、「強み」を活かした「小規模事業者の事業計画」を具

体的に策定し、販路開拓までを経営指導員等と共に伴走し、中長期的に商工会が小

規模事業者維持発展に資することを計画する。 

 

（１）創業者及び創業後 2～3年の事業歴の浅い小規模事業者の支援 
創業者が家賃の価格や地域の人口といった根拠だけで安易に創業するのでなく、

真に創業を実現させるためにはマーケティングは基より、資金計画、事業計画を研究し

事業成功までの道筋を明確化することが必要である。 

これまで準備不足で創業するケースが多数見受けられたので、今後の経営の発達
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に資するものとして創業準備を経営指導員等と、きめ細かく行い、経営分析・事業計画

書策定・販路開拓を創業者と経営指導員等が伴走して行うことで創業者を事業成功へ

と導く。 

また、創業後 2～3 年の事業歴の浅い小規模事業者も思うように売上が伸びないケ

ースが多々あるので、経営分析・事業計画・販路拡大を経営指導員等がきめ細かくアド

バイスし伴走支援することで事業継続へと導く。 

 

（２）福岡市の事業者と対等に競争できる事業者を育成する。（小売業・飲食業） 
これまで当町は福岡市に隣接し、消費を吸収されてきた。しかし今後は福岡市の事

業者との競合に対して個々の事業者の強みを機会に活かし、優位性を保ち差別化

を図っていかなければ、当町の小規模事業者の売り上げの確保は厳しい。 

真に競争力をつけ、「自社の強み」に磨きをかけ、事業を継続させるには自社の経営

分析、事業計画が必須となる。今後経営の発達に特に資する取組として商工会は今後

福岡市の事業者と渡り合っていけるような小規模事業者の支援を経営分析・事業計画・

実績対比確認・販路拡大等を伴走して取組む。（小売業・飲食業小規模事業者） 

 

（３）事業者間の連携また、「新幹線車両基地」等を観光資源とし、これを活用した事

業の支援 
当町の強みである建設業・飲食業・農業・林業が連携して産業として結びつけてい

く。改善策としては地産地消の農産物を町内飲食店へ普及啓蒙し、建設業へは町内

森林組合の木材を推奨する。新幹線整備基地の経済効果を地域に広げる事に取組む

事業者を支援する。 

「新幹線車両基地」については昨今の鉄道ブームから見て取れるように、新幹線に

対して熱い想いを抱く人々があり、受け入れ態勢の構築を図り交流人口を取り込み、那

珂川町への観光スポットを紹介し相乗効果を図る。那珂川町の企業に地の利を活かし

た事業者の支援を行う。 

「新幹線が泊まる町」として、これを観光資源とする一方、新幹線車両基地内で発生

する多種多様の外注工事、クリーニングなどサービス業関連の発注を積極的に受注す

る小規模事業者を支援する。 

車両基地に対して自社の営業戦略を展開していく場合、経営分析・事業計画が必要

となり、その支援を経営指導員等が伴走してきめ細かく行う。 

 

（４）那珂川の特色を出した商品開発に取組む事業者の経営革新 
佐賀県境にある脊振山の寒暖の差などの厳しい自然条件は優れた農産物を育んで

きた。この農産物に更なる価値を創造する商品開発に取組む事業者を支援する。又、

佐賀県境にダムが平成30年3月に完成し、それに付随するオートキャンプ場や商業施

設が建設される予定がある。この完成時のお土産品を想定して商品開発を行い「那珂

川ブランド」を確立する事業者を支援する。 

域資源等の強みを活かした競争力のある商品開発が行われていなかった理由の一

つに大都市圏の福岡市に隣接するあまり、大都市圏のビジネスモデルとの競争を余儀

なくされ独自性のある商品が育たなかった経緯がある。その理由の一つとして、商談相
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手が大規模店（デパートやショッピングセンター等）であり取引条件として商材・ロット数

の要求が大きく、小ロットでの販売チャネルが少なかった。また、地域商店のフランチャ

イズ化（小売店のコンビニエンスストア化等）により独自商品の設置が難しい状況があっ

た。 

今後は、商品開発をするにあたり、地域強みであるの食材、また観光資源を活かした

産品を積極的に取り扱い、商工会指導員と事業者が独自の販売チャネルを開拓する

事業者を応援する「当町独自のビジネスモデル」を本発達計画で取組む。 

当町における創業者に対しても観光資源を積極的に活用し競争力のある商品開発

ができるよう商工会が関係機関と連携し支援する。 

那珂川町も第 5 次那珂川町総合計画施策大綱にある「自然との共生を図るまちづく

り」にて農業等の地域資源を活かした産業の育成を目指している。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

 

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） 
既存の事業者、創業者、また事業歴の浅い小規模事業者は地域の経済動向、顧客

の購買行動など情報が不足している。これまで当会はこのような情報を体系的に整理

分析し創業者等に提供できていなかった。 

さらに那珂川町の特色を活かした商品開発の為の産品・食材・収穫期などの情報も

体系的に分析・整理できていなかった。地域の景気判断をすばやく客観的に捉え、事

業計画にすみやかに反映し的確な判断を行う必要がある。 

以上を踏まえ今回当町独自の経済動向を把握しデータベース化することで創業者

や商品開発に取組む事業者のマーケティング支援に結び付ける。 

 

（事業計画） 

（1）既存データの収集・整備及び提供（拡充） 
地域経済動向は内部データとしては既存の商工イントラの「経営カルテ」、税務相談

時の「確定申告データ」（約２200 件保有）を基に、今回新たに外部データとしては福岡

県商工会連合会（以下県連）が実施する「ふくおか商工会支援情報共有制度*1」「景

気・金融・雇用動向調査*2」、全国商工会連合会（以下全国連）の「小規模企業景気動向

調査一覧」、ミラサポ「地域経済分析システム」等の全県・全国的な経済動向を収集・整

備し、小規模事業者と比較対象できる資料とする。取りまとめたものを一式の資料として

策定し事業者へ提供できる資料を策定する。 

 

（脚 注） 
*1 県連が各商工会の経営支援事例等を収集し、本会から毎週定期便として情報提供することにより、

各商工会の支援ツールとして活用することを目的としたもの。 

 

*2 県連が実施する県内の経営指導員等の地域情報連絡員制度における年間 4 回実施する景気・金

融・雇用動向調査 

（２）独自調査での地域経済動向の把握（新規） 
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今回新たに本会にて「ヒアリングシート」を策定し、各業種に対象企業を設定し、巡回

訪問により各企業の売上の動向、課題・問題点・動向などを聞き取りしたうえで把握し、

地域経済動向の基礎資料とする。具体的には①小売②建設③製造④サービス⑤卸そ

の他の各業種から年間2回のヒアリングを実施する。また、地域経済の動向は地域金融

機関、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、福岡地域中小企業支援協議会*1

等と情報交換を図り、情報を得る。 

那珂川町と連携し大型商業施設の出店情報や、当町地域の経営資源（農産物・水

等の生産物・土地・資材置き場等の経営環境等）を調査・整理し洗い出す。 

 
（脚 注） 
*1福岡地域中小企業支援協議会：福岡県が中心となり、中小企業・小規模事業者を支援し、地域

の活性化を図ることを目的とした地域中小企業支援協議会である。事務局は福岡県福岡中小企

業振興事務所である。 

 

（3）調査結果の整理・分析（新規） 
 調査した結果については県連エキスパートバンク等の専門家と経営指導員等が連携

し整理・分析し、データベース化し商工会クラウド上に設置する。そのデータを経営指

導員等が巡回時にタブレットで閲覧し、小規模事業者の経営相談に適時活用できるよ

うにする。 

 

（把握すべき項目）  
①小売業：売上額・客単価・客数・資金繰り・仕入単価・従業員数、取引先、他 

②建設業：完成工事額・資金繰り・新規契約工事・材料仕入単価・採算・引き合い 他 

③製造業：加工額・加工単価・加工数量・資金繰り・原材料仕入単価・原材料数量 他 

④サービス業：売上額・客単価・利用客数・資金繰り・仕入単価・採算・従業員数 他 

⑤卸その他：売上額・客単価・客数・資金繰り・仕入単価・仕入額従業員数、取引先、他 

 

（目 標） 

支援内容 

 

現状 
（平成 26

年度） 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地域経済動

向把握事業

者数 

小売業 未実施 5 5 5 5 5 

建設業 未実施 5 5 5 5 5 

製造業 未実施 5 5 5 5 5 

ｻｰﾋﾞｽ業 未実施 5 5 5 5 5 

卸その他 未実施 5 5 5 5 5 

既存データの収集時期 

（四半期ごとに実施） 
四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期
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２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

（現状と課題） 
当町の小規模事業者は地域の需要動向調査・経営分析等の準備が不足しているケ

ースが多い。 

また、自社の「強み」「弱み」「機会」「脅威」などのSWOT分析を行い自社の経営資源

を確認するとともに、市場ニーズに合った経営計画を作成することが必要である。この

作業が不十分だと、商品やサービスが自社のコンセプトにマッチしなかったり、他社との

差別化が図れなかったり、優位性を築くことができず、競争に負けてしまう結果となる。 

上記を踏まえ、今回、新たに自社の経営資源や経営状況を把握するための分析を

小規模事業者に支援する。 

しかし、これまで当会が行ってきた経営分析、事業計画の策定等は資料の準備から

聞き取りまでの時間と作業料が多く、時間に余裕のない小規模事業者には敬遠されて

きた。また、当会は建設業が多く作業工程など現場に対する改善に時間を割かれること

が多く、長期的な経営戦略・販売計画までは至っていなかった。 

今後は簡易な経営分析ツールを用いることで窓口相談時や巡回訪問時に需要と経

営分析を事業者に推進していく。 

 

（事業計画） 

（１）経営分析の動機づけ（新規） 
窓口相談時や巡回訪問時において経営・金融・税務等の相談を受ける上で、経営

指導員等が地域動向調査を踏まえ、経営分析・事業計画の必要性を説明し、経営分

析を提案することで事業者自身が経営分析の重要性を自覚してもらうように働きかけ

る。手間暇かかる経営分析を課題と捉え、時間と手間を短縮した経営分析をシステム化

することで事業計画の最初のステップである経営分析の間口を広げる。 

 

（２）経営分析システムの構築（新規） 
今回新たに活用するのは独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経営自己診断

システム」である。決算書の財務データを入力するだけで、各財務指標値の優劣を点

検することができるほか、収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の 5 つの要素から

経営状態を把握することができる。また、当会ではこのシステムをタブレット端末と融合

させ、小規模事業者が短時間（約 30 分）で自己資本比率、損益分岐点等が分析でき、

その場でプリントアウトできるシステムを構築する。容易に経営分析できることをＰＲし、

経営分析に対する希望者を多くする。 

 

   （３）分析結果の活用（新規） 
診断ツールを使いながら、情報を収集することで個々の需要動向を把握していく。

「経営資源」に成り得る主要取扱商品及びターゲットを抽出し、ＳＷＯＴ分析（「強み」

「機会」「弱み」「脅威」）を行う。ピックアップした小規模事業者を商品・業種・ジャンルご

とに整理し、小規模事業者の「経営資源」が【指針①】の地域経済動向調査の成長要

素とマッチするかを分析する。更に必要に応じ県連エキスパートバンク、ミラサポ、よろ

ず支援拠点、中小機構九州等の専門家を交え、商品開発等の事業計画策定の基礎
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資料を策定し、事業計画へと繋げる。 

 

（目 標） 

支援内容 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営分析推進件数 

経営指導員等 3名×50 件 
75 150 150 150 180 180 

経営分析策定支援件数 

経営指導員等 3名×10 件 
未実施 30 30 30 33 33 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 

3-1事業計画策定支援 

（現状と課題）  
これまで当町の小規模事業者は豊かな地域人口に頼った販売方法で、自社の差別

化できる商品、サービスの開発に取組むことができていなかった。福岡市の事業者と対

等に競争できる、自社の「強み」や当町の観光資源を活かした「差別化でき、競争力の

ある商品及びサービスの開発」に取組む事業者の育成が課題である。 

上記は顧客の感性やリスクなど未知なる領域を分析したうえで、事業の展開方法を

構想する「事業計画」の策定が必要となる。需要動向と経営分析から得られた結果をも

とに、適任の専門家と協力して各企業に応じた事業計画を策定していく。さまざまな関

係者に理解や協力を得ることで、事業者の頭の中にある漠然とした事業計画を文章と

して明文化し事業の成功を確実なものにしていく。 

今回、新たに観光資源を活用するアイデアを、実現させるための手法、手段、手順を

確定し、事業コンセプト、事業環境の分析、マーケティング方法、事業収支計画など、

事業を推進していくために必要なことを明確にする。 

 

（事業計画） 

（１）事業計画策定支援体制の構築（拡充） 
事業計画策定については、県連エキスパートバンク及びミラサポ、よろず支援拠点、

中小機構九州等による専門家派遣制度と経営指導員等が連携し、小規模事業者の抱

える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートし、各小規模事業者の実情に応じた目

標の設定や事業計画の策定を支援する体制を構築する。 

 

（２）伴走型の事業計画策定（拡充） 
今回新たに、経営指導員等は事業計画策定支援及び、伴走型の指導・助言を行

い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。小規模事業者の経営分析の結果を踏

まえ「地域経済動向・需要動向」と比較・分析し事業内容に応じた情報を提供する。具

体的な事業計画として落とし込むため、商品開発（ネーミング、内容量、品質、価格設
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定、販路開拓）販売戦略（ターゲット・販路開拓・価格設定・販売数量）等をより細かく、

具体的な事業計画を計画する。 

資金計画については商工会と日本政策金融公庫、地域金融機関、那珂川町、福岡

県信用保証協会等と連携し、「小規模事業者経営発達支援資金」や「那珂川町中小企

業小口事業資金」を活用し資金面での支援を実施する。 

 

（策定すべき主な計画） 

・商品計画：強化したい商品・数量・値入・保管・ターゲット・ポジショニング・安全性他 

・営業計画：営業項目・売上高 客単価・客数・回転数・稼働日数他 

・資金計画：資金内訳（設備資金・運転資金・手持ち資金・借入金他） 

・総合収支計画：事業収入・売上原価・経費・営業利益他 

 

（３）事業計画策定講習会の開催（拡充） 
個別の事業策定までいかなくとも関心がある事業者は多くいるので、ミラサポ等専門

家による事業計画策定講習会の開催（開催時期：9 月～10 月、開催回数年間 1 回）を

実施していくことで事業計画策定の啓蒙を図り継続的発達計画の推進につなげてい

く。 

 

（目 標） 

支援内容 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定支援件数 

経営指導員等 3名×5件 
未実施 15 15 16 16 16 

事業計画策定講習会の開催 未実施 1 1 1 1 1 

 

3-2 創業支援 

（現状と課題） 
これまで当町は人口約150万人の福岡市に隣接し当町自体の人口も約5万人で、家

賃等の物価も比較的安価で創業しやすい環境にあり、人口に恵まれ、比較的創業に適

した地域であった。この好条件がかえって、コンセプトの明確化、マーケティング調査、

消費者ニーズに合った商品開発など、事業開始にあたってのいくつものポイントとなる課

題に対して創業者の認識不足を引き起し、あいまいな事業計画での創業をしてしまう現

状がある。 

しかし、今後はこの豊かな町の購買力に対し大手企業が競争参入することが予測さ

れ、その競争に負けないスタートを切るためにも、事業の継続的発展を具体化した経営

計画の策定が必要であり、計画に基づいた商品役務の提供や地域の観光資源を活用

した商品開発が必要である。 

元気なまちづくりを構築するため、創業希望者に対し創業へのノウハウを得られるよう

に産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき、那珂川町と連携し特定創業支援

事業（創業塾等）を実施し、本町における創業機運の醸成や、新たな価値を創出するス
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タートアップに繋げていく。 

（事業計画） 

（１）「創業塾」の開催（新規） 
商工会が実施する「創業塾」により経営・財務・人材育成・販路開拓に関して各分野

の専門家よりノウハウを習得し、創業の想いを具体的な計画に落とし込む。さらに専門

家等から個別指導を受けることで「創業計画書」を策定する。創業塾のカリキュラムを全

て受講し「創業計画書」を策定した者に対して「特定創業支援認定書」を発行し創業準

備の一助となるようにする。 

創業塾受講者はもとより、個別支援を通じて創業者のより事業内容に即した事業計

画を策定する。「創業塾」受講後、県連エキスパート、ミラサポ、よろず支援拠点、中小

機構九州等の専門家による個別支援を行い、各創業者の事業内容に即した「創業計

画書」を策定するブラッシュアップ支援を行い、創業実現の後押しを行う。 

 

（２）地域特性に即した支援（新規） 
那珂川町の特性は福岡市の近郊でありながら土地が豊富にあり、小規模建設業が

多い特性がある。この特性に即した建設業の許可申請など、福岡県行政書士会等の

関係機関と連携し支援を行う。また、今後は当町は自然を活かした農産物等が多いの

も特徴で当町独自産品・地域資源を活用した商品開発等の支援も行う。 

創業者に販路拡大等の支援を行うため県連、福岡地域中小企業支援協議会、福岡

商工会議所、地域金融機関、那珂川町、地域スーパー等の商談会、取引先紹介等の

支援を行う。 

 

（３）創業資金の支援 
小規模事業者の創業において、自己資金のみで開業するケースはほとんどなく、ほ

ぼ、運転資金・設備資金には外部からの融資を必要とする。 

創業融資は、経営指導員、日本政策金融公庫、地域金融機関、福岡県信用保証協

会等と連携して小規模事業者の実情に合った適切な制度紹介、中長期的な資金計画

策定支援を行い、スムーズな創業をサポートする。 

 

（目 標） 

支援内容 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

創業塾開催回数 未実施 1 1 1 1 1 

創業塾参加者数 未実施 5 6 6 7 7 

創業支援者数 未実施 14 15 15 16 16 

創業支援回数 未実施 80 80 80 80 80 
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3-3 事業承継支援 

（現状と課題） 
当町においても小規模事業者の高齢化は進んでおり、後継者がいないこと等で廃業

するケースがある。 

地域での小規模事業者の役割は大きく、例えば小売店などは商品を販売するだけ

でなく、地域のコミュニティー、防犯等地域の担い手として役割があり、小規模事業者の

廃業はこれまで蓄積された経営資源を失うだけでなく、地域コミュニティーの損失でもあ

る。元気な地域づくりを継続させるためにも小規模事業者の事業承継の問題は喫緊の

課題である。 

しかし、これまでは事業承継は事業者の資産相続などプライベートな領域もあり、事

業者が相談したくても安心して事前に相談できるケースが少なかった。商工会へ相談さ

れるときは既に廃業等の方針を決定されているケースが多々あり、「早めの事前相談」

が事業承継にとって選択肢の幅を広げることのできる重要な要素である。 

上記を踏まえ、今回新たに小規模事業者の円滑な事業承継を目的として、本会は

「事業承継セミナー」を下記のとおり実施する。事業承継セミナーを開催するにあたり、

本セミナーが「事業承継の知識の習得」だけでなく「事前に相談できるきっかけ」とし、セ

ミナー終了後も経営指導員等は巡回等で事業者に親身に接し、事業承継を伴走して

支援する。 

 

（事業計画） 

（１）対象者の掘起し（新規） 
商工会より小規模事業者に事業承継支援をホームページ・チラシ等で周知する。ま

た、青年部等の二代目経営者、若手経営者にも積極的に参加を呼びかける。また、税

務相談の中で案件になりそうなケース等情報収集に努める。事業承継は相談者からの

相談を待つのではなく、積極的に経営指導員等が巡回及び窓口相談時に密接に情報

交換を実施する。 

 

（２）事業承継セミナーの開催（新規） 
今後新たに福岡県事業引継ぎ支援センター*1やジブラルタ生命㈱*2から事業承継

の専門講師を派遣してもらい、セミナーを実施する。必要に応じ専門家による個別相談

も実施する。また、個別の相談については、セミナー開催時にアンケート調査を実施

し、そのデータ参考に個別相談を実施する。 

 

（脚 注） 
*1 福岡県事業引継ぎ支援センター：中小企業の円滑な事業承継を支援するためにに設立された公的

機関である。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づき、福岡商工会

議所が経済産業省より委託を受けて運営している。 

 

*2 ジブラルタ生命㈱：商工会が取扱う共済の保険受託会社であり、共済加入推進等商工会との連携も

期間行われている。ジブラルタ生命㈱はインストラクターが相続等を始め事業承継も専門的指導し、

商工会共済推進を通じて小規模事業者の実情に精通し、事業承継を専門的に支援できる会社で

ある。 
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（３）セミナー後のアフターフォローについて（新規） 
セミナー後、個別の相談案件については事業者、福岡県事業承継支援センター、

ジブラルタ生命㈱、県連エキスパート、ミラサポ、よろず支援拠、中小機構九州

等の専門家と経営指導員が連携し、承継問題解決に対しての事業計画を策定し支

援する。 

     

（目 標） 

項目 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業承継セミナーの開催 未実施 2 2 2 2 2 

事業承継セミナー参加者数 未実施 20 25 25 30 30 

事業承継支援事業者数 未実施 6 7 8 9 9 

 

 

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、事業計画を策定してもその計画の実行支援に対する商工会の体制ができ

ていなかった。 

自身で策定した計画を自身で客観的に分析・指摘するのは困難であり、小規模事業

者は時間の余裕がなく、事業計画を策定しても、日々の業務に追われ検証作業ができ

なかったことが多かった。 

更に事業者の感性、顧客の感性など、新しい事業に踏み込むビジネスならではの未

知なる領域もある。このような未知なる領域の計画と実施の検証もできていなかった。 

これを克服する為、計画が頓挫する前に定期的、客観的に計画と実績の比較分析、

検証が必要である。この確認作業を確実に実施することが小規模事業者のさらなる発

展に必要である。 

 

（事業計画） 

（１）事業者に対する指導前の事前説明（拡充） 
商工会はこれまで経営革新に取組む事業者を支援してきたが、経営革新で新規性

のある商品、役務等を計画することまではできても、日々変化する経営環境下において

は、計画の実行までを順調に行うことは容易でなく、計画通りに販売促進できず、実際

の売上に繋がらず、計画自体が中断するケースが多かった。経営計画の実行による、

「実行前」と「実行後」の経営状況を比較検証することは容易な作業ではない。事業計

画の実績対比が事業計画にとって最も大切な作業であることを事業者に説明し、十分

な理解を得る。 

 

（２）定期的なフォローアップ（拡充） 
経営指導員による定期的な事業状況の確認を行う。事業計画策定後に、進捗状況
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の確認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。その際事業者には希望的観測でなく

現実の数字による計画と実績の差異を説明し、なぜこの結果となったのかを比較検討

するために実地調査が必要であり、事業者とのより密接な伴走型支援を行うため、分析

確認は極力定期巡回により事業者で行う。 

＊個別相談は事業者の必要に応じて対応し、定期巡回は 1 カ月に 1 回を目安に実施

する。 

 

（３）実績対比後の事業計画練り直し（新規） 
事業計画策定後に計画と実績の比較などを行い課題・問題点を抽出し、事業実施

のフォローアップを実施する。今後新たに事業者・経営指導員・専門家の三者を交え、

課題・問題点克服のための PDCAサイクル等の具体策を検討する。 

専門家はよろず支援拠点や中小機構九州・ミラサポなど様々な支援機関を連携させ

ることで適時相談に応じるようにする。必要に応じ事業計画を経営革新まで繋げ、より

緻密な具体的な事業計画を策定する。 

また、資金繰り、金融面では日本政策金融公庫や地域金融機関、福岡県信用保証

協会等と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「那珂川町中小企業小口

事業資金」等を活用し、受注の繁閑等で運転資金等に支障をきたすことが無いよう手

厚く支援する。 

 

 （４）売上拡大支援（拡充） 
事業計画策定後必要に応じて、後述の 6.で予定している販路開拓支援や情報提供

を実施し、実際の売上を構築できるようなフォローアップを実施する。 

 

（５）創業後 2～3年の事業者に対してのフォローアップ（拡充） 
創業者に対しては経営指導員等が定期的に巡回し経営状況を把握しフォローアッ

プを実施する。特に事業計画と実績の対比、資金繰り等、計画の見直し PDCA は県連

エキスパート・ミラサポ等の専門家と連携して小規模事業者の実情に応じきめ細かく伴

走支援を行う。 

    

（目 標） 

支援内容 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業進捗状況確認や経営革新

支援 
未実施 5 15 17 18 18 

販路拡大等のフォローアップ件

数 
未実施 15 16 17 18 18 

創業後 2～3 年後の事業者のフ

ォローアップ件数 
未実施 14 15 15 16 16 
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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） 
これまで当町は大都市圏である福岡市に隣接し、また当町の人口自体も約 5 万人と

大きいので創業者・既存の事業者もしっかりとしたマーケティングをせずとも売上がある

程度見込める豊かな地域と捉えられることが多く、市場を見誤り事業を失敗するケース

が多かった。 

更に需要動向調査は自社で行おうとすると時間と費用がかかり、資金力が少ない小

規模事業者が取組みにくかった分野であり、また商工会もこの分野に対して支援する

体制ができていなかった。 

 
（事業計画） 
（1）ポジショニングマップの策定（新規） 
策定した個別の事業計画（商品・サービス）がどういったところに需要・ニーズがある

のかを１の地域の経済動向（マクロ調査）や２のＳＷＯＴ分析によって得られた結果を照

らし合わせて真に需要があるかミクロ調査する。 

具体的にはポジショニングマップを策定し、個別の事業者の商品がどこに競争力を

見出し、市場にマッチし、需要が創造できるかするかをポジショニングマップを策定し個

別の事業者のドメイン（生存領域）を確立する。 

ポジショニングマップとは地域の消費者性向や顧客の属性、高額商品や低価格商

品、デザイン重視か内容重視、若者重視か高齢者重視、店頭販売か宅配販売など、商

品・サービスの様々な切り口による位置付けを調査、比較、可視化することである。これ

を個別の事業者のマーケティング分析を実施する。 

このポジショニングマップを小規模事業者、経営指導員、中小企業診断士等の専門

家と連携して策定する。 

２．で策定する事業計画には必ずこの「ポジショニングマップ」を付随し、マーケティン

グを検証し、真に競争力のある小規模事業者のドメイン（生存領域＝生き残る術）を確

立する。 

 

（2）アンケート調査等による需要動向調査（新規） 
（1）のポジショニングマップを策定するにあたり、アンケート調査を実施し消費者性向

等基礎になるデータを得る。６．で後述する商談会・ふるさと納税・スーパーマーケット

での出展等と連携して顧客に直接アンケート調査を実施し、策定した事業計画に基づ

く商品・サービスの価格・容量・味・品質・デザイン・包装など「顧客の需要や価値」にマ

ッチした商品・サービス等であるかを調査・分析する。 

また、必要に応じ福岡県中小企業振興センターよろず支援拠点、中小機構九州

や地域金融機関と連携を図り小規模事業者に需要動向のノウハウや情報を提供

すると共に情報共有を図る。 
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（目 標） 

支援内容 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ポジショニングマップ策定事業者

数 
未実施 15 16 17 18 18 

ポジショニングマップ策定数×10

アンケート 
未実施 150 160 170 180 180 

 

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） 
これまで小規模事業者の売上に繋げるための「出口戦略」が不足し、実際の売上に

繋がらないケースが多数あった。いくら価値のあるものでも、それをターゲットに伝え、

購買行動に繋げることが出口戦略である。これには「商品情報の発信」が最も重要であ

るものの、販路開拓のできない理由として情報発信の不足等がある。多くの場合、取引

条件の不備、及び提案ツールの未整備など、販路を開拓するための基盤が脆弱である

ことに起因している。 

今後新たに、販路開拓に取り組むためには、取引対象者に対して充分な訴求力を

高めるため、コンセプトの策定など、各種段階を踏まえ、支援経験を通じて体系化し、

販路開拓に取組む。 

インターネット活用のためのセミナー開催や、販路開拓コーディネート事業を活用し

た相談会などの他、集団で取り組むこととする。経営革新支援も、地域資源活用支援

も、農商工連携等支援も広くみれば、販路開拓のための支援であり、展示会、商談会も

含め、施策メニューは多岐にわたる。 

 

（事業計画） 

（１）商談会及び事前セミナーに参加し販路拡大の体系を整備する。（拡充） 
県連及び福岡地域地中小企業支援協議会、福岡商工会議所等が開催する商談

会・展示会等への参加や県内・県外に向け商談会・展示会情報を小規模事業者に提

供し、積極的に出展し販路開拓に努める。また、今後は商談会に付随して開催される

「商談会事前セミナー」に参加することを重視し、商品コンセプト、商材の明細、ロット

数、商品提案文書などを体系的に学習することで販路拡大に繋げる。 

 

（２）「ふるさと納税」等の活用（新規） 
昨今、ふるさと納税のお礼を地域の特産品で贈呈する場合ことがマスコミ等で話題と

なり当町でも22品目8事業者が商品やサービスを提供している。今後、行政と当商工会

が連携し那珂川町の特産品を斡旋し、地域の事業者をPRしていく。 

また、インターネットショッピングサイトの「よかもん市場*1」にも積極的に事業者を斡

旋し、観光資源を活用した「那珂川ブランド」として全国に向けて情報発信する。 
 

（３）地域スーパーマーケットとの連携（新規） 
 これまで小規模事業者の商品を販売する機会が少なかった現状があるが、町内の大
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型店より地域の商品を取扱いし、消費者に「地産地消」を勧めるコーナーを設置したい

との申し出が商工会にあった。 

地域の小規模事業者も商品を取扱ってもらいたいという希望もあり、これを大型店、

小規模事業者の「共存・共栄」のモデルとして新たに地域スーパーマーケット等に観光

資源を活用した商品を取扱う特設コーナーを設置し、より消費者が買い求めやすい形

で販売機会を増やす。 

 

（４）インターネットの活用（拡充） 
当会独自のホームページで店舗・商品紹介を行う。商工会員は無料で1ページまで

「ももちゃんねっと*2」に掲載することができる。当会ホームページである「ももちゃんね

っと」への掲載を実施し小規模事業者のＰＲを実施する。 

また、「全国連ＮＩＰＰＯＮＳＥＬＥＣＴ.com*3」において、ホームページへの掲載やＢｔｏ

Ｂ取引を支援する。 

ネット販売での売上の確保・拡充は専門的知識が必要となるので、県連エキスパート

バンク、ミラサポ等の専門家を交えて指導し見直しと検証を行い随時支援していく。 

 

（５）出展時の販売促進支援（拡充）   
商談会・展示会に出展する小規模事業者が効果的に成果を得られるよう、販売促進

ツール・POP作成、また商品提案書の作成、商談の進め方等を必要に応じ県連エキス

パートバンク、ミラサポ等の専門家を交えて指導する。この指導により小規模事業者が

より大きな商談へステップアップできるよう支援する。 

 

（脚 注） 
*1 「よかもん市場」とは福岡県が運営する、福岡をはじめとする九州の企業が出店するショッピング

サイトである。 

 

*2「ももちゃんねっと」の「ももちゃん」とは地域の発展を願って那珂川町の豊かな緑、清らかな川の水と町

の木であるヤマモモの木から生まれた商工会のイメージキャラクターである。商工会ホームページの

名前はここから由来する。 

 

*3「全国連ＮＩＰＰＯＮＳＥＬＥＣＴ.com」とは地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が、農商工連携

や地域資源の活用し商品展開力・販売力の向上等を図ることを目的とした全国商工会連合会公式の

サイトである。 
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（目 標） 

項目 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

県連・福岡地域中小企業支援協

議会等が開催する商談会・事前

セミナー参加事業者数 

2 2 3 3 4 4 

ふるさと納税・よかもん市場等斡

登録業者数 
8 8 9 9 9 9 

地域スーパーマーケットでの特

設販売商品数 
3 3 4 4 5 5 

ももちゃんねっと掲載等 

インターネット支援 
240 245 250 250 255 255 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

（１）地域コミュニティーを形成する小規模事業者の存在 
当地域は大都市圏福岡市に隣接し、大型店・資本の大きいフランチャイズチェーン

などにより地域小規模事業者の廃業が増加している。 

地域の小規模事業者は商品販売だけでなく、防犯、子育て、教育等地域のコミュニ

ティーにとって大型等にはできないきめ細かな役割があり、このような地域にとって必要

とされる小規模事業者を中長期的に育成する為には、消費者と地域小規模事業者の

接点となる機会をつくることが必要である。 

以上を踏まえ、小規模事業者と消費者のふれあいの場を創出することを目的として

商工会が主催し農商工連携物産展「農っ工ら商（のっこらしょ）in なかがわ」を開催して

きた。しかし、本物産展において経営革新等で開発した自社商品や商材を展示・PR す

る小規模事業者が少なく、その後の継続的な売上に繋がっていない現状がある。 

 

（２）観光資源の積極的活用不足 
当町には日本書紀に登場する日本最古であり現在も利用されている用水路「裂田の

溝（さくたのうなで）」や元寇の時日本武士団の本拠地となった「岩門城」など貴重な観

光資源がある。当商工会では平成24年から目的別部会として観光部会を設立し、岩門

城遊歩道整備等、史跡の観光整備を行ってきたが、これまでこの観光資源の PR を積

極的に実施できていなかった。ゆえに観光資源を活用し交流人口を呼込むことまでに

繋がっていない。 

 

（３）当町の強みを活かした特産品の開発 
当町は福岡市の大都市に隣接し、佐賀県境とも隣接し脊振山系の豊かな農作物が

あるにも関わらず、特産品開発に至っていない。この要因は前述のとおり町自体に豊か

な購買力がある為、小規模事業者、生産者が連携せずとも単独で存在でき、競争にさ
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らされなかったことがある。生産者と小規模事業者が連携していないため、農産物が加

工されずそのまま販売され、生産者と小規模事業者が連携して商品開発（特産品）し付

加価値をつけることができずにいた。加工品でないため、日持ちせず、商品として流通

する力が無く、計画的に農産物を生産するところまで至っていなかった。 

 

（事業計画） 

（１）「農っ工ら商ｉｎなかがわ」の開催（拡充） 
商工会が主催する農業・工業・商業が連携して小規模事業者と地域住民とのふれあ

いの場とした物産展である。ミリカローデン那珂川にて開催し、約 40 店舗が出店するイ

ベントである。小規模事業者の事業内容・商品を消費者にPRする。単なるイベント出店

でなく消費者に小規模事業者の商品やパンフレット、業務内容が PR できるような出展

を支援する。 

また、小規模事業者だけでなく、従業員等事業関係者が積極的に参加し、消費者と顔

を合わせることで「顔の見える小規模事業者」を PR する。 

また、来場者に対しアンケート調査を行い、消費者ニーズ等を把握し、来場者増に繋

げる。更にインターネット等を活用し町外遠隔地への PR も積極的に実施する。   

   

（地域関係者間の意識共有の仕組み） 

 「農っ工ら商inなかがわ」を開催するにあたり、単なるイベントでなく小規模事業者と地

域団体、そして地域住民が一丸となれるイベントとして各団体と連携することを目的とす

る。 

連携会議として「農っ工ら商 in なかがわ連携会議」を行い、農業出展の面では筑紫

農業協同組合那珂川支店*1 や那珂川町パイオニアクラブ（若手農業者団体）*2、ま

た、イベント運営についてはミリカローデン那珂川*3・那珂川町と連携し、来場者用町

内巡回バスの運営や駐車場管理、さらに那珂川町シルバー人材センター*4 や那珂川

町社会福祉協議会*5 等の地域の各種団体を巻き込んで地域を挙げてのイベントとす

る為、「農っ工ら商 in なかがわ連携会議」にて協議・連携する。  

 

（脚 注） 
*1 筑紫農業協同組合那珂川支店：那珂川町の農業者協同組合である。連携することで当町の農産物の生産・販

売・PR、また農業者との連携を図る。 

*2 那珂川町パイオニアクラブ：那珂川町の農業者青年で組織する団体であり、農協とは別の独自団体である。那

珂川町の農産物を通じてまちづくり等を支援する団体である。 

*3 ミリカローデン那珂川：文化ホ-ルや多目的ホール、会議室、調理室を備えた本館と 那珂川町図書館、屋内プ

ール・トレーニングジム、ふれあいこども館より成る複合施設であり、駐車場等を利用して「農っ工ら商 in なかが

わ」等の町のイベント会場として使用される町の中心的施設である。 

*4 那珂川町シルバー人材センター：健康で働く意欲のある６０歳以上の者を会員として、自治体や企業、家庭など

から臨時的・短期的な仕事を受注し会員に提供している。町内外のイベントに餅つきなどで出展し地域住民か

ら大変好評を得ている。 

*5 那珂川町社会福祉協議会：地域住民ボランティア、福祉・保健・医療等の関係者、行政機関の協力を得て福祉

のまちづくりを目指す組織である。「農っ工ら商 inなかがわ」では赤い羽根共同募金や福祉ボランティアの紹介

を行う。 

 

（２）ホームページ等による観光資源のＰＲ･観光（歴史）講習会の開催（新規） 
商工会ホームページ・商工会だより情報誌等よる史跡等紹介、また、今後新たに、当
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町の史跡等観光資源の価値を地域住民に伝える為の「那珂川町の観光（歴史）講習

会」を開催する。 

観光（歴史）講習会は当町の貴重な史跡を小規模事業者及び地域住民に理解して

もらうことで、観光資源としての価値を共有し、地域イベントまた観光資源を活用した特

産品開発に繋げていく。 

地域の小規模事業者が観光資源の説明ができ、観光コンシュルジュの役割も担い、

交流人口の増加に繋げる。 

 

（地域関係者間の意識共有の仕組み） 

「観光資源の PR・観光（歴史）講習会」の開催について、観光資源として取組むテー

マ、また、史跡等の情報収集、地域伝承や言い伝え、また、観光地としての立地・交通

整理（安全面の確保）等を分析、整理することで観光資源をブラッシュアップし、PRする

ことを目的として、「那珂川町観光連携会議」を行う。 

那珂川町郷土史研究会*1 による観光資源として取組むテーマの協議、那珂川町教

育委員会*2、による史跡の文化財保護等について協議し、地域を挙げての観光 PR が

できる仕組みとする。また、観光（歴史）講習会に地域小規模事業者が参加することで

地域の小規模事業者の観光コンシュルジュを育成する。 

 

（脚 注） 
*1 那珂川町郷土史研究会：主に史跡探訪や調査といった郷土史にまつわる学習、講演会等をしている。当商工

会と連携し、史跡の整備や観光地化への協力などの活動も実施している。 

*2 那珂川町教育委員会：町の史跡・文化財等の情報収集、また保護等を行う。史跡の文化財等を商工会と連携

して取扱う。 

 

（３）特産品開発支援（新規） 
自社の強みや経営資源を地域経済動向や地域観光資源とマッチングし新商品等の

開発を計画する支援を行う。 

今後、日持ちするお土産品を想定して商品開発を行い「那珂川ブランド」を確立する

小規模事業者を支援する。これには当町の観光資源である「新幹線」又「脊振山麓の

優れた農産物」を活用する商品開発を支援する。 

この商品開発は小規模事業者だけでなく、農業生産者へ利益を生むための計画的

な生産を促進する。 

今後は当町での創業者への商品開発・サービス等を支援するにあたりこの地域資源

を活用できるよう行政・生産者組合等の関係機関と連携し、情報提供・斡旋など商工会

経営指導員による伴走型の支援を実施する。 

  

（地域関係者間の意識共有の仕組み） 

「地域の特性を活かした特産品開発」を目的として、「那珂川町特産品開発連携会

議」を行い、生産者団体として筑紫農業協同組合那珂川支店・那珂川町パイオニアクラ

ブ（若手農業者団体）等と連携し、当町の強みである農産物のヤーコン、またその他農

産物をブラッシュアップし生産・収集する。これを福岡県工業技術センター生物食品研

究所*1 やクリエイション・コア福岡*2 等と連携し、加工品として販売ルートに乗りやすい

特産品開発を目指す。 
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また、販路開拓については福岡女子商業高等学校*3 と連携し「女子商マルシェ」*4

やスーパーマーケットのハローデイ那珂川店*5 で商品の陳列・販売・PR を行う。また、

那珂川町と連携し「ふるさと納税」お礼品に地域小規模事業者がスムーズに参加できる

よう働きかけを行う。 

（脚 注） 
*1 福岡県工業技術センター生物食品研究所：食品産業を対象として、技術支援・研究開発を行い、地域産業の

振興を行っている。商品開発をするにあたり、成分分析、加工等の試験を行い開発する特産品の品質を高め

る。 

*2 クリアイション・コア福岡：当施設は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営する、福岡都市

圏の経済活力を未来の新事業に結びつけるための賃貸型事業施設である。支援スタッフが常駐し専門家の派

遣等を行っており、今後当会の商品開発等の支援に結び付ける。 

*3 福岡女子商業高等学校：町立の女子商業高等学校である。地域経済との繋がりに重点を置き、生徒の教育を

行っている。 

*4「女子商マルシェ」：福岡女子商業高等学校が主催する年 1回の生徒の販売実習イベントであり町内外より多数

の来場者がある。 

*5ハローデイ那珂川店：町の都市部に位置しする地域スーパーマーケットである。当スーパーマーケットは地産地

消に積極的に取組み、商工会と連携して地域の特産品を陳列等販売・PR を行う。 

 

 

 

 

 

（地域経済を総合的且つ横断的にまとめ町の中長期的なビジョンを策定する仕組み） 
（新規） 

（１）「農っ工ら商 inなかがわ連携会議」（２）「那珂川町観光連携会議」（３）「特産品開

発連携会議」を連携させ、町の進むべき指針・方向性を総合的且つ横断的にまとめ、

地域経済の５～１０年のビジョンを策定することを目的とし、上記の３つの連携会議の基

幹会議と位置づけ「那珂川町まちづくり連携会議」を実施する。 

①農っ工ら商 inなかがわ連携会議、那珂川町観光連携会議、那珂川町特産品開発

連携会議の情報・状況把握し連携、調整する。 

②各連携会議における課題、当町の総合的な課題の抽出。 

③当町の進むべき指針・方向性をまとめる。 

④中長期的（５年～１０年）な地域経済のビジョン・事業計画・目標の策定。 

⑤事業の検証、見直し。 
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 （目 標） 

支援内容 
現状 
（平成 26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

農っ工ら商ｉｎなかがわ開催 1 1 1 1 1 1 

 

出展者数 40 40 40 40 40 40 

来場者数 15,000 15,000 15,000 16,000 16,000 16,000

来場者に対する

ｱﾝｹｰﾄ実施 
0 30 40 40 40 40 

ホームページ・情報誌による観光

情報発信 
3 6 7 8 9 9 

観光（歴史）講習会の開催 3 4 4 4 4 4 

自社の経営資源又は当町の観

光資源を活かした商品開発 
未実施 1 2 2 2 2 

  

 

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 

（現状と課題） 
これまで、他の支援機関との連携を通じた支援は相談の内容に応じ他の支援機関を

紹介するなどしてきた。しかし、商工会から各支援機関との連携を仕組みとして小規模

事業者に提供する体制ができておらず、受け身での支援機関との連携であった。 

本支援計画で小規模事業者の販路拡大に繋げるためには様々な機関と連携し小規

模事業者の販路拡大のためのノウハウ等の情報が必須となる。 

また事業承継面でも M&A・相続など高度な専門知識が必要とされるが商工会は相

談を受けての対応であった為、積極的に情報提供できていなかった現状がある。 

 

（事業計画） 
 他の支援機関と連携する仕組みづくり、体制整備を行い、小規模事業者に積極的に
他の支援機関の強みを紹介し、事業計画策定、創業、事業承継、需要動向調査等の

支援を提供する。 

 

（１）地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
外部データとして県連、全国連、ミラサポなどの調査結果等で全県・全国的な情報を

収集する。地域経済の動向は地域金融機関、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協

会、福岡地域中小企業支援協議会等と地域経済情報の交換を図る。 
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（２）経営状況の分析に関すること【指針①】 
  今回当会中小企業基盤整備機構等の経営自己診断システムを活用し独自の経営

分析システムを構築、経営分析を容易に実施しやすくする。しかし、経営分析は得られ

た結果の整理・分析・理解が最も重要でこれについては県連エキスパートバンク・ミラサ

ポ・中小機構九州、よろず支援拠点による専門家と連携し、分析を実施する。この為に

は上記支援機関と常に連携を密にし、ノウハウ等の情報共有を図る。 

 

（３）事業計画策定支援に関すること【指針②】 

3-1 事業計画策定支援 
事業計画策定は新たな商品・サービス等の開発など県連エキスパートバンクやミラサ

ポ・よろず支援拠点、中小機構九州などを積極的に活用する必要がある。 

資金計画については日本政策金融公庫、地域金融機関、那珂川町、福岡県信用保

証協会等と連携・情報交換を密にし、情報共有を図り、効果的な制度融資等の活用を

促進する。 

 

3-2 創業支援 
那珂川町と連携し特定創業支援事業（創業塾等）を実施する。 

創業は創業融資に結び付けるため、日本政策金融公庫、地域金融機関、福岡県信

用保証協会と連携を密にし、協調融資等を実施できるよう連携情報共有を行う。 

また、福岡県行政書士会と連携し、創業者の許認可等手続の情報交換を図る。 

創業者に販路拡大等の支援を行うため県連、福岡地域中小企業支援協議会、福岡

商工会議所、地域金融機関、那珂川町、地域スーパー等と商談会、取引先紹介等の

情報交換を図る。 

 

3-3 事業承継支援 
事業承継については M&A・相続など高度な知識を要求される為、福岡県事業引継

ぎ支援センターやジブラルタ生命㈱、県連エキスパート、ミラサポ、よろず支援拠点、中

小機構九州と連携しセミナーや個別相談に応じる。また事業承継は実際の事例も大変

参考になるのでその情報も連携を密にして情報交換を図る。 

 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
経営指導員による定期的な事業状況の確認を行うが、計画と実績の比較・検証など

を行い課題・問題点を抽出することは事業者・経営指導員だけでなく第三者的に外部

の専門家を踏まえ計画の見直しを客観的に行うことが必要である。 

県連エキスパートバンクやミラサポ、よろず支援拠点、中小機構九州などの支援機関

と連携し、事業計画の PDCA を行う。 

また、資金繰り、金融面では日本政策金融公庫や地域金融機関、福岡県信用保証

協会等と連携し、定期的な懇談会を行い、設備投資等の金融斡旋ノウハウや支援施策

について情報交換を行う。 

 

（５）需要動向調査に関すること【指針③】 
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需要動向調査は時間と費用がかかり、資金力が少ない小規模事業者が取組みに

くかった分野であり、商工会としても重要動向調査に取組む体制が無く、これに

取組むには情報やノウハウが不足しているので他の支援機関と連携していく。 
福岡県中小企業振興センターよろず支援拠点、中小機構九州や地域金融機関と

連携を図り小規模事業者に情報提供すると共に情報共有を図る。 
 

（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】 
関連機関が開催する物産展・商談会等と連携して小規模事業者の販路開拓につな

げる。又、行政等からの出展情報を得るなど常に小規模事業者が販路開拓の情報に

接しやすくするようにする。 

県連、福岡地域中小企業支援協議会、福岡商工会議所、中小機構九州、地域金融

機関、那珂川町及び県連のエキスパート専門家等と連携し、各地域の小規模事業者

や需要の動向、販路開拓、支援ノウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需

要の開拓を進める。 

福岡県、全国連等のショッピングサイトの活用及び連携、地域スーパーマーケットと

連携し特産品を展示する。消費者と直接接するショッピングサイト、大型店等と連携を

密にし情報交換を図り、小規模事業者の販売チャネルを多様化し販路開拓支援を行

う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 
事業者からの信頼を得て、共に伴走するには学習による「知識」と現場の「経験」（キ

ャリア）が車輪の両輪となり走ることが必要である。今後、本事業の成否は指導員等の

資質の向上にかかっているといえる。 

「知識」と「経験」を自身の努力は当然のことながら、組織として習得できる体制整備

に取組む。 

 

（１）「知識」に関する研修（新規） 
県連、全国連が主催する研修に加え、中小企業大学校の主催する研修に経営指導

員等が年間 1 回以上参加することで、売上げや利益を確保することを重視した支援能

力の向上を図る。研修に行った者が他の職員へ情報共有し職員全体のスキルアップを

目指す。さらに、実際の巡回や窓口相談時に活かせたかどうかを定期的に検証し、次

回の研修のテーマ選択に活用する。 

 

（２）支援ノウハウ等を組織内で共有する体制の構築（新規） 
経営指導員・経営支援員等が参加する「経営指導事例研究」等の勉強会を 1 カ月に

1 回開催し、経営指導員等が実務として習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経

営状況の分析等を共有する。具体的にはターゲット選定、商品計画、販売計画、商品

コンセプト設定、ＳＷＯＴ分析等を事例を踏まえ、小規模事業者の利益の確保に資する

ノウハウとして習得する。 

また支援テーマごとに支援内容をデータベース化し、経営指導員等が共有でき、い
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つでも閲覧できる体制を構築する。 

さらに、経営指導員だけでなく、経営支援員とチームで小規模事業者の巡回相談・

窓口相談すること等を通じて、地域の情報収集方法、事前準備等、地域の実情を学ぶ

など、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

 

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 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

（１）会長職務代行者、副会長、事務局長、中小企業診断士・外部の経営コンサルタン

ト等の有識者により「経営発達計画確認有識者会議」を組織し、年2回、事業の計画

と実績の定量的数値状況や現場の声などに基づき、第三者的中立の立場で成果の

評価・見直し案の提示を行う。 

 

（２）事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会・総代会へ報告し、承認を受

ける。 

 

（３）理事会での事業成果・評価・見直し方針の決定を受け事務局内でも計画内容・目

標に対する見直し・修正を実施し、小規模事業者に対し有効な施策を柔軟に打ち出

す。 

 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を商工会の広報誌及びホームページ

（http://www.momochan-net.org/ ）で計画期間中公表し、小規模事業者に対しわ

かりやすく情報を公開する。 
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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 

（１）組織体制 
                            平成 28 年 1 月現在

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
・小規模事業者が直接相談する窓口 

那珂川町商工会 

福岡県筑紫郡那珂川町西隈 3-1-10 電話：092-952-2949 ＦＡＸ：092-952-9101 

ＨＰアドレス http://www.momochan-net.org/ 

 

【那珂川町商工会総代会】 
（事業の成果・評価・見直しの承認）

会員数 1017名 総代数 108名 

【那珂川町商工会 理事会】 
（事業の成果・評価・見直しの方針決定）

役 員：28名 

【発達計画支援事業実施主体】 
事務局体制 

 
（総括）事 務 局 長 
 
（担当）経営指導員 3名 
 
（担当）経営支援員 5名 
 
（担当）臨時職員  2名 
 
（事業成果・評価・見直し結果公表） 
ＨＰ：http://www.momochan-net.org/ 

【経営発達計画事業確認有識者会議】 

（事業の PDCA検証・定期的に開催） 

 

・会長職務代行者、副 会 長、事務局長

 

・中小企業診断士他 

 
 
那珂川町商圏内 
 
 
・小規模事業者 

【関係機関・団体】 
・県連 
・中小企業庁（ミラサポ）

・福岡地域中小企業支援協

議会 
・よろず支援拠点 
・中小企業基盤整備機構 
・中小機構九州  
・福岡銀行 那珂川支店 
・日本政策金融公庫 福岡

西支店 
・福岡県信用保証協会 
・福岡県事業引継ぎ支援セ

ンター 
・ジブラルタ生命㈱ 
・ハローデイ那珂川店 
・福岡県行政書士会 
・福岡商工会議所 
・全国連 
・那珂川町 



２６ 
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 10,740 10,890 11,090 11,290 11,290

 

創業塾講習会開催費 330 330 330 330 330

講習会開催費（経営） 900 900 900 900 900

講習会開催費（観光） 400 400 400 400 400

農っ工ら商 in なかがわ（物産

展開催費） 
2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

地域動向調査作業等パート人

件費 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

観光振興対策費 

（観光ＰＲ等の取組） 
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

部会による販路開拓交流会 210 210 210 210 210

情報誌による事業者ＰＲ 

観光情報発信 
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

タブレット端末通信費 50 50 50 50 50

商業振興対策費（商品開発） 400 500 600 700 700

工業振興対策費 

（管内合同販路開拓交流会他） 
250 300 400 500 500

中小企業大学校研修費 500 500 500 500 500

発達計画有識者会議 

外部コンサルタント費用 
100 100 100 100 100

（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 

・自己資金 県及び町補助金等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
（連携者）県連、全国連、ミラサポ、地域金融機関、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、福岡

地域中小企業支援協議会、那珂川町 

 

（連携内容）①全県・全国的な経済動向の収集・整備 

③地域経済動向調査情報整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（連携者）県連エキスパートバンク、ミラサポ、中小機構九州、よろず支援拠点、中小機構九州 

 

（連携内容）②経営自己診断システムの活用による 5 つの要素による経営状態の把握 

③経営資源になりうる主要商品・ターゲットの SWOT分析 

④地域経済情報とマッチするか分析し分析結果を具体的な販売計画へと繋げる支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域経済動向調査

情報整理 

 

①全県・全国的な経済

動向の収集・整備 

 

商工会 

・独立行政法人

中小企業基盤

整備機構（診断

システム） 

 

 

小規模事業者  

③SWOT分析 ②経営自己診

断システム

の活用 

①経営分析・事業計画

の必要性の説明 

②独自調査での地域

経済動向の把握 

 

小規模事業者 

 

商工会 

・県連 
・全国連 
・ミラサポ 

・地域金融機関 
・日本政策金融公庫

・福岡県信用保証協

会 
・福岡地域中小企業

支援協議会 
・那珂川町 

・県連エキスパートバンク 
・ミラサポ 
・中小機構九州 
・よろず支援拠点 

④地域経済情報とマッチするか分析
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3．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

3-1 事業計画策定支援 
（連携者）県連エキスパートバンク、ミラサポ、よろず支援拠点、中小機構九州 

日本政策金融公庫、地域金融機関、那珂川町、福岡県信用保証協会 

（連携内容） 

①専門家・経営指導員等による事業計画策定支援を実施。 

②商工会は内容を精査し、県連合会等と調整し、小規模事業者の支援ニーズにマッチ

した専門家派遣を依頼する。 

③商工会と連携して金融支援 

④金融資金面での支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2．創業支援  
（連携者）よろず支援拠点、中小機構九州、福岡地域中小企業支援協議会、ミラサポ、地域金融機

関、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、福岡県行政書士会 

 

（連携内容）④専門家経営指導員等による創業計画策定等支援、商談会情報等販路開拓支援及び

金融支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⑤創業塾の開催 

④専門家派遣 

 販路開拓支援 

 金融支援 

②専門家派遣 

④金融面での支援 
 

①事業計画策定支援
 

 

小規模事業者 

 

 

商工会 

 

・県連エキスパー

トバンク 
・ミラサポ 
・よろず支援拠点

・中小機構九州 

 

 

創業予定者 

 

那珂川町 

 

 

商工会 

①相談受付 

創業塾 

③創業支援 

②専門家派遣依頼・販路開拓支援依頼

創業塾のカリキュラム等策定 

産業競争力強化

法による連携 

・よろず支援拠点、中小機構九州 
・福岡地域中小企業支援協議会 
・ミラサポ 
・地域金融機関 
・日本政策金融公庫 
・福岡県信用保証協会 
・福岡県行政書士会 

・日本政策金融公庫

・地域金融機関 
・那珂川町 
・福岡県信用保証協

会 

 

③商工会と連携

して金融支援 
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3-3．事業承継支援 
（連携者）福岡県事業引継ぎ支援センター、ブラルタ生命㈱、県連、ミラサポ、よろず支援拠点、中小

機構九州 

 

（連携内容）②商工会がセミナー開催を開催し事業承継の知識の習得を支援する。 

③必要に応じ事業承継の個別相談を行いスムースな事業承継を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

（連携者）県連エキスパートバンクやミラサポ、よろず支援拠点、中小機構九州 

      日本政策金融公庫や地域金融機関、福岡県信用保証協会等 

 

（連携内容）②巡回による進捗状況の確認及び実地調査による伴走型支援 

③実績対比後の事業計画練り直し及び経営革新申請 

⑤金融支援連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 

②商工会がセミナー開催を開催し小規模事業者に

対し事業承継の知識の習得を支援する。

③必要に応じ事業承継の個別相談を行いスムース

な事業承継を実施する。 

商工会 

・福岡県事業引継ぎ支援

センター 

・ジブラルタ生命㈱ 

・県連 

・ミラサポ 

・よろず支援拠点 

・中小機構九州 

①商談会等の情

報提供 

（セミナーによる支援） 

専門家：福岡県事業引継ぎ支援センター 

ジブラルタ生命㈱ 

 

小規模事業者 
 

商工会 

・県連 
・ミラサポ 
・よろず支援拠点

・中小機構九州 
 

④専門家との連携 

①実績対比の重

要性の説明 

②巡回による進捗状況の確認 
③実績対比後の事業計画練り直し

・日本政策金融公庫 
・地域金融機関 
・福岡県信用保証協会

⑤金融支援連携 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（連携者）福岡県中小企業振興センターよろず支援拠点、中小機構九州や地域金融機関 
 

（連携内容）①地域経済情報、SWOT分析結果によるミクロ調査 

②個別事業者へのマーケティング分析の為のポジショニングマップの策定 

③真に競争力のある小規模事業者のドメインの確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 
（連携者）福岡地域中小企業支援協議会、中小企業基盤整備機構九州本部、福岡商工会議所、

地域金融機関、那珂川町及び県連のエキスパート専門家等 

 

（連携内容）①県連及び福岡地域中小企業支援協議会が開催する商談会・展示会等への参加や

県内・県外に向け商談会・展示会情報共有 

②商談会等の参加による販路開拓支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携 

②策定

 

 

 

小規模事業者 

 ②商談会等の情報提供支援（郵送・ＦＡＸ等会員

と商工会連絡方法を充実する）

③商談会等の参加による販路拡大支援 

商工会 

・県連 

・福岡地域中小企業支援協議会 

・中小機構九州 

・福岡商工会議所 

・地域金融機関 

・那珂川町 

・県連のエキスパート専門家等 

①商談会等の情

報提供 

機会を逃さず 

情報提供支援 

・よろず支援拠点 
・中小機構九州 
・地域金融機関 

 

①地域経済情報、SWOT 分
析結果によるミクロ調査 

 

小規模事業者 
 

商工会 

③ドメインの確立 

ポジショニング

マップ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）「農っ工ら商ｉｎなかがわ」の開催（拡充） 
（連携者）小規模事業者、筑紫農業協同組合那珂川支店、那珂川町パイオニアクラブ（若手農業者

団体）、那珂川町シルバー人材センター、那珂川町社会福祉協議会 

 

（連携内容）①出展参加 

②地域を挙げてのイベントとする為各種団体と出展連携 

③イベントの安全面等の運営協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ホームページ等による観光資源のＰＲ･観光（歴史）講習会の開催（新規） 
（連携者）那珂川町郷土史研究会、那珂川町教育委員会、 

 

（連携内容）①観光資源として取組むテーマの情報収集・協議 

        ②文化財保護等の確認 

③ホームページ、講習会等で地域住民と一体となった観光情報を発信 

④小規模事業者が観光コンシュルジュとして観光情報を PR する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 
 
農っ工ら商

in なかがわ
連携会議 

・筑紫農業協同組合那

珂川支店 

・那珂川町パイオニア

クラブ（若手農業者

集団） 

・那珂川町シルバー人

材センター 

・那珂川町社会福祉協

議会 

 

地域が一体と

なったイベン

トで小規模事

業者を PR 

①出展参加

・ミリカローデン那珂川 

・那珂川町 

 
 
 
 
消費者 

②地域を挙げてのイベ

ントとする為各種団体

と出展連携 

③イベントの安全面等

の運営協力 

 
 
那珂川町観

光連携会議

 
及び 
 
小規模事業

者 
 

那珂川町教育委員会 

③ホームページ、

講習会等で地域住

民と一体となった

観光情報を発信 

②文化財

保護等の

確認 

観光交流人口

の増加 

 

那珂川町郷土史研究会

 

 
 
 
 
観光交流

人口 
 
 

④小規模事業者が

観光コンシュルジ

ュとして観光情報

を PRする。 

①観光資源

として取組

むテーマの

情報収集・協

議 
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（３）特産品開発支援（新規） 
（連携者）那珂川町筑紫農業協同組合那珂川支店、那珂川町パイオニアクラブ（若手農業者集

団）、那珂川町 

 

（連携内容）①農産物の生産・収集及び情報整理 

②加工品としての原材料分析及び品質検査他 

③販路開拓支援 

④販路開拓「ふるさと納税お礼品」への参加 

⑤那珂川町特産品開発連携会議と小規模事業者が一体となって特産品開発・販売を

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川町 

④販路開拓

「ふるさと

納税お礼品」

への参加 

①農産物の

生産・収集及

び情報整理 

・福岡県工業技術センター

生物食品研究所 
・クリエイション・コア福

岡 

 
 
那珂川町

特産品開

発連携会

議 
 
 
及び 
 
 
小規模事

業者 

・福岡女子商業高等学校 

・ハローデイ那珂川店 

 
⑤那珂川町特産

品開発連携会

議と小規模事

業者が一体と

なって特産品

開発・販売を

実施 

③販路開

拓支援 

・那珂川町筑紫農業協

同組合那珂川支店 

・那珂川町パイオニアク

ラブ（若手農業者団

体） 

・那珂川町 

②加工品

と しての

原材料分

析及び品

質検査他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消費者 



３３ 
 

 

（地域経済を総合的且つ横断的にまとめ町の中長期的なビジョンを策定する仕組み）
（新規） 

（連携者）農っ工ら商 in なかがわ連携会議、那珂川町観光連携会議、那珂川町特産品開発連携会

議 

 

（連携内容）①農っ工ら商 in なかがわ連携会議、那珂川町観光連携会議、那珂川町特産品開発連

携会議の情報・状況把握し連携、調整を行う 

②各連携会議における課題、当町の総合的な課題の抽出 

③当町の進むべき指針・方向性のとりまとめ 

④中長期的（５～１０年）な地域経済のビジョン・事業計画・目標の策定 

⑤事業の検証、見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川町観光連携会議 

農っ工ら商 inなかがわ連携会議 那珂川町特産品開発連携会議 

那珂川町まちづくり連携会議 
３つの連携会議を連携させ当町の進むべき指針・方向性をまとめ地域経済のビ

ジョン、ブランド等を策定する基幹会議 

①農っ工ら商 inなかがわ連携会議、那珂川町観光連携会議、那珂

川町特産品開発連携会議の情報・状況把握し連携、調整を行う 

②各連携会議における課題、当町の総合的な課題の抽出 

③当町の進むべき指針・方向性のとりまとめ 

④中長期的（５~１０年）な地域経済のビジョン・事業計画・目標

の策定 

⑤事業の検証、見直し 



３４ 
 

連携者及びその役割 

1．名 称：福岡県商工会連合会 

  代表者：会長 城戸 津紀雄 

所在地：福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター7F 

役 割：小規模事業者の事業計画策定、フォローアップ等の支援の為の専門家派遣 

 

2．名 称：中小企業庁（ミラサポ） 

  代表者：中小企業庁長官 豊永 厚志 

所在地：東京都千代田区霞が関一丁目 3番 1 号 経済産業省別館 

役 割：小規模事業者の事業計画策定、フォローアップ等の支援の為の専門家派遣 中小企業

大学校での研修 

 

3．名 称：福岡地域中小企業支援協議会 

代表者：会長 小山 英隆 

所在地：福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センタービル 1Ｆ福岡県福岡中小企業振興

事務所内 

役 割：地域経済動向調査支援、事業計画策定支援、販路開拓支援他 

 

4．名  称：福岡県中小企業振興センターよろず支援拠点 

  代表者：理事長 髙木 郁夫  

所在地：福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター6F 

役 割：取引先紹介・商談会等販路開拓、事業計画策定等専門家派遣 

 

5．名  称：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

  代表者：理事長 高田 坦史 

所在地：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

役  割：経営自己診断システムの活用 

 

6．名  称：中小機構 九州 

代表者：九州本部長 齊藤 三 

所在地：福岡市博多区祗園町 4番 2 号 サムティ博多祇園 BLDG 

役 割：取引先紹介・商談会等新たな販路開拓支援、事業計画策定等専門家派遣 

 

7．名  称：福岡銀行 那珂川支店 

代表者：支店長 馬郡 武俊 

所在地：筑紫郡那珂川町道善 1丁目 33 番地 

役  割：金融支援、商談会、取引先紹介等による販路開拓 

 

8．名  称：日本政策金融公庫 福岡西支店 

支店長：白倉 和弘 

所在地：福岡県福岡市中央区大名 1-4-1 ND ビル 

役 割：金融支援 
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9．名  称：福岡県信用保証協会 

代表者：会長 牛尾 長生 

所在地：福岡市博多区博多駅南 2丁目 2番 1 号 

役 割：金融支援 

 

10.名 称：福岡県事業引継ぎ支援センター 

代表者：統括責任者 奥山 慎次 

所在地：福岡市博多区博多駅前 2丁目 9-28 福岡商工会議所ビル 7階 

役 割：事業承継支援に関する専門家派遣（事業承継の知識、体系等） 

 

11.名 称：ジブラルタ生命㈱ 

代表者：代表取締役社長 佐藤 惠 

所在地：東京都千代田区永田町 2-13-10 

役 割：事業承継に関する専門家派遣（相続・実際の事例紹介他） 

   

12.名 称：ハローデイ那珂川店 

  代表者：店長 明石 賢一  

所在地：筑紫郡 那珂川町松木 1丁目 26 番 

役 割：店舗内特設コーナーにて特産品を展示・販売し販路開拓を図る。 

 

13.名  称：福岡県行政書士会 

代表者：会長 野田 昌利 

所在地：福岡市博多区東公園 2番 31 号 

役 割：許認可等手続支援 

 

14.名  称：福岡商工会議所 

代表者：会頭 末吉 紀雄 

所在地：福岡市博多区博多駅前 2丁目 9-28 

役 割：商談会・展示会等による販路開拓 

 

15.名  称：全国商工会連合会 

代表者：会長 石澤 義文 

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目７番１号有楽町電気ビル北館１９階 

役 割：小規模企業景気動向調査 経営指導員WEB研修 ネット取引ＮＩＰＰＯＮＳＥＬＥＣＴ.com

 

16．名 称：那珂川町 

  代表者：町長 武末 茂喜 

所在地：筑紫郡那珂川町西隈 1丁目 1番 1 号 

役 割：産業力強化法に基づく創業支援、大型店出店情報及び地域経営資源情報収集、ふるさ

と納税等のお礼品の出品等による販路開拓支援 

 

17．名 称：筑紫農業協同組合那珂川支店 

  代表者：支店長 上野 正志 

所在地：筑紫郡那珂川町西隈 2‐1‐16 

役 割：農産物の生産・収集及び情報整理 
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18．名 称：那珂川町パイオニアクラブ（若手農業者団体） 

  代表者：会長 結城 良裕 

所在地：筑紫郡那珂川町各生産者所在地 

役 割：農産物の生産・収集及び情報整理 

 

19．名 称：那珂川町シルバー人材センター 

  代表者：理事長 久保田 利幸 

所在地：筑紫郡那珂川町上梶原１丁目２番２号 

役 割：「農っ工ら商 in なかがわ」等のイベント出展  

 

20．名 称：那珂川町社会福祉協議会 

  代表者：会長 髙木 正俊 

所在地：筑紫郡那珂川町西隈１－１－２ 

役 割：「農っ工ら商 in なかがわ」等のイベント出展、町内ボランティア等の紹介  

 

21.名 称：ミリカローデン那珂川（公益財団法人 那珂川町教育文化振興財団） 

  代表者：代表理事 日下部 成邦 

所在地：筑紫郡那珂川町仲 2丁目 5番 1 号 

役 割：「農っ工ら商 in なかがわ」会場運営、PR 他 

 

22.名 称：筑紫郡那珂川町郷土史研究会 

  代表者：会長 大神 弥栄 

所在地：筑紫郡那珂川町後野 1-5-1 

役 割：観光資源として取組むテーマ等の協議 

 

23．名 称：筑紫郡那珂川町教育委員会 

代表者：委員長 田村 英一 

所在地：筑紫郡那珂川町西隈 1丁目 1番 1 号 

役 割：文化財保護の確認 

 

24．名 称：福岡県工業技術センター生物食品研究所 

  代表者：所長 武藤 行弘 

所在地：久留米市合川町 1465-5 

役 割：加工品としての原材料分析及び品質検査、マーケティング他 

 

25．名 称：クリエイション・コア福岡（福岡新事業創出型事業施設） 

  代表者：インキュベーションマネージャー 次田 且弘 

所在地：筑紫野市上古賀 3-2-16 

役 割：加工品としての原材料分析及び品質検査、マーケティング他 

 

26．名 称：福岡女子商業高等学校 

  代表者：校長 柴田 晴夫 

所在地：筑紫郡那珂川町片縄北１丁目４番１号 

役 割：「女子商マルシェ」等のイベント連携による販路開拓支援 

＊上記全ての連携者は連携体制図等に記載してます。 
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連携体制図等 

 

（連携体制の全体図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（①連携内容） 
・相談者の掘起し 
・経済動向調査 
・事業計画策定支援 
・新たな商品開発支援 
・伴走型の 
フォローアップ 

・事業承継支援 

小規模事業者 

（連携団体） 
・県連 
・中小企業庁（ミラサポ） 
・福岡地域中小企業支援協議会 
・よろず支援拠点 
・中小企業基盤整備機構 
・中小機構九州  
・福岡銀行 那珂川支店 
・日本政策金融公庫 福岡西支店

・福岡県信用保証協会 
・福岡県事業引継ぎ支援センター

・ジブラルタ生命㈱ 
・ハローデイ那珂川店 
・福岡県行政書士会 
・福岡商工会議所 
・全国連 

 

商工会 
 
 
・商工会は小

規模事業

者の全て

の相談に

対して関

係機関と

連携を密

にし、 
ワンスト

ップで支

援する支

援の中心

的役割。 
 

（③連携内容） 
・商談会、展示会による販路拡大 
・事業承継 
・専門家派遣 
・金融支援 
・経営診断システムの活用 
・研修 

（②連携内容） 
・創業者の募集・掘起し 
・創業計画書策定支援 
・創業塾の案内 
・専門家派遣 
・フォローアップ支援 

（④連携内容） 

・地域経済活性化連携 

・観光資源情報の共有 

・ふるさと納税による小規模事業者の

商品 PR 

・創業支援連携

創業者予定者 

① 

④ 

③ 

② 

・那珂川町 

・筑紫農業協同組合那珂川支店 

・那珂川町パイオニアクラブ） 

・那珂川町シルバー人材センター 

・那珂川町社会福祉協議会 

・ミリカローデン那珂川 

・那珂川町郷土史研究会 

・那珂川町教育委員会 

・福岡県工業技術センター生物食品研

究所 

・クリエイション・コア福岡 

・福岡女子商業高等学校 


