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実施者名 

（法人番号） 

宇美町商工会 

（法人番号 ） １２９０００５００６１９４ 

実施期間 平成 28 年 4月１日から平成 33 年 3月 31 日 

目標 

本会は、中小企業支援機関等と緊密な連携を図り域内小規模事業者の多様で専門

的、かつ、高度な経営支援ニーズに応えるために“事業者に寄り添った伴走型の

経営支援”を積極的に行う。また、職員の資質向上を図り、商工会の限られた経

営資源を経営支援ニーズや満足度が高い事業に集中させるなど、その事業内容及

び実施方法等についても適宜、見直し改善する仕組みを構築する。 

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すること 

(1)域内の経済動向等に係る情報収集及び提供 

(2)県及び町の経済動向の把握及び活用 

２．経営状況の分析に関すること 

(1)経営分析の活用に向け経営課題の抽出及び改善提案 

(2)事業主とのヒアリングによる経営状況の把握に努め改善策等を提案 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1)需要を見据えた事業計画の策定及び事業計画作成セミナーの開催 

(2)創業・第二創業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)事業計画を策定した事業所への定期的巡回によるフォローアップに実施 

(2)業種別課題に関し専門家派遣制度の活用による支援 

５．需要動向調査に関すること 

(1)商品券発行事業を活用した消費動向調査の実施 

(2)民間情報機関のシステム活用による情報提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)イベントと連携した販路開拓に関する支援 

(2)商談会でのプレゼンテーション力向上に係る支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(1)地域活性化に向け「まちに人を呼びこむ」基本方針の策定支援 

(2)交流人口を増やすための「まちの駅」の設置促進 

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) 経営指導員の資質向上を図るための研修強化及び自己研鑽の奨励 

(2) 事業評価の実施及び公表により商工会事業の透明化を促進 

連絡先 

宇美町商工会 

〒811-2101  福岡県糟屋郡宇美町宇美 5丁目 2番 14 号 

☎ 092-932-0443  fax092-932-7563  E-mail：umi@shokokai.ne.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 

【現状】 

宇美町は、福岡市に隣接（東南東約 15km）する町で福岡都市圏に属している。町の

南・東部は山地で、特に南部の四王寺山はハ

イキングコースとして人気があり、行楽シー

ズンでは福岡県を代表する登山コースとなっ

ている。 

 

また、宇美町の歴史は古く、日本書紀・古

事記の記述では神功皇后が朝鮮半島出兵の帰

路に応神天皇を出産した地とされ、これにち

なんで「産み」に通じる「宇美」という地名

がつけられたといわれており、安産祈願神社

として全国的にも名高い「宇美八幡宮」があ

る。 

 

宇美町は、かつて石炭産業で栄えた地域で

あったが、エネルギー革命による石炭産業の衰退に伴い 

炭鉱の閉山が相次ぎ、昭和 38 年の三菱勝田炭鉱の閉山を最後に鉱業所の歴史に幕を

閉じた。その後、高度経済成長と共に隣接する福岡市のベッドタウンとしての大型の

住宅地開発が進み、現在の人口は 38,277 人、世帯数は 12,867 戸に達し、昭和 50 年

に比べ約 3倍増加している。 

 

人口の増加に伴い 65 歳を超える高齢者人口は現在、7,519 人となり年齢構造別人口

での比率が 20％を占めている。ちなみに、国立社会保障・人口問題研究所が公表して

いる宇美町の将来推計人口によると、65 歳以上の高齢者人口割合は、平成 30 年に

9,613 人（26％）、平成 34 年には 10,464 人（31％）となり、町民の約 3人に 1人が高

齢者となる「超高齢化社会」が到来すると推計されている。 

 

町内に居住する産業分類別就業者人口の構成は、第一次産業が 0.6％、第二次産業

が 24.6％、第三次産業が 74.9％となっており、第三次産業の割合が高くなっている。

また、県平均と比較すると第一次産業の割合が低く、第二次産業の割合が高くなって

いる。 

なお、産業分類での業種では、「サービス業」が最も多く、次いで「卸売業・小売

業」「製造業」「運輸業・郵便業」「建設業」が町内産業の多くを占めている。 

 

なお、製造業で最先端の技術を駆使する企業については、炭鉱での石炭や亜炭の採

掘に伴い発生する捨石の集積場（ボタ山）の跡地に造成された工場団地での企業誘致

によるものが多く、地域における雇用の場の創出や、地域経済の活性化等に寄与して

いる。 

 

 

● 宇美町 
福岡市 

北九州市 
● 

● 久留米市 

● 
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宇美町の産業第分類 就業者数 構成比 

第一次産業 農業、林業 96 0.6 

第二次産業 
建設業 2,064 11.9 

製造業 2,193 12.6 

第三次産業 

電気・ガス・熱供給・水道業 57 0.3 

情報通信業 264 1.5 

運輸業、郵便業 2,088 12.0 

卸売業、小売業 3,803 21.9 

金融業、保険業 293 1.7 

不動産業、物品賃貸業 408 2.4 

サービス業 5,397 31.1 

― その他 814 4.0 

合計 17,477 100 

  出典：宇美町都市計画マスタープラン（H27.3） 

 

このような状況下にあって宇美町商工会では、小規模事業者の経営支援を積極的に

推し進め、より一層の地域の活性化を図っていくために福岡県商工会連合会が、平成

26 年 3 月に、商工会中期ビジョン「ふくおか商工会行動計画」で策定した下記の基本

方針を事業の骨子に位置付けして取り組んでいる。 

 

(1)地域特性を活かした商工会運営の推進 

(2)地域活性化の役割を再定義し、地域及び事業者の持続的発展への貢献 

(3)高齢化、複雑化する事業者ニーズの変化への対応力強化 

(4)広報戦略を見直し、商工会のイメージアップの向上 

(5)商工会の組織及び財政基盤の強化 

 

一方、宇美町では、平成 27 年 3 月に「第 6次宇美町総合計画」を策定し、これか

らの産業振興を図るために「活力がみなぎり、地域経済の活性化と雇用の場の確保に

向け、企業誘致を進めるとともに既存企業の体質強化を促進し、魅力ある産業づくり

創出する」ことを目的とした中期計画を次のとおり定めた。 

 

(1)近代的・魅力的な商業活動の促進 

(2)既存企業の体質強化の促進 

(3)企業誘致の促進 

(4)特産品開発・新産業創出の支援 

 

さらに同計画では、これを成就するため商工会と緊密な連携強化を図っていくこと

を基本としている。このことを踏まえ、宇美町商工会では現在、取り組んでいる商工

会中期ビジョン（「ふくおか商工会行動計画」）と、この「第 6次宇美町総合計画」で

実施される各種事業については、小規模事業者の振興発展並びに地域活性化を図ると

いった目的が通底していることから、宇美町と商工会は、今後とも表裏一体となって

緊密な連携強化を図り効果的な事業の促進に努めていくこととする。 
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【課題】 

１．宇美町における産業別の現状と課題について 

宇美町商工会では、地区内商工業者への巡回訪問を重点項目に掲げ取り組んでい

る。また、経営指導員等による巡回訪問においては、事業主とのヒアリングにより

地域小規模事業者の経営動向や景況等を把握するようにしている。ちなみに、宇美

町における直近の産業別景況状況については次のとおりである。 

 

ア、 製造業における金属加工関連では、大手企業が好調のため受注額が増えてい

るが、電気料金の値上げや原材料価格の高騰などによりコストが増加し収益を圧

迫している。 

 

イ、 建設業では、公共工事やプレミアム付き地域商品券の発行により住宅修繕工

事（リフォーム）の受注が増加しているものの、資材価格や人件費の高騰により

営業利益は横ばいの状況にある。 

ウ、小売業では、全般的に消費税増税の影響で売上額が伸び悩んでいるが、商工会

が実施したプレミアム付き地域商品券発行事業においてプレミア率が 20％とな

り、発行総額も昨年の 1 億 5 千万円から 3 億円に増加されたことで、「ついで買

い」や「来客数が増加」したこと。また、衣料品関連においては気温が高かった

ことにより夏物が早めに販売できたなどとの朗報もある反面、天候不順で野菜の

価格が高騰しているため買い控えの傾向が見られる。 

 

エ、サービス業では、クリーニング業において原油価格の下落により燃料費が低下

し採算はやや好転しているとの事例もあったが、全般的には家計の節約志向が強

く客数や客単価が低調に推移している。 

 

オ、総括すると、宇美町における景況は、一部に受注増など明るい兆しはあるもの

の、総じて原材料高や燃料費、更には電気料金の値上げ等があり価格への転嫁も

容易でないなど、依然として厳しい状況が続いており、景気回復の実感は得てい

ないといった現況にある。また、経営者の高齢化や後継者難などにより廃業する

業者が年々、増加している状況下にある。 

 

 

２．宇美町における創業及び廃業の実態について 

宇美町において、商工会が把握している過去 3年間の開廃業については下記のとお

りである。 

 

年 度 創業者数 廃業者数 

H24 年度 11 件 18 件 

H25 年度 11 件 15 件 

H26 年度 9 件 16 件 

 

創業に関する商工会への相談件数については、年間に概ね 30 件程度あるが、その

うち創業に至る者は約 3分の 1である。また、このうち宇美町内での創業する者は 3

割程度で、サービス業や小売業などの多くは隣接する福岡市内で創業することが多
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く、このため、商工会では創業後の経営支援並びに経営状況などが把握できない状況

にある。 

一方、廃業に至る理由としては「後継者不足」及び「売上減少」が多くを占めてい

る。 

 

 

３．基幹道路のネットワーク形成について 

宇美町は、福岡都市圏の一翼を担う位置特性に恵まれており、町の西側には九州縦

貫自動車道が南北に走り、福岡 IC と太宰府 IC に挟まれている。また、JR 博多駅まで

の所要時間は約 30 分程度、さらには福岡空港までは約 20 分程度と傍近にある。しか

しながら、宇美町の道路網については、主要地方道（県道）3 路線によって町の骨格

が形成されているが何れの路線も 2車線で、しかも歩道帯との分離がなく慢性的な交

通渋滞が絶えず発生している。したがって、これからの産業や観光の振興をより一層

図っていくためには、何よりも基幹道路ネットワークの形成が必要である。 

 

【目標】 

① 商工会では、かねてより金融・税務・経理・経営・労働など地域小規模事業者の
経営支援に努めてきたように、今後とも会員はもとより地域小規模事業者からの

信頼を確たるものとするために、地域の事業者がメリットを実感する事業やサー

ビスを更に充実させるよう全力を傾注していくこととする。 

 

② そのためには、福岡県、宇美町、中小企業支援機関等及び福岡県商工会連合会等
と緊密な連携を図り、小規模事業者の多様で専門的、かつ、高度な経営支援ニー

ズに応えるために“事業者に寄り添った伴走型の経営支援”を積極的に行うこと

とする。加えて、経営支援事業に携わる職員の資質向上を図ることは勿論のこと、

商工会の限られた経営資源を経営支援ニーズや満足度が高い事業に集中させるな

ど、事業内容及びその実施方法等についても適宜、見直し改善するといった仕組

みを構築することとする。 

 

③ また、商工会は会設立の原点に立ち戻り巡回訪問の強化を図っていくこととする。
これは、経営指導員等が地域商工業者をあまねく巡回訪問することにより、地域

商工業の状況をはじめ、小規模事業者が抱える経営上の問題、更には、商工会に

対する具体的支援ニーズ等を的確に把握するようにする。 

 

④ 以上のことを踏まえ、平成 27 年度の事業については、次の重点項目を経営発達

支援事業と位置付け、全力を傾注し事業を推進する。（平成 27 年度通常総会にて決

定） 

ア、 販路開拓等に係る伴走型支援の促進 

イ、 産業競争力強化法に係る創業支援事業者としての創業促進 

ウ、 経営革新承認申請の促進及び認定取得企業のフォローアップ 

エ、 中小・小規模企業に対する国等の各種施策等の周知及び活用促進 

オ、 小規模事業者に対する講習会開催及び各種施策の周知及び活用促進 

カ、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた相談窓口対応 

キ、プレミアム付き地域商品券発行事業の実施（地域消費喚起・生活支援型） 
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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】 

 

【目的】 

域内の経済動向を調査分析することにより、業種毎の小規模事業者が必要とするニ

ーズや経営課題を抽出・把握し、外部環境に対応した事業計画や経営方針の策定に寄

与すると共に、小規模事業者に寄り添った伴走型の経営支援を行う。 

 

 

【現状と課題】 

これまで地域の経済動向調査について、小規模事業者には適宜情報提供をしていた

が、具体的な内容説明やデータの活用方法などの補足説明が伴わないこともあり、単

に資料提供に留まっていることが多かった。したがって今後、調査資料のデータにつ

いては、必要に応じ専門家の助言などを得て幅広く活用できるようにする。 

 

 

【事業内容】 

(1) 商工会が行う情報収集及び活用について 
 

ア、 国内における中小企業の景況状況 

中小企業基盤整備機構が中小企業の経営に必要な情報提供を行うことを目的に

四半期ごとに実施している「中小企業景況調査」並びに全国商工会連合会が全

国規模で年 4 回、全国各地域の中小企業を対象に景況動向調査を実施し国会に

も報告している「中小企業景況調査」により情報を収集し、中小企業全般にわ

たる全国的な傾向などを把握し業種別の経営支援等に活用する。 

 

イ、 国内における小規模企業の景況状況 

全国商工会連合会が、全国の 300 地域の商工会経営指導員が地区内小規模企業

の景気動向等についての情報を毎月収集し、その結果をまとめ、商工会会員な

らびに地区内小規模事業者に景気情報として提供をしている「小規模事業景気

動向調査」並びに日本政金融公庫が、同公庫の取引先 1,500 の小規模企業を対

象に毎月行っている「全国小企業月次動向調査」により情報を収集し、小規模

企業全般にわたる全国的な傾向などを把握し業種別の経営支援等に活用する。

活用する。 

 

ウ、 福岡県内における小規模企業の景況状況 

福岡県商工会連合会が四半期毎に県内の商工会地域 15 ブロックにおいて、調

査・集計分析を行っている「商工会地域の景気・金融・雇用動向調査」により

情報を収集し、県内の小規模企業全般にわたる傾向などを把握し業種別の経営
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支援等に活用する。また、同調査では「 金融斡旋、創業及び経営革新の相談件

数」などについての補足調査も行っており、これも同様に活用する。 

 

なお、これらの調査資料については商工会行う事業の企画や経営支援業務において

活用すると共に、域内の小規模事業者等へ適宜情報提供を行うと共に、必要に応じ国

や県に対し、の中小・小規模企業支援に関し、商工会の意見活動を展開する際の資料

等として活用する。 

 

(2)福岡県及び宇美町の経済動向の把握及び活用について（新規） 

福岡県内の経済動向把握に関しては、経済産業省がＨＰに公表している「都道府

県の地域経済分析」を活用する。この、「都道府県の地域経済分析」については、

各都道府県とそれぞれに含まれる経済圏（複数の隣接基礎自治体を通勤範囲で設定

した圏域）について、経済産業省の「工業統計調査」で蓄積された約 1100 万件の

事業所データ等の再集計を行い全国 47 都道府県、233 経済圏ごとの産業構造、産業

特性を定量的に示したデータが「見える化」されている。 

 

これにより、地域における中核的な産業を把握することや、個別産業を小分類レ

ベルで分析できるため、各産業の現状や課題を詳細に把握することが可能となって

いる。これら客観的なデータに基づき、福岡県及び宇美町自らの地域の現状と課題

を把握し、その特性に即した地域課題を抽出して商工会の事業企画等の参考として

活用していくことする。 

 

なお、福岡県では 7つの経済圏に分類されており、宇美町はこの中の「福岡経済

圏」に組み入れられており、業種別・産業別の特性など抽出することができるよう

になっている。 

 

  これに加え、福岡県の人口、産業経済、福祉、環境など幅広い分野の統計を収録

した「福岡県勢要覧」（福岡県統計協会が毎年発行）に集約されている各種データ

により、宇美町の人口動向や高齢化率の推移さらには産業指標（第 2次、第 3次産

業業の事業所増加比率や出荷比率等）など必要に応じて抽出・分析を行い事業遂行

の参考として活用する。 

 

 

(3)域内の経済動向等の把握について（新規） 

域内の経済動向に関しては、四半期ごとにピックアップした 20 事業所（業種毎）

の調査を行い、これを集計・分析を行い詳細な経済動向の把握をする。 

 

 

（分析項目） 

企業の生産における付加価値を高めるため、売上高や仕入れコスト、さらには業種

別の年間販売額の傾向等について分析をする。 
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（目標） 

項 目 現 状 H28 年度 H29 年度 H30年度 H31 年度 H32 度 

域内事業者への情

報提供 

0 500 500 500 500 500

域内事業所調査 0 80 80 80 80 80

意見活動での活用 2 ５ ５ ５ ５ ５

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【目的】 

域内小規模事業者の持続的発展に向け、伴走型の経営支援を行うため、小規模事業

者の財務状況や経営課題等を把握し、財務分析・経営分析を行いその解決に向けた経

営支援並びに強みを活かした事業計画策定支援を行う。加えて、会計処理等の合理化

並びに迅速な活用等を促進するために商工会専用の会計ソフトの活用を促進する。 

 

 

【現状と課題】 

 小規模事業者の課題解決に向け、金融・税務・労務相談等を通じ簡易な経営状況の

分析を行うなど、商工会では各種の相談事案に対しては臨機応変に対処しているが、

財務諸表からの経営分析に関しては、主として金融斡旋のときに活用している。 

このため今後は、域内小規模事業者に対し、経営分析の必要性並びに活用方法等

を周知すると共に、財務諸表の分析結果、経営指標を悪化させている具体的な問題点

や課題を抽出し、その解決策など計画的に支援する。 

 

 

【事業内容】 

(1) 経営分析の活用促進に向け「ネット de 記帳」(注 1)の導入推進（拡充） 

経営分析（注 2）とは、企業の財政状態や経営成績をまとめた貸借対照表並びに

損益計算書及びキャッシュフロー計算書などの財務諸表による“数字”をもって企

業の経営状態を“分析”し、その分析結果によって“問題点”を見つけ出し、今後

の“対策”を策定するために必要不可欠なものである。 

 

商工会では、これらの経営分析表を作成するにあたっては、パソコンの汎用ソフ

トを使って各種のデータを算出することもできるが、これについては、簡便で迅速

な経理処理に加え、これらの経営分析データを瞬時に出して活用できる、商工会専

用の「ネット de 記帳」を域内のより多くの事業者が導入し活用するよう推進する。

 

(2) 経営課題の抽出及び改善策の提案（拡充） 

なお、この「ネット de 記帳」で経理処理を行っている企業では、日常の経理や

決算、税務申告などに、これを活用する他に各種の経営分析等も常時アウトプット

することができるため該当企業には、これらのデータによる経営課題などを説明

し、今後の改善策等に結びつくよう商工会が積極的に提案していくよう努めてい
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く。 

 

(2) 事業主とのヒアリングによる経営状況の把握（拡充） 
加えて、職員の巡回訪問において直に事業主とヒアリングを行い、かつ、店舗で

の販売状況や、工場での稼働状況等を観察するなどして経営状況を知悉するように

努めていくこととする。また、これらの経営状況に関しては、常に消費者目線で商

品、サービス、販売方法などについての情報収集し、これを基に地域に求められる

需要動向や今後の消費傾向等についての分析データとして活用する。 

 

 

＜注 1：ネット de 記帳の概要＞ 

ネット de 記帳は、インターネットを利用したＡＳＰ型の財務会計システムで、

一般のソフトと同様、伝票入力や決算、各種申告書作成等が 「いつでも」「ど

こでも」「誰にでも」簡単に行える経理システムである。また、ネット de 記帳

は、商工会において操作方法等のサポートを行っていることに加え、参考資料

として、経営計数分析表、比較貸借対照表、比較損益計算書、月別売上実績表、

経営分析レーダーチャート及び損益分岐図表がアウトプットされる。 

 

 

＜注 2：経営分析の効果＞ 

経営分析を行うことにより支払能力がわかる「流動比率」、資金力がわかる「自

己資本比率」、効率性がわかる「総資本回転率」、収益力がわかる「売上高総利

益率」及び「売上高営業利益率」、採算性がわかる「損益分岐点」、人件費がわ

かる「労働分配率」等が算出される。 

企業はこれらの分析データを活用して、これから「収益力を向上させるには」、

「会社の成長力を保つには」、「経営の安定をはかるには」、「財務体質の強化を

するには」、「効率良い生産能力をつけるには」など種々の経営戦略を策定する

ことができる。いわば経営の羅針盤となるものである。 

 

 

（目標） 

調査内容等 現 状 H28 年度 H29 年度 H30年度 H31 年度 H32 年度

ネット de記帳の推

進 

53 60 60 70 70 80

改善策等の提案 10 10 20 20 20 30

巡回ヒアリング件

数 

100 150 200 200 300 300
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【目的】 

小規模事業者を取り巻く経営環境は少子高齢化や人口の減少などにより激変して

いる。このような中、小規模事業者が環境の変化に対応した経営戦略を進めるために

は、地域経済動向や需要動向を踏まえた事業計画を策定することが必要不可欠であ

る。商工会は、域内の小規模事業者に対し需要を見据えた事業計画の必要性の周知に

努めるとともに、新規創業等を含め具体的な事業計画の作成に当っては伴走型支援を

行う。 

 

 

【現状と課題】 

小規模事業者の事業計画については、融資斡旋や補助金等の制度活用時においての

事業計画作成に留まり、その目的も限定的な用途のみとなっていて中長期の事業計画

となっていない。このような現況に鑑み今後は、経営の羅針盤となる事業計画を策定

することの意義や、これを活用してのビジネスモデル（儲けの仕組み）の作成を促進

する。 

 

 

【事業内容】 

(1)既存事業者に対する需要を見据えた「事業計画」策定支援（新規） 

これまで、域内小規模事業者への「事業計画」策定支援は、事案が生じた際のみ

の実施に留まっていたが、今後は計画的な巡回訪問や事業計画作成セミナーの開催

により、地域経済動向や需要動向調査等から得られた情報を活用した事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしに努める。これにより、支援対象となった小規

模事業者に対しては、専門家と連携し需要を見据えた伴走型の指導・助言により事

業計画策定支援を行う。 

 

(2)事業計画作成セミナーの開催（新規） 

事業計画作成が困難な域内小規模事業者を対象に、連続セミナー（3 日間）を、

年に 2回開催する。講習時間は１回、２時間半程度とし、カリキュラムは①「経営

計画の必要性・重要性」、②「なぜ経営計画を作る必要があるのか」、③「どのよう

な流れで経営計画を作成するのか」④「自社がどのような環境に置かれているのか

（内部・外部環境から）」、⑤「克服すべき課題の検討」及び⑥「課題の克服に向け

た具体的な行動計画の設定」とし、講師は、専門家並びに事業計画を策定し、これ

を基に業績を伸ばしている企業経営者とする。 

 

(3)創業・第二創業計画策定支援（拡充） 

商工会では、過去 3 年間において創業に関する個別相談件数は 82 件あり、これ

らの創業に係る事業計画策定等、個々の支援を行った結果、創業に至ったものは 31

件に達している。 

 

一方、商工会では、産業競争力強化法に係る創業支援事業者として中小企業基盤

機構より採択を受け、平成 27 年 9 月に域内居住するシニアを対象に創業支援事業
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（「シニア起業塾」：5 日間、延 29 時間）を開催したところ 49 名が受講し、このう

ち 19 名（38％）が近々（1～2 年以内）に起業を予定しており現在、商工会では起

業予定者に対しビジネスプランの作成や開業に係る融資斡旋などの支援を行って

いる。 

 

商工会がこのシニアを対象としたのは、2014 年版 中小企業白書で報告されてい

るように、近年の起業家で最も多い層は 60 歳以上のシニアであり、全体の 32.4%

を占めていること。また、シニア層は若者に比べて自己資金が豊富であり、社会経

験を蓄積していると共に、退職後も何らかの形で働きたいと希望する者が多いるた

め、これらの社会的ニーズに応えるために今後も、継続的に「セミナーの開催」又

は「個別支援」を実施していくことする。 

 

第二創業（事業承継）に関しては、「事業承継対策の必要性」や「事業承継対策

のポイント」等を経営者・後継者への啓発を促進していくために、県連合会や中小

企業振興センター等が実施する「セミナー」や「個別相談会」などを商工会ＨＰ及

び町広報などの媒体を通じ広く周知案内を行う。 

また、具体的な相談案件に際しては、福岡商工会議所に設置している福岡県事業

引継支援センターや地元金融機関の事業承継コーディネーターの協力を得て、事業

承継計画や、相続税などを含め円滑な事業承継の推進を図っていくこととする。 

 

 

（目標） 

支援内容 現 状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
既存事業者に対す

る事業計画策定支

援件数 

0 15 20 20 25 25

事業計画作成セミ

ナーの開催数 
0 2 2 2 2 2

創業・第二創業計画

策定支援件数 
6 10 10 10 10 10

※商工会では、これまで講習会の開催は受講者の利便性を考慮し、休日や夜間を中心

に開催しているが、今後もこれを継続していくこととする。 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【目的】 

経営発達支援事業の目標達成に向け、上記３において事業計画策定支援を行った域

内小規模事業者に対し、「計画に沿った事業が確実に実施され、課題が解決されるこ

と」を目的に、域内事業所の進捗状況の把握や、新たな課題等に対する対応や、必要

に応じ計画の修正や見直しも含め、実効性を高めるなどを必要な経営支援を伴走型に

て実施し、「売上げの拡大」や「利益の確保」に繋がることを目的に支援する。 
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【現状と課題】 

 商工会における域内事業者の事業計画策定については、これまで必要に応じて作成

の支援を行うなど、いわば「受け身」の支援体制であり、融資や補助金申請後におけ

る遂行状況などについては関与していなかった。また、作成した事業計画も計画内容

に沿った実行が伴わず途中で頓挫するケースが多く見受けられた。 

したがって、本事業の支援における最重要項目である“支援対象者の取り組み”を

伴走支援するため、今後は、経営発達支援事業の主旨に基づき事業計画の策定後も積

極的にフォローアップ行い継続的な支援を行う。 

 

 

【事業内容】 

(1)既存事業者に対する事業計画策定後のフォローアップ支援（新規） 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、経営指導員による定期的な巡回訪問（3

カ月に 1回）によって事業の進捗状況を確認し、必要に応じたフォローアップ支援

を実施する。また、売上高や利益額、販売数量などの定量的評価と、数値に表すこ

とができない定性的評価に対しては、事業者とのヒアリングにより分析し、課題解

決に努める。 

 

一方、事業計画に沿った実施スケジュール等において、新たな課題が発生しこれ

らの解決が困難な場合については、県連合会や中小企業振興センターの専門家派遣

制度を適宜活用し、その要因等を分析し計画のブラッシュアップ及び見直しを図る

など、課題解決に向けた適切な対応を行う。 

 

(2)創業・第二創業者に対する支援（新規） 

創業・第二創業については、定期的な巡回訪問（年に 4回）により経営状況や問

題課題を確認するとともに必要に応じ専門家によるフォローアップを行う。また、

国や県等の中小企業施策等に関する情報については、その都度、迅速に提供し必要

な支援を行う。また、開業して 5年以内の創業者による交流会（年に 1回）を開催

し、事例発表会や課題解決に向けたグループ討議などを実施し、事業の持続的発展

に向けた伴走型支援を実施する 

 

 

（目標） 

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

既存事業者に対する

フォローアップ支援 

（事業所数） 

0 15 20 20 25 25

創業・第二創業者へ

のフォローアップ支

援数（事業者数） 

 6 10 10 10 10 10
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【目的】 

 域内小規模事業者の販売する商品や、提供する役務の需要動向に関する情報の収集

を行い、利益の確保や売上げの向上等に寄与することを目的に需要動向調査を行う。

 

 

【現状と課題】 

域内小規模事業者に対しての需要動向に関する情報の提供については、小規模事業

者の求めに応じ家計調査や商圏内人口などの統計資料を単に提供するに留まり、新た

な需要の開拓には結びついていなかった。 

今後は、定期的に目的を持って小規模事業者の販売する商品やサービスに対する需

要動向調査を計画的・体系的に実施し、販路開拓を見据えた基礎的資料としての活用

を図る。 

 

 

【事業内容】 

小規模事業者が実効性のある事業計画を作成するためには、需要動向を的確に捉え

ることが重要であり今後、これら的確な基礎データを提供するためキメ細かな調査を

実施し、これらの分析・加工を施して提供する。なお、これら情報の収集や加工等に

おいては、県連合会や各中小企業支援機関の持つ専門的知識やシンクタンク機能を活

用する。 

 

(1) 商品券発行事業を活用した消費動向調査の実施(新規) 
商工会の事業においてより多くの消費者と接することができるプレミアム商品

券発行事業の機会を捉え、業種別消費状況や町内消費額など消費動向等を把握する

ための柿調査項目の「消費者アンケート調査」を実施する。調査方法は、商品券販

売時にアンケート調査用紙を渡し、商品券の使用後に回収率が高い「後納郵便」に

て回収する。なお、回収した調査票は専門家を活用して集計・分析を行い、これに

よって得た情報は、小規模事業者への巡回訪問時や商工会ＨＰを通じて消費動向調

査の分析結果を提供し、売れ筋商品・求めているサービスが何かなどの情報提供を

すると共に、事業計画作成時における資料として活用する。 

 
（調査項目） 
ア 回答者属性     年齢、性別、家族構成、買物頻度、訪店手段 
イ 店舗選択重視度   プレミアム付き地域商品券加盟店一覧から選択 
ウ 業種別利用状況   業種別利用状況 
エ 店舗選択状況    常に利用している店舗、買物満足度等 

 
 
(2)商談会におけるバイヤーからの助言活用（新規） 
下記６．(2)において実施する商談会等において来場したバイヤーからの助言をリ

スト化し、新需要開拓を目指す小規模事業者への貴重な情報として提供する。 
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（助言のリスト化項目） 
ア 顧客ニーズと提供されている商品にギャップがないか 
イ 原材料の説明がなれているか 
ウ 商品コンセプト，製造工程，原料産地等の詳細な説明がなされているか 
エ 安全・安心を売りにするのはいいが，何をもって安全安心という説明がなされ

ているか 
オ 他社では真似のできない商品はあるか、自社の強みを活かしているか等 

 
 

(3) 民間情報機関のシステム等の活用による情報提供（拡充） 
個別小規模事業者の取扱う商品・サービス等の需要動向や商品の販売情報につい

ては、日経テレコンの POS データ（注 1）を活用し、個々の事業者に対して各商品

の“売れ筋”に関する情報を、図・表・グラフなどにして加工した資料やタブレッ

トなどによって提供を行う。また、県連合会をはじめ各中小企業支援機関等が実施

している市場動向や需要動向に関する調査結果について公開が可能で、かつ、一般

性があり有用と思われる情報は、商工会ホームページや広報誌等にて積極的に情報

の提供を行い、共有化を図ると共に小規模事業者の事業計画策定時の基礎資料とし

て活用する。 
 

（売れ筋等の情報提供内容） 
加工食品、酒類、家庭用品など 2000 分類、265 万商品の販売実績データから閲覧で

きる次の事項を主に情報を提供する。 

ア 商品、分類、メーカー別などの販売動向 

イ 現在の売れ筋商品ランキング 

ウ 競合商品とのシェア分析 

エ 市場における商品のポジショニング 

オ 地域比較や ABC ランキング 

カ 政治や市場、経済、社会、技術的動向等 

 

＜注 1：ＰＯＳ（レシートデータによる販売時点情報管理）＞ 

 

 

 

 

 ＰＯＳデータ（商品１品ごとの販売データ）とは、日本経済新聞デジタルメデ

ィアが全国の大手スーパーやコンビニのレシートから毎日収集して集計・加工し

たもので、商品分類ごとにランキングしこれらの筋商品ランキング提供している

もので「どの分野で、いま何が売れているか」がひと目で分かる。このことによ

り食品や家庭用品の販売など刻々と変化する市場の動向を速く正確に把握する

ことができる。また、加工食品と家庭用品を、日経独自の商品分類体系により 213

の商品分類に分け、商品分類ごとの商品別ランキングを提供しており、最新週（前

週）と最新月（前月）のランキングを知ることができる。分類の合計値に占める

商品シェアの累積が 30％になる順位まで、ランキングが表示される。なお、商工

会ではこのシステム利用契約（日経テレコン）を締結している。 



１４ 
 

（目標） 

支援内容 現 状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

商品券発行事業を

活用した消費動向

調査件数 

0 150 150 200 200 

 

 

200

商談会におけるバ

イヤーからの助言

活用(リスト数) 

0 

 

10 20 20 30 

 

30

民間情報機関のシ

ステム活用による

情報提供回数 

3 

 

20 30 30 40 40

 

 

 

 

 

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】 

 

【目的】 

域内小規模事業者にとって大きな課題となっている需要の創造や掘り起しに向け、

多様な顧客のニーズに合った商品やサービスを提供し、売上の増加や利益の確保に寄

与するため商談会等の開催や他の中小企業支援機関等が実施しているイベント等へ

の参加を促進すると共にその効果を高めるための伴走型支援を行い、新たな需要の開

拓に寄与することを目的とする。 

 

 

【現状と課題】 

域内の小規模事業者に対する需要開拓支援は、これまで、県連合会や県内の中小企

業支援機関等が開催する各種展示会・商談会等への参加案内をするだけにとどまって

おり、小規模事業者の売上増加に対する効果は十分とはいえなかった。 

今後は、新たに外部機関や専門家と緊密な連携を図り、消費者の需要動向や市場環

境をふまえ、域内小規模事業者が開発する新商品（特産品等）や新サービスの販路開

拓をするため、展示会、商談会等への積極的な出展参加支援を行う。 

 

 

【事業内容】 

(1)イベントと連携した販路開拓に関する支援（新規） 

町内において、展示会を単独開催することは難しいが、商工会が毎年開催してい

る 2大イベント「山開き（4月）、商工まつり（10 月）」及び青年部が主催するイベ

ント「スポーツフェスタ（11 月）」には、町内外から多くの来場者が見込めるので、

このイベント開催時に「展示会コーナー」を設置し、来場者に向けての販路開拓を

支援する。また、これらの出展に際しては出展商品の選定や展示手法、ＰＯＰなど

に対する助言指導といった出展支援を行い販路開拓と認知度の向上を図る。 
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(2)外部機関等と連携した販路開拓に関する支援（拡充） 

県連合会や県内の中小企業支援機関が開催する各種商談会等への出展を促進し、

域内小規模事業者の受注機会の拡大を図ることとする。出展後については商談会で

名刺交換したバイヤーや来場者などに対し、礼状、サンプルなどを送付し早期に商

談に移行できるよう出展者に適切な助言をする。また、バイヤーや来場者に出展時

にアンケートを記載してもらい、その情報をもとに専門家などを活用し商品やサー

ビスなどを改良するとともに販路開拓活動を踏まえた事業計画の見直しも進めて

いく。 

 

（各種商談会等の概要） 

ア オール福岡フェア・商談会   

県内中小企業の優れた商品や、特産品開発事業で開発された商品等を首都圏の

消費者に販売するとともに、首都圏の流通事業者との商談を通じ販路拡大に寄与

することを目的に毎年 10 月、県連合会が東京都内において開催している。 

 

イ「RKB ラジオまつり」フェア  

地元のラジオ放送局が、毎年 10月に行っている「RKBラジオまつり」を開催
している。この出展企業については、同放送局が約一ヶ月前からラジオで、同フ

ェア出展企業の商品（特長）を紹介する。また原稿は無料で提供されるので自社

商品の PRなど自由に使え販売促進に繋がっている。なお、同フェアの来場者は、
2日間に約 12万人 

 

ウ Food  EXPO in Fukuoka 

世界的にも優れた高付加価値の九州産農林水産物や加工食品など地場食品関連

産業の販路拡大及び地域経済の振興を目的に、福岡県・福岡市・福岡県商工会連

合会・ジェトロ福岡・福岡商工会議所の 5 団体主催によるイベント（展示商談会

及び個別商談会）が、開催毎年 10 月に福岡市内で開催している。 

 

エ 町イチ！村イチ！ 

全国の町村がそれぞれ持っている特産品や観光資源などを都会の人たちにアピ

ールするため全国町村会が隔年ごと東京都内にて開催している。なお、参加企業

には福岡県町村会から出展に係る助成制度がある。 

 

 

(3)商談会でのプレゼンテーション力向上に関する支援（新規） 

域内の小規模事業者の販路拡大や売上向上を図るためにフクオカベンチャーマ

ーケット協会が実施している「商談会」への参加を促進する。また、同商談会への

参加者については協会所属の専任講師からプレゼンテーションの仕方や技術向上

に関する事前指導（約 4～6 時間）を受けることもでき、その後の販売促進にも寄

与することとなるのでより多くの小規模事業者が参加するよう促進する。 

 

(フクオカベンチャーマーケット協会での商談会概要) 

福岡県の外郭団体である「フクオカベンチャーマーケット協会」では、全国の中

小・小規模企業を対象に毎月、商談会（プレゼンテーション）を開催している。平
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成 11年度からこれまで延べ 1,436 社がここでプレゼンテーションを実施しており、

登壇した企業の 67％が商談を開始し、17％が商談成立している。 

 

(4) 工業関係の小規模事業者に対する販路開拓支援（新規） 

建設業者や運輸業者などで、固定的及び特定的な取引が多くはない小規模事業者

については、販路開拓(活動)を WEB サイトの作成や見直し、更には SNS の活用や

広告宣伝の手法など情報発信のレベルを向上させるほか、業界に詳しい専門家によ

る経営分析・事業計画などにもとづき、新たな販路開拓の支援を行う。 

 

 

（目標） 

支援内容 現 状 H28 年度 H29 年度 H30年度 H31 年度 H32 年度
イベントと連携し

た販路開拓に関す

る支援者数 

0 5 10 10 15 15

外部機関と連携し

た販路開拓に関す

る支援 

3 8 10 15 15 20

商談会でのプレゼ

ンテーション向上

に関する支援 

0 2 2 4 4 5

工業関係の小規模

事業者に対する販

路開拓支援 

0 3 3 5 5 5

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【目的】 

事業活動を通じて地域経済の活性化の寄与している域内小規模事業者の経営活動

は、地域の経済環境と密接な関連を有している。換言すると、地域経済の活性化と小

規模企業の振興は表裏一体の関係にあり、地域経済の活性化を図っていくためには何

よりも小規模事業者の活性化が必要不可欠であり、これを促進するためには行政や金

融機関並びに地域の各組織団体等と緊密な連携を図り円滑、かつ、効果的な事業を推

進する。 

 

 

【現状と課題】 

地域経済の活性化を図るためには何よりも、地域の経済や雇用を担っている小規模

事業者がより一層活性化していくことが求められているが、近年では廃業が開業数を

上回るなど商工業者数は漸減傾向にあり、さらには郊外に展開している大規模小売店

の出店により購買力の流出といった厳しい経営状況が続いている。 
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今後は、魅力ある商業環境の創出を図るために、町の中心市街地となっているＪＲ

宇美駅周辺を中心に、“人が集まる仕掛けづくり”を進め、地域活性化を図っていく

ことが求められている。 

 

 

【事業内容】 

(1)地域の活性化を図るための基本方針策定（新規） 

これまでは、「商工まつり」や「山開き」といったイベント等の実施に留まって

おり、域内小規模事業者の経営の貢献までは注力できていなかったが、今後は、地

域経済の活性化を図るために、新たに「宇美町活性化推進協議会（仮称）」を設置

し、「まちに人を呼び込む」ことを主テーマに、基本方針等を定め継続的な事業を

実施していくこととする。 

なお、同協議会には、県、町並びに地元金融機関や地域活性化の方策について精

通している専門家（コンサルタント等）をもって構成し、喫緊の課題となっている

空き家・空き店舗対策(創業に係るチャレンジショップの支援)や、空き地対策(軽

トラック市の開催)など、効果的な活用並びに支援に取り組む。 

 

(2)「交流人口」を増すための「まちの駅」の設置（新規） 
宇美町には、国の特別史跡の大野城跡や光正寺古墳のほか、安産祈願神社として

全国的にも名高い「宇美八幡宮」があり、県内外からの参拝者の数は年々増えてい

る。また、本町を囲む山々は、福岡都市圏からも近く県内を代表するハイキングコ

ースとなっており毎年 90 万人余がここに訪れている。 

 

このような町外からの来訪者である交流人口は、定住人口に比し 5倍の経済効果

があるといわれている。商工会では、これらの来訪者が町内を回遊しより多くの滞

在時間を長く保つために、域内事業所等の協力を得て休憩所や地域情報を提供する

機能を備えた“場”となる「まちの駅」の設置を促進する。 

 

具体的には、店舗（事業所）内にベンチや椅子の設置を備え来訪者には独自の“お

もてなし”をして頂くこととする。また、協力いただいた事業所には商工会から「宇

美町 まちの駅の章（ステッカー）」を交付すると共に、平成 27 年度に実施したプ

レミアム付き地域商品券事業において作成した宇美町の事業所マップを活用し、

「まちの駅」となっている事業所や企業(工場等)の視察受入情報などを明記した情

報紙（ポスター等）を各所に掲示し、来訪者に活用して頂くこととする。 

 

(3)行政との連携強化を図るための「行政懇談会」の開催（新規） 

行政が行う商工業や観光振興の一端を担い、地域経済の活性化に寄与していくた

めに行政との関係強化に努める。また情報を共有し地域経済活性化に向けて具体的

事業等を協議し、具体的にこれを推進するために商工会役員と町長・議長及び商工

会担当課長（まちづくり課）との「行政懇談会」を定期的に開催する。なお、必要

に応じて青年部並びに女性部長との懇談会も適宜開催する。 
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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 

 

【目的】 

各地域も小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して、他の支援機関と情

報交換する等により新たな需要を開拓し、域内事業所の売上及び利益の向上に寄与す

ること目的とする。 

 

 

【現状と課題】 

他の支援機関との連携に関しては、これまで商工会の主要事業である小規模事業の

経営改善普及事業の推進に関して、新たな事案等が生じた場合において必要に応じ情

報交換を行ってきた。今後は、経営発達支援事業の円滑な事業遂行を図っていくため

に他の支援機関と緊密な連携を図り経営支援に取り組んでいくこととする。また、中

小企業支援機関等で構成する各種協議会等へも参画し、経営支援に関するノウハウ等

を習得する。 

 

 

【事業内容】 

 

(1) 粕屋地区広域担当経営指導員連絡会議による情報交換（拡大） 

商工会は地域における企業活性化の先導役になることが求められている。そのた

めには、地域環境の変化に対応した支援体制並びに小規模事業者の多様な支援ニー

ズに対し的確に対処できる体制を構築することとする。 

一方、商工会は福岡県や県連合会が実施する研修会や業務研究会において自己研

鑽を図っていくこととしている。更には、旧郡単位のブロックで実施している「粕

屋地区広域担当経営指導員連絡会議」において、経営支援等に関する事例や手法等

に関する情報交換等を行い、これらを通じ経営支援に関するノウハウ等を習得する

ことする。 

 

(２)福岡地域中小企業支援協議会への参画 

また、平成 27 年度からは福岡県内の中小企業支援団体にて構成する「福岡地域

中小企業支援協議会」（注 1）に参画し、各団体等の事業等に関する情報の交換をは

じめ「セミナーの開催」、「合同物産展・商談会」、「創業支援」、「経営支援モデル企

業のフォローアップ」及び「経営革新の承認申請」等を促進していくこととしてい

る。 

 

中でも、経営支援モデル企業のフォローアップ事業に関しては，各商工会から 3

業者を推薦し、このモデル企業に認定した事業所については、3 年計画で対前年度

の営業利益を 5％以上を伸ばすことを目標に協議会が各種の支援を行うこととして

いる。また、その成果については原則として公表することとしている。この他に、

経営革新の承認企業へのフォローアップ並びに交流会を開催し販路開拓等を促進

していくこととする。 
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＜注 1：福岡地域中小企業支援協議会の概要＞ 

1、 設立主旨 

創業からその後の成長・発展まで、地域における中小・小規模事業者への支

援を強化するため、地域の各支援機関が連携して取り組む体制を構築する。 

２、事業内容 

福岡県内の 4 地域（北九州、福岡、筑豊、筑後）に「地域中小企業支援協議

会」を設置し、各地域の創業予定者や中小・小規模事業者に対し、協議会の

構成メンバーが連携して支援を行う。 

2、 構成メンバー 

福岡地区の 18 商工会、福岡県商工会連合会、福岡商工会議所、福岡県中小企

業団体中央会、㈱日本政策金融公庫（福岡支店、福岡西支店）、福岡県信用保

証協会、福岡県中小企業診断士協会、福岡県 

 

 

 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

 

【目的】 

小規模支援法の改正（平成 26 年 9 月 26 日施行）に伴い、域内事業者がその地域で

経営を持続的に行うための課題を、経営指導員が「自らの課題」として捉え、小規模

事業者による事業計画の策定を支援し、その着実なフォローアップを行う「伴走型」

の支援体制を構築するため、これら経営発達支援事業の実務を担う経営指導員資質の

向上を図ることを目的とする。 

 

 

【現状と課題】 

 商工会は、これまで金融の斡旋や税務、経理、労務、社会保険などの事務代行を主

体とした経営改善普及事業を行い域内事業所の経営サポートに努めてきた。 

今後は、地域の現状や課題を示し域内事業者の中長期的な振興を図るための「経営

発達支援計画」を定め、伴走型の支援を行うことが求められている。 

しかしながら、商工会の経営指導員においては、経営発達支援事業の基本理念は理

解しているものの、専門的かつ高度な支援ニーズに対処できるためのノウハウやスキ

ルが不足している。 

 

 

【事業内容】 

経営指導員等の資質向上を図るためには、何よりも一において研修の強化が不可欠

である。県下の商工会経営指導員等の研修会については、県連合会の「職員研修実施

計画」より商工会職員の経験年数に応じた計画的・段階的に研修プログラムが組まれ

ており職員がこれを受講している。 

 

また、中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）での長期研修についても県連合会

の「職員研修実施計画」より、受講プログラムを策定し、基礎コースから段階的に専
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門かつ、高度な研修コースを全職員が受講している。 

 

さらには、中小企業診断士の資格取得等を目的に平成 16 年度から実施されている

経営指導員を対象にした「WEB 研修」（注 1）も実施されており、自己研鑽を高めるた

めの研修環境は充実している。しかしながら、大事なことは、単に研修を履修するこ

とが目的ではなく研修で習得した経営支援に関するノウハウを業務において活用し

経営改善に結びつけることである。 

 

このような主旨の基に、商工会では職員間の連携を密にし、「情報の共有化」を図

っていくこととする。ちなみに、この「情報の共有化」とは「志の共有化」であり、

それを踏まえた上で商工会としての「行動の共有化」を図ることとしており、これを

基に盤石な経営支援体制を構築していくこととする。 

 

加えて、経営指導員等による小規模事業者の経営支援を円滑に効果的に進めるため

には、常日頃から「信頼関係を築くコミュニケ―ション力」を磨いておけねばならな

い。そのためには自分から心を開き、親身になって接することを心しておかねばなら

ない。そのためには、商工会設立の原点である域内事業所への巡回訪問を積極的に行

うこととする。 

 

ちなみに、商工会における徹底した巡回訪問は、すべての商工会活動の出発点であ

り、基礎的な経営改善普及事業の根幹となるばかりでなく、域内事業者への新たなサ

ービスの提供や経営革新支援等の機会創出、あるいは、経営の実態把握や地域の課題

の解決に取り組む地域貢献活動の強化の観点からも極めて重要である。 

 

したがって、この巡回訪問の意義については経営相談による個別企業の成長支援の

みならず、今後取り組みが期待されている地域コミュニティ維持活動や、農商工連携

などを効果的に進めるためにも重要であり、このような主旨の基に商工会は巡回訪問

を積極的に展開し、各事業所の経営に係る実態の把握に努めていくこととする。 

 

また、経営指導員が自らの資質向上を図っていくための自己研鑽はもとより、提

案・問題解決及びプレゼンテーション能力の向上等を図ると共に、これまでの業務の

取り組みを検証し継続して取り組まなければならない事項や、ＳＷＯＴ分析（注 1）

により改善すべき事項など抽出し業務内容の質を高めていくこととする。加えて、商

工会職員には、経営支援に資する公的資格の取得を奨励する。 

 

現在、商工会には中小企業診断士（1名）、1級販売士（1名）、税理士試験（科目合

格者１名）、mouse 検定 office2000 エクセル上級（1名）、FP 技能検定 2級（1名）の

取得者が在籍しており、それぞれが有している技能や能力を駆使し、各種の経営支援

に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 



２１ 
 

＜注 1：商工会 WEB 研修＞ 

 

 

＜注 2：ＳＷＯＴ分析＞ 

ＳＷＯＴとは、企業の強み（Strength）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、

脅威（Threat）のことで、それぞれの頭文字をとってＳＷＯＴ（スウォット）と

言う。これは 企業が経営戦略や経営計画を策定するために自社の内部環境（経

営資源）と外部環境（経営を取り巻く環境）の分析が不可欠となるが、ＳＷＯＴ

分析はその両者を統合的に行う手法である。 

例えば、企業の強みと弱みは競争相手と比較した相対的なものであり、いくら自

社の強みだと思っていても、その要素が競争相手に負けていれば強みにはならな

いこと。また、強みは技術革新による陳腐化などで瞬時に強みではなくなってし

まうこともあり、今は強みだが将来は強みではなくなる可能性があるものは本当

の強みとは言えないこと。また、機会とは「うまく活用すれば業績が拡大する外

部環境の変化」のことであり、脅威とは「そのまま放置すると業績が悪化する外

部環境の変化」のことを指すもので、これらの分析によって経営戦略を立てる際

の活用されている。 

 

 

 

 

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（新規） 

 

昨今、商工会を取り巻く環境は大きく変化している。これからは商工会といえども

「競争と淘汰の時代が到来する」との危機感を強め、もう一度商工会設立の原点に戻

り、域内の事業者はもとより行政からも、地域に必要とされる存在となるよう自ら姿

勢を正し、事業の推進にあたっては真摯に取り組んでいかねばならない。これを基本

に、商工会が実施した事業については、毎年度末に「事業評価」を行うこととする。

 

一般的に、事業評価とは「事業活動の実態や成果を分析・測定し、実施期間・団体

等の目標や当該事業目標に照らして価値判断を加えること」といわれているが、商工

会においては、何よりも会費や補助金を主財源として実施した事業について、その目

的に照らした成果がなされているのか、そしてその成果がいかに商工業者並びに地域

生活の向上に貢献したかを客観的に効果測定することする。 

全国の経営指導員等が、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創

業・経営革新につながる提案型指導ができるよう必要な知識を習得でき、中小企

業の経営支援体制を高めるために実施している。内容は、経営指導を実施してい

く上で必要となる学習・研修で e-ラーニング方式で中小企業経営全般を学習でき

るようになっており、中小企業に対する創業･経営革新に必要なビジネスおよび

情報関連の知識を身に付けることを目的としている。研修期間は、財務会計、経

営法務等について、網羅的に Web にて研修コンテンツを受講できるようになって

おり、1 日の受講時間の目安は 30 分程度で、41 週ですべての講習を終了するよ

うになっており、毎年 9月に研修効果測定を実施している。 



２２ 
 

具体的には、商工会が実施した事業に関する評価は、主として実施した事業の必要

性、効率性及び有効性の観点から行うもので、これは事業の目標（いわゆる「アウト

プット」）の達成度や、目的を具現化した効果（いわゆる「アウトカム」）について、

可能な限り定量的又は定性的な把握に努めることを目的に、今後、毎年継続して事業

評価を実施することとする。 

 

なお、この事業評価実施のメリットは、次のとおりである。 

ア、事業活動を俯瞰的に見直し、改善が図れること。 

イ、団体の成果について、支援者に説明ができること。（信頼性向上） 

ウ、組織として向かっている方向性の確認と軌道修正ができること。 

 

以上の観点から、具体的には次の 3項目をもって各事業評価を行うこととする。 

 

(1)定量分析   ～（商工会実態調査等からの基礎データ入力により他商工会と

の比較） 

(2)定性評価   ～（客観的に５段階評価） 

(3)分析シート ～ 各事業について「事業内容を記載し」→「何がもたされたの

か（成果         と意義）」→「事業の必要性・

有効性・効率性・優先性」を各事業担当者が詳細に記載し自

己評価を行う。 

 

商工会では、これを基に当該年度の「事業評価一覧表」を作成し、これを事業評価

委員より客観的な評価を受けることとする。なお、事業評価委員については、外部か

ら（中小企業診断士、学識経験者及び中小企業支援機関等）委員を委嘱する。 

 

また、事業評価の結果等については本会のＨＰ等にて公表することで社会的説明責

任を果たし、ひいては地域経済団体として、商工会の組織及び事業の一層の透明化を

図っていくことする。 
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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 

経営発達支援事業に関しては、事務局長及び経営指導員を中心に実施する。また、

専門的かつ広域的な諸課題等については福岡県商工会連合会をはじめ関係機関と緊

密な連携を図りながら取り組むこととする。なお、商工会の役員数は 24 名（会長 1

名、副会長 2 名、理事 19 名、監事 2 名）、事務局職員は 7 名（事務局長 1 名、経営

指導員 2名、経営支援員 3名、記帳指導員 1名） 

 
 

 

 

（２）連絡先 

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美 5－2－14 

☎ 092-932-0443   fax 092-932-7563 

E-mail:umi@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） 

 H27 年度 

(H27 年 4 月

以降) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

必要な資金の額 114,200 116,000 119,000 121,000 121,000

 

小規模企業対策事

業費 

 

総合振興事業費 

 

プレミアム付地域

商品券発行事業等 

特別会計事業費 

37,100

20,100

57,000

38,000

21,000

57,000

38,000

21,000

60,000

39,000 

 

22,000 

 

60,000 

39,000

22,000

60,000

 

（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、県補助金、町補助金、手数料収入、共済事業等受託料収入、使用料収入 

 

（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 

これまで商工会事業の柱として実施してきた金融、税務、労務などの斡旋や事務代

行を主体とした「経営改善普及事業」については、地域内事業所の事業が発展してい

ることを前提とした典型的な事務指導（融資斡旋や事務代行等）が中心で、常に「正

解」のある問題を取り上げて法的・行政的情報量の優位に基づき指導するといった、

“やや受け身型”の支援体制であり、これは一定の知識があれば大多数の企業を「指

導」することが可能であった。 

 

これに対し、経営発達支援事業とは、グローバル経済化にあって少子高齢化といっ

た社会・経済環境が大きく変遷する中にあって、企業が安定した収益を上げるために

は、戦略思考の改革支援を中心とした経営支援体制の構築が必要である。また、地域

内の事業所の事業を発展させていくためには個別具体的で高度な経営支援が中心とな

らなければならない。したがってこれからは「正解」のない問題をも積極的に取り上

げ、支援先の状況によって多様な知識の組み合わせが求められる“積極的に提案”を

行う支援体制へと商工会は移行しなければならない。 

 

このような時流の趨勢を的確に見極めて、これから商工会が経営発達支援事業を能

動的に、かつ効果的に遂行するためには、各中小企業支援機関が有するノウハウ等の

支援を受けると共に、緊密な連携を図って事業を邁進していくことが求められる。こ

のような主旨の基に次に掲げる事業について関係機関と連携を図り取り組んでいくこ

ととする。 

 

1 高度かつ、専門的な経営支援ニーズに対処するための専門家派遣 

2 販路開拓等を促進するための伴走型支援 

3 商談会や物産展の充実並びに諸施策情報等の情報提供及び諸支援 

4 経営革新承認企業のフォローアップ事業の推進 

5 ものづくり産業の技術力向上並びに生産性向上のための支援 

6 創業支援並びに第二創業の促進等 

7 知財制度や出願の手続き並びに海外展開への支援 

 

 

連携者及びその役割 

（福岡県商工会連合会） 

福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興センター7階 

会長 城戸 津紀雄 

・経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取り組み 

・経営指導員等の資質向上に関すること 

・国等の小規模事業政策等に関する情報提供並びに支援 

（中小企業基盤整備機構） 

福岡市博多区祗園町４番２号サムティ博多祇園 BLDG. 

九州本部長 齊藤 三 
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・様々な経営課題解決のための専門家派遣事業 

・新事業展開への支援並びに事業承継・知的資産経営の支援 

・海外展開を目指す企業へのアドバイス並びに販路開拓支援 

 

（福岡県中小企業振興センター） 

福岡市博多区吉塚本町 9番 15 号 

理事長 髙木 郁夫 

・経営革新支援に係る承認申請の支援 

・「福岡県よろず支援拠点」との連携支援 

・販路開拓支援アドバイザーの派遣 

 

（福岡県信用保証協会） 

   福岡県福岡市 博多区博多駅南２丁目２－ １ 

   会長 牛尾 長生 

・中小企業経営改善・金融サポート会議 

・中小企業の景況動向等の情報提供 

・福岡県内の中小企業向け融資制度に係る情報提供等 

 

（日本政策金融公庫 福岡支店） 

   福岡市博多区博多駅前 3-21-12 

   支店長（兼）統括 池隅 剛志 

・小規模事業の経営改善及び金融支援 

・小規模事業者の経営状況等に係る情報提供 

・創業及び第二創業に関する支援 

 

（福岡県中小企業団体中央会） 

福岡市博多区吉塚本町 9番 15 号福岡県中小企業振興センター9階 

会長 正木 計太郎 

・創業支援に係る企業組合の設立支援等 

・モノづくり・商業・サービス革新事業の促進 

・地域資源認定事業並びに中小企業の新連携事業 

 

（福岡商工会議所） 

福岡市博多区博多駅前２丁目９－ ２８ 

会頭 末吉紀夫 

・経営発達支援事業に係る情報提供並びに連携強化 

・人材力向上支援 

・福岡県中小企業活力強化大会への参画 

 

（フクオカベンチャーマーケット協会） 

   福岡市中央区天神 1丁目 11-17 福岡ビル 4F 

   会長 貫 正義 

・ビジネスプラン発表会・商談会を通じたビジネスマッチング 

・プレゼンテーション練習会 
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・各種セミナーの開催並びに交流会への参画 

 

（グリーンイノベーション人材育成・雇用創造地域協議会） 

 福岡市博多区吉塚本町 13-50（福岡県吉塚合同庁舎１階） 

   会長 樋口 直樹 

・企業への専門家派遣制度の活用 

・高度人材研修費助成金（従業員の人材育成支援）の周知及び活用促進 

・求職者とのマッチング支援 

 

 

（福岡ものづくり産業振興会議） 

 福岡市博多区吉塚本町９－ １５ 福岡県中小企業振興センター 11 階 

 会長 松本 和朗 

・ものづくりアドバイザー派遣事業 

・福岡ものづくりシンポジューム開催に係る支援 

・各種情報提供 

 

（福岡県中小企業診断士協会） 

   福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興センター10 階 

会長 槇本 健次 

・中小企業経営等に係る専門家派遣事業 

・地域の中小企業再生支援協議会への参画及び事業連携 

・中小企業の経営改善に係る経営診断・助言、経営相談や情報提供等 

 

(福岡県・中小企業振興事務所) 

 福岡市博多区吉塚本町９番１５号福岡県中小企業振興センター１階 

 所長 小山 英隆 

・福岡県産業施策の周知及び活用促進 

・商工会業務推進に係る各種公的機関への紹介・斡旋 

・福岡地区中小企業支援協議会への参画 

 

（福岡県工業技術センター） 

   筑紫野市上古賀３丁目２－ １ 

   所長 神谷 昌秀 

・中小企業の技術開発・新製品開発に係る指導助言 

・知的所有権に係る自治体特許アドバイザー事業 

・ものづくり人材育成センターの活用 

 

（宇美町） 

 糟屋郡宇美町宇美 5丁目 1番 1号 

   町長 木原 忠 

・宇美町商工業振興に係る連携及び支援 

・特産品の開発・新産業創出の支援 

・創業支援並びに既存企業の体質強化 
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連携体制図等 

 

 

 


