
経営発達支援計画の概要 

実施者名 古賀市商工会 

実施期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

目標 

当地域の現状と総合振興計画を踏まえ、以下の取り組みを実施する。 

① 工業部門の事業所に対して生産性の向上、競争力強化・ブランド力の強化を
支援する。 

② 商業・サービス業部門の事業所に対して域外からの誘客と市内消費を喚起し
活性化を図る。 

これらに効果的な各種調査、分析を経て事業計画を策定し、創業期から成長期、

安定期、成熟期等、事業所の経営状況に合わせた段階的サービスを提供する体制を

整え、きめ細かい伴走支援を実施していくことで、管内小規模事業者の持続的発展

を目指す。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 巡回指導・窓口相談の強化による経済動向調査 
 モニタリング調査 
 市内空店舗状況調査 
※これらの調査結果をデータとして蓄積し、情報提供し各種支援に活用する。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 巡回訪問による分析項目情報の把握 
 経営・金融・税務相談からの分析 
※経営課題抽出のための各種経営分析結果は、経営状況により段階的に仕分け
し、各事業所へフィードバックし、段階に合わせた伴走支援を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 事業計画策定セミナーの開催（創業期向け） 
 経営発達相談会の実施（成長期向け） 
 経営革新・補助金申請等の計画策定支援（成長・安定期向け） 
 専門家による計画策定支援（第二創業期・衰退期向け） 
※経営状況の段階別に事業計画策定を支援（創業期：創業計画書、成長期：創業
計画書の見直し及び修正、安定期：経営革新計画、第二創業期・衰退期：第二
創業計画、事業承継計画） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 巡回訪問によるフォローアップ強化 
 支援メニューの整理とパッケージ支援 
 小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 
 プレスリリース活用 
 メールＦＡＸ会員の活用 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 地域経済分析システム（RESAS）を活用した需要動向調査 
 日経テレコンのシステム（POSEYES）を活用した需要動向調査 
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】 
 ビジネスマッチングによる販路開拓 
 地場産品・企業の出店 PR による販路開拓 
 ガイドブック作成等による PR及び販路開拓 
 商工会情報発信ツールを活用した販路開拓 
 「プレミアム付商品券」の発行による販路開拓 
○ 地域経済の活性化に資する取組 
 古賀市活性化会議 
 「工業力・ものづくり」のブランド化 

連絡先 
古賀市商工会 担当：経営指導員 磯谷・杉原・後藤 

〒811-3101 古賀市天神 2-1-10  TEL：092-942-4061 FAX：092-942-4062  
HP：http://www.koga-cci.org/  mail：koga@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 

1．当該地域の現状 
（1）古賀市の立地 
 福岡県古賀市は九州北部に位置する。九州最大の都市「福岡市」に近接し、国道 3
号、県道 495号、九州自動車道古賀インターなど、交通のアクセスに大変恵まれてい
る。さらに市内には 3 つの JR 駅（古賀駅、千鳥駅、ししぶ駅）があり、博多までは
約 20分と至便の距離。自然環境においては､玄界灘から犬鳴山系までをそのエリアに

持ち､海から順に人口集積の進む市街化区域､田畑を含む市街化調整区域、山林と続い

ている。 
 
（2）中長期的な振興のあり方（※古賀市総合振興計画より抜粋） 
古賀市は大消費地福岡市の近郊にあり、交通の利便性も高く集客の可能性がある。

今後この特性を十分活かし、商業を振興することと、さらに市内消費を高め、市外か

らの集客を図ることが求められている。工業については、既存企業に加え昭和 40年代
から計画的に 5 つの工業団地を整備し企業誘致を進めたことなどにより、平成 21
（2009）年の製造品出荷額は県内９位であり、この強い工業力は古賀市の特色といえ
る。またこれらの企業は安定した税収と多くの雇用を生み出すとともに、さまざまな

地域貢献活動に取り組んでおり、市の発展に大きく寄与してきた。今後とも、この強

い工業力をさらに生かしたまちづくりが必要である。 
 
（3）地域の現状・課題 
当地域は高い交通利便性を有し、産業においては高い工業力が特徴として上げられ

るものの、全体的には農商工とバランスの取れた形態を成している。一方で基幹産業

となるような特筆すべきものは無く､商業・サービス業における事業所等は市内全域に

点在している半面､核となる集積地は無い。 
商業に目を向けると近隣市町への大型店出店等により競争が激化したことによる売

上の減少など、経営環境は厳しい状況にあり、これらの環境の変化に対応すべく経営

計画の見直しや経営改革が迫られている。また事業主の高齢化や後継者不足による廃

業率の増加等といった課題がある。 
また製造業については、工業団地を有し一部の大手企業も存在するが、多数は小規

模事業者であり、経営環境の変化に対応すべく経営の改善や革新への取り組みが迫ら

れている。しかし十分な経営課題を克服する経営計画の策定や国等の施策を活用でき

ているとは言い難い状況であり、経営革新や生産性向上の取り組み等への対応が遅く、

また製造業のブランド力も弱いため、戦略的なブランド力の強化が必要である。 
今後は上記の現状や課題、中長期的な振興のあり方を踏まえ、市内消費を高め､いか

に『にぎわい』を創出し､活力あるまちにしていくかが大きな課題である。 
小規模事業者への継続的な伴走型経営支援や古賀市の特性とマッチした経営に関す

る情報提供や各種支援、今後の継続的なフォローアップの体制を確立しなければなら

ない。 
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2．古賀市商工会の役割と小規模事業振興の目標 
 
（1）古賀市商工会の概要 
 古賀市商工会は会員数 1,021名（平成 27年 3月 31日現在）の経済団体である。会
員数は平成 18年に 1,000名を超えた後は大きな変動なく 1,000名以上を保っている。
職員数は 9人で、そのうち補助対象職員は 8人（経営指導員 3人、経営支援員 5人）
となっている。 
 
（2）当商工会の強みと課題 
多業種が集まる団体であり、マスメリットを享受できることや、古賀市や福岡県商

工会連合会をはじめとした組織との連携体制があり、様々な経営支援に資する情報が

集まること、中小企業診断士や税理士等の専門家との連携もでき、小規模事業者に寄

り添った支援ができること等の強みがある。 
一方で集まった情報や支援ツールの情報整理が不十分な点や、経営改善普及事業に

ついては職員あたりの市内事業所数が多いこともあり、受動的・対処的指導が多く、

積極的な提案型の指導不足や、商工会のサービス内容の PR不足等の課題がある。 
 
（3）中長期の方針・目標 
 以上を踏まえ、工業部門の事業所に対しては経営計画の策定支援等の伴走支援によ

り、効果的な補助金の活用支援や需要動向等の各種情報提供、金融支援などを通じ、

生産性向上を支援することで、ブランド力の強化支援を行う。地域外を主な市場とす

る域外市場産業（製造業）を活性化させることで、製造業者及び従業員の所得が伸び、

域内需要（商業、サービス業）が拡大する。域外から資金を流入させる域外市場産業

（製造業）は、地域経済への波及効果が大きく、域外から資金を稼いでくる地場産業

の発達を支援し競争力を強化することが重要である。 
また競争環境の厳しい商業、サービス業部門の事業所に対しては、各々の経営課題

を明確にした上で、各事業者に合った経営改善計画を策定し持続的経営を目指し、伴

走支援する。大都市の近隣性、交通利便性を活かし、域外からの消費者の誘客とそれ

による古賀市内での消費喚起、また 5万人を超える人口を誇る古賀市の域内消費を活
性化させ、資金を循環させることで、地域の商業・サービス業を活性化させる。これ

らの地域内経済の活性化については、商工会の強みである伴走支援や連携力、支援ツ

ールを最大限活用するため、経営サポート体制の確立を図る必要がある。 
また廃業率が増加することによる地域経済の衰退を防ぐため、既存の事業所への持

続的な成長を支える経営サポート体制を確立させる。 
上記の実現のため、小規模事業者のニーズ・課題等の経営状況や商品・サービス等

の情報を把握し、整理及び分析を行う。合わせて経営の段階別に商工会事業や補助金

等の支援ツール、各種動向等の情報を活用した支援ツールを整理し、それぞれの小規

模事業者へ積極的な提案型支援ができる体制を整える。これらを戦略的に実践するこ

とで小規模事業者の経営力向上、販路拡大、創業支援、事業承継等、持続的な事業発

展をサポートする伴走型支援の体制を確立する。またこれを定期的に見直すことで支

援の充実を図るものとする。 
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これらを達成するための主たる具体的な行動策、到達目標レベルは 5年間の通算で
次のとおり。 

① 既存の事業所全般における持続的発展に資する取り組み 
・ 「メール FAX 会員」サービスの構築、それを利用した各種動向調査及び経営支
援に係る調査結果のフィードバックや効果的な情報発信。（登録件数 350件） 

・ 現状課題及び支援ニーズ把握のための各種経営分析。（経営分析件数 138件） 

② 効果的な伴走支援のための仕組みづくり 
・ 経営計画の策定支援及び効果的な伴走支援のための支援メニューの整理と個社

に合わせた支援体制の構築。（経営計画策定からフォローアップ支援する事業者

数 138件） 

③ 地域内の資金循環の活性化及び域外からの消費流入をさせる取り組み 
・ 販路開拓及びマッチング支援。（商談会開催 2 回：参加企業数 55 件、ガイドブ
ック発行 2回：掲載企業数 150件、会員相互 DM等の情報発信 110件） 

・ プレミアム付商品券の発行。（平成 27年度 発行額 4億 2千万円） 

④ 中核を担う工業・商業部門の企業への各種支援による生産力の活性化 
・ 補助金、助成金の申請及び策定支援。（補助金、助成金申請件数 102件） 
・ 小規模事業者経営発達支援融資制度並びにその他融資制度の活用支援。（金融支

援件数 277件） 

⑤ 新たに地域経済を担う企業のブランドづくり支援 
・ 経営革新計画策定支援及び安定経営までの持続的経営支援。（経営革新計画策定

支援件数 48件） 
・ 地域のブランド力を強化するための地域経済活性化事業。（古賀市活性化会議開

催回数 30回、工場見学・体験事業出展者数 36件：参加者数 720名） 

＜事業実施スケジュール＞ 
  商工会として 5年計画でステップアップ式に支援体制を構築し、域内の事業者の継
続的発達に寄与していく。各期間の重点的に取り組む内容は次のとおり。 

 （1～2年目）「経営分析～ブラッシュアップ～期間」 
1. 事業所の分析による古賀市の事業者の現況把握 
（ヒアリングシートを活用した現況調査、モニタリング等による分析） 

2. 各種需要動向調査 
（経営に有用な情報の取捨選択） 

3. 支援メニューの整理 
（「商工会支援メニュー（支援内容の経営状況に応じたデータ整理）」の作成）

4. 情報発信体制づくり 
（タイムリーな情報提供の仕組みづくり） 

5. 事業計画策定支援 
(ア) 「経営発達相談会」の実施 
(イ)  経営革新計画策定企業の増加 



4 
 

6. 支援連携体制の確立 
（広域連携、古賀市活性化会議との関係強化） 

7. 販路開拓支援体制の確立 
（他機関の主催する販路開拓事業・商談会の機会の有効活用など） 

8. 広報支援体制づくり 
（事業者ガイドブック作成など） 

9. 職員の資質向上 

 （3～4年目）「経営支援～サポート～期間」 
1. 各種調査結果の分析、実施事業の振り返りと各種支援事業へのフィードバック 
2. 事業計画策定支援の内容充実 

(ア) テーマ別個別セミナーの実施 
（例「商談会出展者向けプレゼン力向上セミナー」など） 

(イ) 経営革新計画策定企業へのフォローアップ 
(ウ) 「経営発達相談会」の内容充実 

3. 情報発信能力の強化 
（提供する情報の充実と効果測定） 

4. 販路開拓支援体制の強化 
（各連携体、ネットワークの情報網を活用したビジネスマッチング支援など）

5. 各事業の効果測定 

 （5年目以降）「経営発展～コーディネート～期間」 
1. 広報支援の充実 
2. 販路開拓支援体制の充実（商工会主催、地域の商業施設と連携した販路開拓事
業の実施など） 

 
以上のように支援体制の充実を中長期計画化し、段階的に発達支援に取り組んでいく。
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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 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日） 
 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

 
1．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 
（1）地域の経済動向調査の目標 
現状、地域における経済動向調査を行ってはいるが、あくまで職員が把握するため

のものであり、事業者へ情報提供するという視点が不足していた。今後は、事業者に

情報提供することに加え、どの事業者でも分かりやすく、参考にできる情報に整理す

ることに努める。 

調査においては、地域経済の景況感や経営上の課題など基本的な事項を把握する。

現状を踏まえた地域経済動向の把握のみに留まらず、時流に応じた今後の支援体制や

方針、経営発達のための事業企画やセミナーのテーマ活用等、具体的内容を検討する

上での基礎資料として活用する。 
また調査結果を小規模事業者の販売戦略や商品開発等の参考として活用してもらう

ために適宜情報発信を図る。 
更に不動産業者と連携し空店舗情報を収集・把握し分析することで域内の経済動向

を把握すると共に創業支援の情報提供ツールとしても活用する。 
 
（2）調査項目 

○ 調査業種（4業種分類） 
小売・卸売業、サービス業、製造業、建設業 

○ 調査項目（10項目） 
業況・売上・仕入価格・販売価格・収益・在庫・資金繰り・人手・設備状況 
問題点（売上不振、仕入材料の高騰、人員不足、在庫の増大、後継者不足等） 

 
（3）実施内容・手段 

 ① 巡回指導・窓口相談の強化による経済動向調査（指針③）【新規事業】 
  域内の小規模事業者を対象に巡回指導・窓口相談時に景気動向調査を行う。調査項

目に合わせたヒアリングシートを作成、それを基に「ヒアリング調査」を実施する。

さらに福岡県商工会連合会の「小規模企業動向調査」、福岡県信用保証協会「マンス

リーデータ」からの情報により、近隣地域との比較検討も行う。 
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 ② モニタリング調査（指針③）【新規事業】 
小売・卸売業、サービス業、製造業、建設業の 4 業種から各 5 企業の計 20 企業を

選定し、域内の景気動向を時系列で把握するため、3 年間継続して四半期ごとに同一
事業者に対し以上の調査及びインタビュー形式による「モニタリング調査」を実施す

る。 
 

 ③ 市内空店舗状況調査（指針③）【新規事業】 
地域の不動産業者（市内不動産業者 10社）から、空店舗の数や場所、賃借料等の情
報を提供いただくことで域内の経済動向を調査する。データについては情報を整理し

提供する事で、創業者及び第二創業者への創業支援及び域内への企業誘致等における

情報ツールとして活用する。 
 
（4）活用方法 
  ①～③の事業における調査・分析結果については、下記のとおり活用する。 
  
 ○ 経済動向調査レポートの作成 
  四半期に 1度、上記調査結果を古賀市経済動向調査レポートとしてまとめる。 
 
 ○ 各種情報の提供 

調査レポートを小規模事業者の販売戦略や商品開発等の参考として活用してもら

うために適宜情報発信を図る。 
商工会のホームページや会報に調査レポートを掲載する。また「メール FAX会員」
（※）サービスを構築し、調査レポートをはじめ、適時入ってくる経営支援施策情

報や商談会・交流会等の情報など鮮度の高い情報を速やかに提供する。（指針③）【新

規事業】 
古賀市のより多くの小規模事業者に広く情報を周知するため、古賀市と連携し、

市役所窓口へ調査レポートの設置や市ホームページ、広報掲載等、工夫を図る。 
 
  ※メール FAX会員・・・域内の小規模事業者のメールアドレスや FAX番号情報を

収集、整理し、希望する会員に対し情報提供を行うサービス。業種や企業形態等

の経営情報でソートできるようにし、情報の内容に合わせて小規模事業者に情報

提供を行う。【新規事業】 
 
 ○ 支援事業への基礎資料として活用 

①～③の調査結果を元に今後の商工会の支援体制や方針、経営発達のための事業

企画やセミナーのテーマ活用等、具体的な支援内容を検討する上での基礎資料とし

て活用する。 
小規模事業者は経済動向を把握することで目指すべき経営発達の方向性の明確化

や経営戦略の構築が可能となる。商工会はその実現に向けて具体的な指導や各種施

策活用の提案、創業者向けには支援等のツールの開発など、各小規模事業者により

適した支援情報の提供を行う体制をつくる。 
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（5）定量目標 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
動向調査レポート 0 4 4 4 4 4
巡回指導件数 2,705 2,800 2,900 3,000 3,000 3,000
窓口対応件数 1,578 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
モニタリング調査 0 20 20 20 20 20
メール FAX会員数 0 50 60 70 80 90

 
昨年度の窓口・巡回指導件数は窓口指導 1,578件・巡回指導 2,705件であった。本

事業実施によりその内容を拡充させ、特に巡回指導については強化を図り、年度毎に

指導件数 100件増を目指す。（3年間）それ以降については件数を維持し、内容の充実
及び支援体制の底上げを図る。 

 
 
2．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
（1）経営状況の分析における目標 
  現状、経営状況の分析を行う際は、事業者の状況や理解度等を考慮することなく、

決算書から数値分析や指標を用い、一方的に改善点等の指摘をすることがほとんどで

あった。今後は、事業者の詳細な状況、数値では見えない部分を聞き取った上で、事

業者のレベルに合わせた分析を行うことで、現実に適った伴走型支援を行う。 

小規模事業者の持続的発展のためには、経営資源や経営環境等を把握し、現在直面

している経営課題を明確にすることが必須である。このことから個別事業所に対して

経営分析を行い、小規模事業者の現状抱えている経営を圧迫する要因などの経営課題

や強み等の経営資源を明確にする。 
その分析結果と 1．経済動向及び 5．需要動向の各種調査結果を結び付け、経営改善
に向けてどうすべきかを共に考え、今後の経営計画の策定や個別伴走支援へつなげて

いき、小規模事業者の持続的発展を目指す。 
製造業を中心とした工業系事業所には特に生産性・効率性を主とした分析を行い、

生産性向上を図ると共に競争力・ブランド力の強化を支援する。 
商業サービス業他事業所には商品・役務の市場におけるポジショニングを分析する。

商品・役務のポジションを明確にすることで、ターゲットとなる消費者セグメントや

販促方法の明確化を図り、今後の事業計画の策定、商品展開や商品サービス開発等の

支援につなげていく。 
分析項目や内容については各小規模事業者の置かれている状況や経営状況把握の習

熟度等によって有効となる分析内容が異なるため、それぞれの小規模事業者に合致し

た分析を行う。 
また専門的な課題等については、ミラサポや福岡県商工会連合会のエキスパートバ

ンクを活用し、専門家と連携し課題解決に向けた経営分析や需要動向の情報提供を行

い継続支援の体制を確立する。 
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（2）分析を行う項目 

・基本的な調査項目 
自社分析（経営資源の分析）  
① 組織（ヒト、モノ）  
② 財務（カネ）  
③ 業務体制、マネジメント（システム、管理、作業工程：特に工業系事業所） 
④ 商品、サービス（アイテム、コンテンツ：特に商業・サービス業他事業所）  

 
・経営状況の把握における習熟度が低い事業所 
  自社分析（取扱商品・役務、経営資源、課題、売上構成、利益） 
市場分析（消費者ニーズ、ターゲット） 

 
・経営状況の把握における習熟度が高い事業所 
  財務分析（キャッシュフロー、損益分岐点、売上高営業利益率、流動比率、 

売上総利益率、労働生産性、自己資本比率等） 
   
（3）実施内容・手段 

 ① 巡回指導による分析項目情報の把握（指針①）【既存事業拡充】 
  巡回指導の中で経営者と面談し、どの職員でも変わることなく同一の内容を聞き出

すため、事業者の経営状況把握の習熟度に応じた 2種類の分析調査用ヒアリングシー
トを作成し、分析項目の情報を収集し、経営状況の把握を行う。1．の動向調査を同
時に行うことで情報収集の効率化を図る。 

  さらにデータは「商工会イントラネット」（※）に蓄積し、経営情報の共有化及び

支援体制の充実を図る。 
 
 ※商工会イントラネット・・・福岡県下全商工会が導入しているイントラシステム。

商工会で相談対応した事業者の経営情報や相談カルテ等を入力・管理している。

取扱品や取引先、商圏、設備等の入力項目があり、当商工会職員が閲覧できる。

② 経営・金融・税務相談からの分析（指針①）【既存事業拡充】 
  経営・金融相談（平成 26 年度実績：70 件）や確定申告業務（平成 26 年度実績：

220 件）時は、小規模事業者が経営に対して意識が向いており、経営改善を促す良い
機会であるため、積極的に経営状況の分析対象とする。特に、経営革新のような発展

性があるもの、財務状況の改善が必要なもの、また経営資源を活かせてないものを中

心に選定し分析を行う。 
  その他、小規模事業者は数値に疎いことが多いので、中小企業基盤整備機構が提供

する「経営自己診断システム」を利用して、決算資料をもとに収益性、効率性につい

て財務分析する。 
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（4）分析手段 
  分析の手段は各種分析手法を活用する。また業種や業態など個社の必要に合わせて

専門家と連携して分析手段の選定及び活用方法について検討する。 
  
 ○ 特に製造業における主な分析 
 5S分析 
コスト分析 
 原価計算 

 
○ 特に商業・サービス業における主な分析 
 商品分析 
 顧客分析 
商圏分析 
  
○ 全業種共通の状況による各種分析 
ギャップ分析 
ABC分析 

  SWOT分析 
  3C分析 
  特性要因図 他 
 
（5）活用方法 
 ① 経営分析報告書の作成 
  分析結果については事業所毎に経営分析報告書を作成する。 

 
② 経営分析結果の報告 
事業所と再度面談し、分析結果を報告する。分析報告から経営課題や自社が提供す

る商品・サービス・製品の強み等を明確にする。 
 

 ③ 経営計画策定への活用 
経営計画の策定の重要性を説明し、経営理念、経営ビジョンを整理・再確認する。

その分析結果と 1．経済動向及び 5．需要動向の各種調査結果に加え、経営改善に向け
た情報を提供し今後の経営計画を取りまとめた中長期の経営計画策定を支援する。 
  より高度で専門的な分析を行う必要のある事業所については、中小企業診断士や税

理士等の専門家・金融機関等と連携し解決を支援する。これらの結果をもとに、販売

する商品や提供するサービスの内容や優位性、保有する技術ノウハウや従業員等の経

営資源、財務内容等の経営状況、今後の方向性等、抱えている現状課題・ニーズや今

後の方針を抽出しながら、必要な支援につなげていく。 
  支援職員全体での週に 1度、情報交換会（勉強会）を開催し、分析結果について情
報共有を図ると共に、今後の支援策についても情報交換を行い支援の実効性の向上及

び効率化を図る。【新規事業】 
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（経営分析により得られる効果） 
小規模事業者の商品や役務、技術ノウハウや従業員等の経営資源、抱えている現状

課題・ニーズをそれぞれ情報収集、整理、分析することで詳細な経営状況を把握する

ことができ、経営発達や課題解決のための情報提供や伴走型支援が可能となる。 
合わせて 1．地域動向調査での「顧客」、5．需要動向調査での「競合他社」分析結
果を踏まえ 3C 分析を行うことで、今後の中長期的な事業計画策定に、より効果的な
伴走支援の体制を確立することができる。 
また、これらの情報を蓄積することで小規模事業者同士のマッチングや他の支援機

関や金融機関等との連携による高度な経営支援につなげることが可能となる。 
 
（5）定量目標・項目 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
巡回訪問件数 2,705 2,800 2,900 3,000 3,000 3,000
専門家派遣数 20 30 45 45 60 60
経営分析件数 0 15 21 27 36 39

 
 
3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
（1）事業計画策定支援の目標 
  1．地域の経済動向調査と 2．経営状況の分析結果を踏まえ、各小規模事業者の発展
を見据えた事業計画を策定の支援を行う。 
  現状、事業計画策定を支援するケースは、経営革新計画や補助金等申請するために

相談に来られた事業者が主であり、積極的に策定支援をすることが少なかった。今後

は事業者のレベルに応じた計画策定支援事業を実施することで、多くの事業者への支

援を推進していく。 
まず事業計画策定の重要性を説き、持続的発展的経営のために必要な事業計画策定

を支援し、小規模事業者の経営基盤強化を図る。 
製造業を中心とした工業系小規模事業者には生産性の向上とブランド力の向上を主

なテーマとし、計画策定支援に当たる。 
また商業・サービス業・建設業関連事業所については、それぞれの経営課題やテー

マ、経営状況（創業期、成長期、安定期、第二創業期・衰退期）に合わせて各小規模

事業者に寄り添った経営計画の策定を支援する。 
  これらの巡回・窓口での個別支援と合わせて、セミナーでの集団支援も実施し、事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。あわせて中小企業診断士や税

理士、金融機関やマーケティングコンサルタント等の専門家と連携し、具体的な事業

計画の策定支援を行う。 
また商工会が保有する各種経営支援メニューや国・県・市等の補助金や施策情報を

整理し、必要に合わせて支援メニューとして提供する。計画実行に対しても伴走型の

指導・助言を行い事業者の持続的発展を図る。 
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（2）支援対象 
経営状況の分析対象事業を中心に、支援事業のセミナーや相談会等の参加者に対し

支援を行う。また、対象となる事業者の創業からの年数や、経営状況の把握における

習熟度を加味し、以下の通り 4区分し、支援に当たる。 
 
○ 創業期（創業計画策定支援） 
○ 成長期（事業計画の見直し及び再構築支援） 
○ 安定期（経営革新計画策定支援） 
○ 第二創業期・衰退期（第二創業計画、事業承継計画策定支援） 

  

（3）実施内容・手段 

① 事業計画策定セミナーの開催（創業期向け）（指針②）【新規事業】 
創業期に区分される事業者を中心に、経営発達に資する 4回のシリーズ化した事業
計画策定セミナーを行う。内容としては経営計画の策定をはじめ、販路拡大、プレゼ

ン力向上による商談会・展示会への出展支援等の統一したテーマで集中して行う。経

営計画策定に必要な知識の習得をサポートすると共に創業期から成長期へステップア

ップを図る。 
幅広い地域の小規模事業者に参加してもらえるよう、導入の仕掛けについては 1コ
インセミナーとして、集客についての工夫を凝らす。 

 
② 経営発達相談会の実施（成長期向け）（指針②）【新規事業】 
成長期に区分される事業者を中心に、経営発展に意欲のある小規模事業者向けに、

小規模事業者と経営指導員、中小企業診断士や税理士等の専門家の 3者による、経営
改善や販路開拓といった経営発達支援に特化し、経営計画策定を目的とした「経営発

達相談会」（※）を開催する。成長期から安定期へと進むよう伴走する。 
 
※経営発達相談会・・・経営発展に意欲のある小規模事業者向けの相談会。小規模事

業者と経営指導員、中小企業診断士や税理士等の専門家の 3者により構成する。今
後の成長のために、専門家の指導やアドバイスのもと、小規模事業者はどうすべき

か経営計画を策定、商工会は中長期の支援計画を策定する。 
 
 ③ 経営革新・補助金申請等の計画策定支援（成長・安定期向け）（指針②）【既存事

業拡充】 
成長期・安定期に区分される事業者を中心に、経営革新申請を希望する事業所や、

創業補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金の申請を希望する事業所

に対して申請時に事業計画の策定支援を行う。 
 

 ④ 専門家による計画策定支援（第二創業期・衰退期向け）（指針②）【既存事業拡充】
第二創業期・衰退期に区分される事業者を中心に、積極的に専門家派遣（福岡県商

工会連合会・福岡県よろず支援拠点・ミラサポ・中小機構等との連携）を利用し、第
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二創業や事業再生に資する計画策定支援を行う。合わせて策定と並行して利用できる

支援メニューについて情報提供から申請等まで伴走型の支援を行う。国、県、市等の

補助金や助成金が利用可能な場合は積極的に情報提供を行うと共に申請についても伴

走支援する。 
また、事業者の段階に関わらず高度で専門的な支援が必要な場合にも、積極的に活

用し、職員も同席することで、今後の伴走型支援へとつなげる。 
 
（3）定量目標・項目 
 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
経営セミナー開催数 0 4 4 4 4 4
〃 参加者数 0 10 10 10 10 10
経営発達相談会開催数 0 2 3 4 6 6
〃 参加事業者数 0 6 9 12 18 18
経営計画策定件数 0 15 21 27 36 39
経営革新推薦数 6 6 9 9 12 12
経営革新フォロー件数 6 6 12 21 24 30

 
 
4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 
（1）事業計画策定後の実施支援の目標 
現状、事業計画策定後の支援については、経営革新認定や補助金の採択を目標にし

ていた部分が大きく、その後の状況確認は行っているものの実施フォローアップまで

十分な支援ができていない状況であった。今後は、実施フォローアップに重点を置き、

小規模事業者の利益の確保につなげるため、また事業計画の実効性を高めるために、

どうすれば計画を達成できるかを共に考え、達成するために使えるツールを提示し、

達成まで伴走していく。 
着実な計画の取り組みに向け、事業計画の進捗状況を確認し、計画内容と実質的な

ニーズや実施内容に齟齬が生じた場合や新たな課題が生じた場合は速やかに対応し、

事業計画の練り直しや、直面した課題の解決支援を講じ、PDCAサイクルを確立する。
定期的な巡回訪問や電話連絡等により接触頻度を高め、機を逸しない様、適宜個別

事業所に対してそれぞれ有効な施策や支援、市場調査結果、商品の需要動向等の各種

情報を提供し、きめ細かい丁寧な指導を行うことで小規模事業者の売上拡大や利益確

保につながる支援を行う。 
支援体制の強化及び効率化のため、各種施策や支援メニューを提供しやすいように

種類別や指導段階別に整理し、業種業態や経営段階に合わせた情報提供を行う体制を

構築する。また提供方法についても、メール FAX会員を利用する等工夫を図る。 
さらに週 1度の職員による情報交換会（勉強会）を実施し、課題を抱えている小規
模事業者の情報を共有化することで、支援チームを結成し、事業者へのバックアップ

体制を強化する。 
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（2）実施内容 

 ① 巡回訪問によるフォローアップの強化（指針②）【既存事業拡充】 
  これまでも経営革新・補助金等の申請に合わせて策定支援、その後のフォローアッ

プは行っているが、受動的なところが多く指導頻度も不足していたので、上記 3．事
業計画策定支援先の小規模事業者に対して、経営計画策定後 2年間を重点フォローア
ップ期間と定め、定期的な巡回訪問（3カ月に 1回以上）を徹底する。計画の進捗状

況を確認し、計画の実行における課題の早期発見と着実な計画の実行に向け、機を逸

さず支援する体制を整える。 
 
② 支援メニューの整理とパッケージ支援（指針②）【既存事業強化】 
既存の「（※）商工会支援メニュー」（国・県・市等の支援策、融資情報、商談会、

セミナー等各種補助メニューを対象業種や支援内容等の項目）を整理の上、活用し小

規模事業者の支援を引き続き実施する。あわせて今後は、個社のニーズに見合った経

営支援メニューやツールを組合せ、（※）パッケージ支援することで、個社に見合った

伴走型支援を行う。 
以上、商工会に入ってくる様々な機関の経営支援メニューの情報収集し個々の小規

模事業者にタイムリーに情報を届けるため巡回訪問や窓口対応の際に情報提供する。

※商工会支援メニュー・・・①金融・労務・税務に係る経営相談②融資情報や商談会、

セミナー等開催③行政の支援策・補助金（例：小規模事業者持続化補助金・ものづく

り・商業・サービス補助金等） 

※パッケージ支援・・・「商工会支援メニュー」や税務相談、労働保険事務委託といっ

た商工会の支援ツールのほか、商工会が開催する事業、福岡県商工会連合会等と連携

した専門家派遣等の支援を組合せ、一つの支援で終わるのではなく、複数の支援を継

続的に行う。 
 
 ③ 小規模事業者経営発達支援融資制度の活用（指針②）【新規事業】 
経営計画に必要な資金は財務状況や小規模事業者の要望などを考慮した上で、小規

模事業者経営発達支援融資制度を活用する。活用にあたっては㈱日本政策金融公庫福

岡支店と十分な事前調整を行い、事業計画の策定支援及び、融資後のフォローアップ

を継続して行う。また、融資後のフォローアップについては年 3回程度、定期的に訪
問し財務状況について確認及び指導を行う。なお小規模事業者経営発達支援融資制度

の対象外の事業所については、状況に応じて有効なその他融資制度を活用する。 
 
 ④ プレスリリース活用（指針②）【新規事業】 
  小規模事業者は良質な商品やサービスを保有しているにも関わらず、うまく顧客に

情報を伝える手段を保有していないことが多い。 
そこで小規模事業者の利益の確保を目指すため、マスメディアへの情報発信ツール

として「プレス福岡」を活用して新商品や店舗情報等をプレスリリースし、小規模事

業者が苦手とする情報発信の強化を支援する。特に創業支援の場合は支援メニューと

セットとし、新規店舗オープン情報としてプレスリリースの活用を薦める。 
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 ⑤ メール FAX会員の活用（指針②）【新規事業】 
  情報提供ツールとして、情報提供の効率化の観点からメール FAX 会員の登録を促
し、新鮮な情報を適宜提供できる体制を整えると共に接触頻度を高める工夫とする。

（事業計画の実施支援に対する考え方） 
事業計画の策定と同様に業計画策定後の実施支援についても対象となる事業者の創

業からの年数や、経営状況の把握における習熟度を加味し、以下の通り 4区分し、実
施支援に当たる。それに見合った支援メニューを支援し、より具体的な支援を行う。

個々の小規模事業に適した情報提供から、事業計画の策定、フォローアップに繋げて

いくことで、伴走型の支援を行う。 
 
○ 創業期（創業計画策定支援先） 
支援内容：創業資金のあっせん、空き店舗情報の提供、税務・労務等の必要な申

請補助、コンセプトの確立、マーケティングの裏付け、創業補助金の

紹介及び申請支援 
 
  ○ 成長期（事業計画の見直し及び再構築支援先） 
   支援内容：融資あっせん、販売チャネルや経営資源の確認、地域経済動向や需要

動向調査の情報提供、小規模事業者持続化補助金の紹介及び申請支援

    
  ○ 安定期（経営革新計画策定支援先） 
   支援内容：既存の経営資源の見直し、設備や人的投資計画、新規マーケティン 

グ調査、地域の経済動向や需要動向調査の情報提供、ものづくり補 
助金・経営革新申請の紹介及び申請支援 

   
  ○ 第二創業期・衰退期（第二創業計画、事業承継計画策定支援先） 
   支援内容：事業承継支援、第二創業計画、事業再生、福岡県事業引き継ぎセンタ

ーの活用、第二創業補助金の紹介及び申請支援 
 

（事業計画の策定・実施支援により得られる効果） 
動向調査、経営分析等を踏まえ、中長期的な事業計画を策定及び実施支援すること

で、小規模事業者が地域で経営を持続的に行うためのビジネスモデルを再構築するこ

とにつながる。また商工会においても着実な実計画施等を小規模事業者に寄り添って

支援することで、より具体的な経営情報・実施ノウハウを取得することができ、他事

業所への支援能力・体制の強化・整備することにつながる。 

（3）定量目標・項目 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
フォローアップ件数 0 15 36 48 63 75
補助金・助成金申請件数 17 18 18 21 21 24
プレス福岡の活用件数 2 5 10 15 20 25
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5．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
（1）需要動向調査の目標 
  現状、相談内容によって必要がある場合を除き、需要動向調査はほとんど実施して

いない。また調査した場合についても、調査結果をそのまま使用するのみで、かみ砕

いて分析することはなかった。今後は積極的に事業者の支援に活用するために、定期

的に調査し、分析した情報を提供する。 

まずは小規模事業者が販売する商品や提供する役務の市場需要動向に関する情報を

収集、調査、分析し調査分析結果を、仕入れ、生産、投資、資金、販路開拓等の経営

計画策定にフィードバックすることで、小規模事業者の限られた経営資源を需要動向

に合わせて効果的に投下を行い売上・利益の確保に寄与する。 
製造関係の事業所には日経テレコンの POS 情報等で最新の商品トレンドや今後伸
びる市場等、製造に関連する業界情報を提供することで自社商品のマーケティングの

活用を支援する。 
商業関係の事業所にはマーケット全体から自社の取扱商品の分類で何が売れている

かを調査し今後のマーケティングに活用する。 
市場のトレンドをいち早く情報収集し、有用性の高い情報を適宜発信することで市

場動向に合わせた経営戦略を立てることを目標とする。 
 
（2）調査項目 

・ 各分類での売れ筋商品、商品別・メーカー別販売推移 
・ 新規参入しやすい市場・活気あるジャンル 
・ シェア、平均価格の推移 
・ 年齢層・性別から購入者の属性 
・ 地域別店舗情報 
・ 各商品に対する最新レポート 

 
（3）実施内容・手段・活用方法 

① 地域経済分析システム（RESAS）を活用した需要動向調査 （指針③）【新規事業】
「産業マップ」「観光マップ」「人口マップ」「自治体比較マップ」を活用し情報を収集。収集

した中から事業者に必要と思われる情報を取捨選択・分析し迅速に各小規模事業者へ情報

提供する。ケースによっては専門家とともに分析を行う。 

 
※ 地域経済分析システム地域経済分析システム（RESAS～リーサス） 
地域の産業、人口、観光等のデータを可視化する形で整備した情報提供システム 

（提供元：内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局） 
 
② 日経テレコンのシステムを活用した需要動向調査（指針③）【新規事業】 
  日経テレコンの POSEYESを活用して小規模事業者の販売する商品、提供する役務
の需要動向に関する情報を収集し分析する。各商品のトレンドや活気ある市場新製品
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の情報、ターゲットとなる年齢層や性別について、それぞれの事業所に合わせた必要

なデータを調査分析する。ケースによっては専門家とともに分析を行う。 

※ POSEYESは加工食品、酒類、家庭用品など 1650分類、265万商品の売上
情報を集録しており、全てのデータが閲覧・ダウンロード可能。その他ヒッ

ト商品や競合他社の動向に関する最新の新聞・雑誌のニュースも収集できる

ため有用性が高い。 
 

①、②ともに活用方法は調査分析結果から事業者に必要と思われる情報を取捨選択

し、迅速に各小規模事業者へ情報提供する。ケースによっては専門家とともに分析を行う。

調査分析結果を、仕入れ、生産、投資、資金、販売等の経営計画策定にフィードバ

ックすることで、小規模事業者の限られた経営資源を需要動向に合わせて効果的に投

下できるよう活用する。提供方法としては個々の小規模事業者にタイムリーに情報を

届けるため巡回訪問や窓口対応の際に、「メール FAX 会員」サービスを活用し、これ
らの需要動向の他、適時入ってくる経営支援施策情報や商談会・交流会等の情報、動

向調査や経営分析の結果などと合わせ、鮮度の高い情報を組み合わせ、提供すること

で情報の有用性を高める。 
これらのことで他事業所の動向や業界トレンドと対比することで自社及び自社商品

の市場におけるポジショニングを明確にし、有望と思われる市場に限りある経営資源

を効果的に集中して投下することが可能となる。経営分析から事業計画策定の支援に

おける段階で、需要動向調査を実施する事業者をピックアップする。 
 
（4）定量目標 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
需要動向調査件数 0 10 20 30 30 30

 
 
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】 

販路開拓支援【指針④】 
（販路開拓支援に対する考え方） 
商工会の強みであるマスメリットを活かしたマッチング事業を中心に情報を整理

し、効果的に情報発信を行う。合わせて地元の大型店や地域情報誌との連携を図り、

相乗効果を狙う。需要動向調査にて調査分析を行った内容を販路開拓支援に活用する

ことで需要動向に合わせた需要販路拡大を目指し、会員小規模事業者相互の効果的な

情報発信による新たな需要開拓の仕組みづくりを行う。 
 
（支援対象） 
  経営分析【指針①】の結果を踏まえ、支援対象を選定する。 
 
（現状と今後の方針） 
開拓支援事業については商談会、農商工連携、会員事業所紹介など積極的に実施し

ているが、部会等が実施主体であり目的やコンセプト、連携の部分で十分ではない体
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制で実施されていた。 
今後、当商工会の設定した目的、コンセプトに応じ企画・立案を行い、事業展開す

る。事業者の継続的な発展支援を目的として、調査・分析で得られた各情報と事業所

の経験・事業規模・商品/サービス内容を勘案し、下記支援メニューの中から各社に適
した支援施策（段階別の商談会・PR 方法の提案など）をそれぞれに提案し、また地
元の大型店と連携することにより実際にテストマーケティングを行う機会を創出する

などして販路開拓を支援する。 
また、商工会の強みであるマスメリットを活かしたマッチング事業を行うために情

報を整理し、発信を行うとともに会員相互の情報発信の仕組みづくりを行うことで新

たな需要拡大の機会を創出する。 
 
（事業内容） 
①ビジネスマッチングによる販路開拓 
商工会の強みを踏まえ、広域連携により「ビジネス合コン」（※）を開催する。連

携範囲については、初期は近隣市町村、続いて糟屋地区から福岡県内全域へと徐々

に広げ、小規模事業者間のビジネスマッチングを促進させ、販路開拓支援を行う。

また、シリーズで行う経営セミナーのテーマとして想定している商談会出展者向

け「プレゼン力向上セミナー」と連動した企画を予定し、本セミナー受講後の実践

編としてビジネス合コンを位置づけしているため隔年開催を予定。【指針④】 
 
 ※ビジネス合コン・・・平成 23年度から開催している、事業者間のビジネスマッチ

ング促進を目的とした商談会。プレゼン事業者や出展事業者を募り、会場内にブ

ースを設置、来場による商談目的の事業者は自由参加とした。平成 26 年度は福
岡県商工会連合会、近隣の宗像市商工会、福津市商工会と連携し共同開催した。

②地場産品・企業の出店 PRによる販路開拓 
域内で大きな集客力を持つ大型店（サンリブ古賀等）と連携し、催事場で工業製

品や加工商品、農産物といった域内で生産された商品や業種で特化した出展をする

ことにより、地場産品・企業の PR を行い販路開拓や認知度の向上を図る。その後
は下記のとおり段階的な支援を行う。【指針④】 

 
＜段階的支援計画＞ 

1）（福岡県内を販路と想定） 
【例】ふくおか農と商工の自慢の逸品展示商談会 
 

2）（九州圏内を販路と想定） 
【例】九州食の展示商談会・九州の食ⓇEXPO・中小企業テクノフェア in九州・
九州圏内で開催される大規模商談会への出展支援 

 
3）（国内全域を販路と想定） 
【例】東京ギフトショー/FOODEX JAPAN/むらからまちから館/優秀板金製品技
能フェアなど全国規模の商談会等への出展（店）支援 
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4）（アジア圏内を販路と想定） 
【例】Oishii JAPAN/沖縄大交易会などへの出展支援 
※当会の位置するエリアは古くからアジア圏内との交流が盛んであり地理的・物

流的にも有利なことからアジア圏へのローカルフード・ローカルコンテンツの販

路開拓支援を行う。 
 
③ガイドブック作成等による PR及び販路開拓 
商工会員紹介のガイドブックを作成、地域情報誌（Sunday・おるね等）と連携
し会員事業所を掲載するなど、市外へ会員事業所の紹介情報を積極的に配布するこ

とで、需要を呼び込み、企業の認知度の向上を図る。 
まずは、会員認知度の向上及び域外へ域内の事業者の紹介を目的とし、平成 22
年度まで作成していた「一店逸品カタログ」（※）を作成する。 
その評判や上記ⅠやⅡの動向調査や分析結果等を踏まえた上で、業種別での作成

や、ガイドブックを提示することで割引やサービス（飲食店でディナー時にガイド

ブックを提示することでその商品の割引を受けることのできるディナーパスポート

等）が受ける事が出来る等の付加価値をつけるなど工夫を図り、より認知度向上や

域内消費の拡大に等に対して効果の高いものへとブラッシュアップする。【指針④】

 
 ※一店逸品カタログ・・・平成 19年度～22年度の 4年間に渡り、毎年発行した冊
子。商工会員の事業紹介と共に、一押し商品・サービスを PR することで認知度
向上、集客アップを図った。また、スタンプラリーや通販ページを作るなどして

利用頻度を上げる工夫を図った。 
 

④商工会情報発信ツールを活用した販路開拓  
商工会の 1,000 名を超える会員ネットワークを利用し、会員相互の販路拡大及び
連携強化を図るため、会員企業が相互に情報発信できる仕組みをつくる。【指針④】

内容については次のとおり。 

1） 毎月の会員向け定期 DMへの自社チラシ封入の仕組み 
2） 「メール FAX会員」を利用した会員情報発信の仕組み 
 ※小規模事業者が他の事業者へ、例えば、飲食店へ向け、野菜小売店が旬の

野菜や珍しい野菜を仕入れたので取扱しませんか、というような、即発信し

たい情報を「メール FAX会員」の中で対象となる事業者へ発信する。 
 
⑤「プレミアム付商品券」の発行による販路開拓  
市内消費喚起を図るため、福岡県及び古賀市と連携しプレミアム付商品券の発行

を行う。平成 27年度はプレミアム率 20％、発行総額 4億 2千万円（うちリフォー
ム券 6 千万円）を発行し、市外への消費流出防止だけではなく、市外からの消費を
呼び込むきっかけをつくる。効果を高める取り組みとして、通常商品券は二次使用

を可能として、商品券の循環を図る。平成 28年度以降については福岡県及び古賀市
と調整を図った上で発行額その他詳細について決定する。【指針④】 
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 ※プレミアム付商品券・・・平成 21年度から福岡県及び古賀市の協力により、市内
での消費喚起のため毎年発行している古賀市内の取扱加盟店でのみ使用できる商

品券。自宅リフォームのみに使用できるリフォーム券も発行している。 
 
（販路開拓支援により得られる効果） 
商工会のメリットを活用し、ビジネスマッチング支援を図ることで、新たな需要拡

大が期待される。合わせて他の支援機関と連携することで、今後の新たな需要開拓に

とって効果が見込める。またプレミアム付商品券の発行により、地域内の消費喚起及

び資金循環を図り、さらに域外からの消費を呼び込むことで地域商業・サービス業・

建設業の活性化が見込まれる。 

 
 （目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
ビジネス合コン参加 20 0 25 0 30 0
催事回数 未実施 0 1 2 2 3
催事出展者 未実施 0 5 10 10 15
ガイドブック掲載数 未実施 0 100 0 0 50
会員相互 DM封入 未実施 4 6 12 18 24
メールFAX会員への
事業者情報発信 

未実施 0 4 6 12 24

プレミアム付商品券

の発行総額 
220,000
千円 

420,000
千円

未定 未定 未定 未定

 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

○ 地域活性化事業 

（現状と今後の方向性） 

  古賀市の特性のひとつであり、市の総合振興計画にも掲げられている「高い工業力」

を踏まえ、古賀市、市観光協会、工業団地との「古賀市活性化会議」を行い、今後の

地域経済活性化の方向性を検討する。また、検討した地域経済活性化の方向性を踏ま

え、古賀モノづくり博 食の祭典や体験教室など地域の工業力をブランド化し、地域

のにぎわいを創出する。 

 

（事業内容） 

（1）古賀市活性化会議 
古賀市、市観光協会、工業団地との「古賀市活性化会議」を隔月計 6回行う。会

議においては、各団体が持っている情報交換を行い情報の共有を図ると共に、工業

団地を柱に古賀市の特徴である「工業力・ものづくり」を中心とした地域の活性化

による域外からの消費人口の流入及び、資金循環の方向性について検討する。また、

合わせて小規模事業者と工業団地等の大企業との事業等における連携についても道

を探る。 
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（2）「工業力・ものづくり」のブランド化 
現在、市及び工業団地が中心となり開催している「古賀モノづくり博 食の祭典」
と連携し「工業力・ものづくり」の PR、消費拡大を目的とした体験や工場見学事
業を開催する。域内外から約 3万人の来場者があるため市内への資金流入へと繋が
っており、それが小規模事業者へと波及するよう、この機会に販路開拓支援のため

作成したガイドブックを配布し小規模事業者の認知度向上を図り、来場客へのアン

ケートにより小規模事業者に求められている商品やサービスを分析する。 

（地域経済活性化事業により得られる効果） 
古賀市の魅力及び特性を踏まえ地域経済活性化事業を行い、地域のブランド力を強

化することで、地域経済の底上げと市外からの顧客流入、延いては地域商工業の発展

に寄与する。また将来的には魅力と活力のある古賀市を目指して、定住人口増加、そ

して次世代の子どもたちの就業の場としての古賀市づくりに貢献したい。 

（目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
古賀市活性化会議開

催回数 
未実施 6 6 6 6 6

工場見学・体験事業 
出展者数 

5 5 5 8 8 10

体験事業参加者数 96 100 100 160 160 200

 

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 

（1）情報交換における目的 
他の商工会間や支援機関及び外部専門家との積極的な連携によって、需要の動向や

国・県・市等施策の概要・運用に関する情報交換を行うと共に地域小規模事業者の経

営課題及び支援における考え方やノウハウの共有化を図る。 

合わせて支援ニーズの掘り起こしを行い、各団体の理解を深め連携を強化すること

で、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図ることを目的とする。 

 
（2）実施内容 

① 小規模事業者支援会議による情報交換【新規事業】 

地域内の金融機関（4 行：福岡銀行・西日本シティ銀行・遠賀信用金庫・福岡県中
央信用組合）及び日本政策金融公庫・古賀市・福岡県福岡中小企業振興事務所・福岡

県商工会連合会・福岡県中小企業振興センター）を対象とする「小規模事業者支援会

議」を 4か月に 1回開催し、支援ノウハウ等の情報交換を行う。 
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＜具体的な情報交換内容＞ 

・ 参加企業・団体の有する支援メニューの情報交換 

・ 金融支援のための支援ノウハウ（事業再生・再建・再構築に係る経営改善 

計画策定・金融機関の自己査定の仕組）や借入動向（設備・運転資金需要） 

等の情報交換 

・ 鮮度の高い振興施策等（国等の実施する小規模事業者持続化補助金等） 

の情報や地域経済動向（企業進出/撤退等）の情報交換 

・ 他地域での経営支援の成功事例や今後開催される商談会等の情報 

・ ビジネスマッチング・相互交流促進の為の地域の垣根を越えた企業情報の交換 

 

② 小規模事業者個別支援案件に対応するための連携支援【既存事業強化】 

小規模事業者支援会議参加企業・団体と会議等を通しお互いの役割について理解を

深めることで個別の小規模事業者支援の目的やテーマに沿った独自の支援策を検討す

る。上述の企業や団体との情報交換を通し支援策を決定、具体的な支援を行う。 

 

（調味料製造業者の連携支援事例） 

Step1.新商品開発支援（福岡県商工会連合会・福岡県産業デザイン協議会） 
Step2.自社ロゴマーク商標登録申請支援（福岡県中小企業振興センター） 
Step3.新商品販路開拓支援・資金調達（福岡銀行・福岡県商工会連合会） 
 

 ③ 各団体主催のセミナー・勉強会への参画による情報収集・情報交換 

各団体（弁護士会、税理士会、経営コンサルタント、各業種バイヤー、研究者）主

催の経営セミナーや懇談会、勉強会へ参画することで、経営支援ノウハウの情報収集・

情報交換を積極的に行う。 

 

④ 広域指導員会議による情報交換【既存事業強化】 
糟屋地区の 9商工会の経営指導員と福岡県下の商工会の支援情報を持つ福岡県商工
会連合会の専門経営指導員が集まる、粕屋地区広域指導員会議において、情報を交換

する時間を新設し、福岡県下ならびに地域の各商工会の支援ノウハウ、支援の現状、

運営体制、各地区の経営発達支援の状況について情報交換を行う。 

    
＜具体的な情報交換内容＞ 

① 支援体制の強化のための支援体制や仕組みの情報交換 

② 今後の支援に活かすための会員支援の成功事例・危機管理のための失敗事例 

③ 事業者への情報発信のための地域動向の共有 

④ マッチング・相互交流促進のための地域の垣根を越えた会員情報の交換 

⑤ 各地区の経営発達支援計画の取り組み状況 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（個々の資質向上についての取り組み） 

福岡県商工会連合会が主催するマーケティング、農商工連携、地域資源活用、IT活
用、商談能力向上など専門知識を学ぶ研修への積極的な参加に加え、経営指導員等ウ

ェブ研修の受講を経営指導員のみならず、経営支援員も受講することで専門的な知識

を高める。また、中小企業大学校が主催する「支援担当者等研修」に経営指導員が年

間 1回以上参加することで、経営支援能力及びマネジメント能力の向上を図る。その
他、日本政策金融公庫や弁護士会、社労士会、税理士会、中小企業基盤整備機構等、

支援関係機関が主催する勉強会に積極的に参加をすることで、高度な専門的知識を取

得する。 
更に会員への専門家による個別指導、地域外事業所とのビジネスマッチング、県連

合会や他団体が実施する県内外の各種商談会（例：しんきん合同商談会・九州の食

ⓇEXPO）などに職員が帯同することで、実践的な支援能力を向上させる機会とする。
これらの今後の伴走支援を見据えた OJT 研修により情報収集とともに資質向上を

図る。 

 

（組織的な情報共有等による資質向上についての取り組み） 
  職員間での情報共有を図る取り組みとして、指導員会議を隔日実施し、週 1回は経
営支援員を交え情報共有の場を設ける。また福岡県商工会連合会発行の会員支援事例

集「情報定期便」を利用し、情報共有を図ると同時に、収集した情報はクラウドを活

用し職員間で情報共有する。 
更に経営指導員と支援員を 2人 1組でチームを編成し、チームで事業者への経営支
援や情報共有等 OJTによる伴走型の支援能力の向上を図る。また組織的な支援力向上
のため、月 1回の業務別勉強会を実施し、テーマをそれぞれ設定し、担当以外の支援
者の支援能力向上の底上げを図る。 
  

＜職員情報交換の内容（例）＞ 

① 巡回・窓口で対応した事業者の課題やニーズ 
② 支援先の成功事例と課題 
③ 巡回先の商品・サービスの内容及び売れ筋動向 
④ 新規創業情報 
⑤ 各々が収集したその他外部情報（補助金、イベント開催等） 

 

＜勉強会のテーマ（例）＞ 

① 融資相談における各種制度内容及び必要事項 
② 創業相談における支援ツールと注意点 
③ 法人化に係る注意点とその流れ 
④ 小規模企業共済等共済の効果と推進方法 
⑤ 各種補助金の内容及び情報提供の際の注意点 
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（資質向上の意識を高めるための効果的な取り組み） 

伴走支援に必要となる専門知識の取得を推奨し、中小企業診断士、社会保険労務士、

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、ITパスポートなど資格の受験に際
し費用の一部負担制度などの創出を検討する。 

 

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 

   

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 診断士・税理士等の外部有識者 2名と市役所担当課 1名により、事業の実施状況、
成果の評価・見直し案の提示を行う。 

② 「内部監査マニュアル」を作成し、三役会・総務財政委員会において、評価・見
直しの方針を決定する。 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については総代会へ報告し、承認を受ける。 
④ 事業の成果・評価・見直しの結果については古賀市商工会のホームページ
（http://www.koga-cci.org/）で計画期間中公表し、会報にて全会員へ通知する。 

 

（評価の仕組みを高める為の効果的な PDCAサイクル） 
計画（Plan）については、書面に落とし込み、可能な限りマニュアル化を図り職員
の共通認識として定着させる。全職員が同じ方向に向き効率的に支援できる体制をつ

くる。 
実施（Do）については、計画書のとおり進めるとともに、5S を心掛け支援の効率

化を図る。 
点検・評価（Check）に関しては上記の流れで四半期ごとに実施するが、職員間で
もチェック体制を整える。 
処置・改善（Action）についても不定でも改善点があれば計画や体制を見直し、改
善点を集約し書面、マニュアルに落とし込む。さらに効果的な経営発達支援計画の遂

行のため、その他の業務の見直しや組織運営体制の編制も並行して改善計画を立て実

施していく。 
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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 

経営発達支援事業の実施体制に関する事項 

（平成 27年 4月現在）
（１）組織体制 

 

○ 実施体制 

経営指導員 （3名） 
動向調査、各種分析の対象のピックアップから分析、専門家や外部機関との連携、

支援体制の確立、商工会支援メニュー作成・追加修正、各種セミナー相談会の開催

など経営発達支援計画に係る全事業において運営や事業の企画・立案から実施まで

行う。 
 
経営支援員（5名） 
経営指導員の指示のもと、主に会員企業への巡回による情報収集、データ整理、

情報提供、経営革新推進、メール FAX会員募集、空店舗情報収集、ガイドブック作
成支援ほか、計画の実施に関する経営指導員のサポートを行う。 

 
戦略会議（4名） 
事務局長が週に 1度（その週の最後の日）、次週の経営発達支援計画に係る実施状
況の確認を行う。 
 
① 事業の進捗状況の確認と遂行上の課題共有 
② 事業スケジュールの見直し 
③ 今週の行動計画の策定 
④ 重点目標（情報収集をする業種や周知する商談会等）の確認と設定 
 

なお戦略会議で検討した内容に関しては、事務局長が商工会の理事会へ報告し、

経営指導員が経営支援員に周知し組織内で行動目標の共有を行うこととする。 

 

 指示の方法・内容（経営指導員から経営支援員へ） 

週の最初の日に全体ミーティングを行い、戦略会議で設定した重点目標に沿って、

巡回の仕方（業種や提供する情報など）や情報収集する詳細な項目、数値目標を指

示する。 

 

報告の方法・内容（経営支援員から経営指導員へ） 

  日々の報告は、業務日誌に記載し、それを経営指導員が確認することで行う。ま

た、収集した情報や業務の中で小規模事業者からの相談、記帳業務等の中で特に注

意すべき点があった場合は、速やかに経営指導員へ報告する。 

必要に応じて、戦略会議に出席し、詳細な報告を行う。 
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商工会組織機構図（平成 27年 4月現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  古賀市商工会  

〒811-3101 古賀市天神 2-1-10 
   TEL：092-942-4061 FAX：092-942-4062   

HP：http://www.koga-cci.org/  mail：koga@shokokai.ne.jp 
      担当：経営指導員 磯谷・杉原・後藤 

 

事務局長（1名） 

今村 

経営指導員（3名） 

磯谷・杉原・後藤 

経営支援員（5名） 

古賀・内山・酒井・八尋・力丸 

指示 報告 

戦略会議 

商
業
部
会 

工
業
部
会 

建
設
業
部
会 

青
年
部 

女
性
部 

理 

事 

会 
会 長 

副会長（2名）

理 事（23 名）

監 事 (2 名) 
総 代 会 （総代定数 123 名） 

会員総数 1,021 名 

総務・財政委員会

商工振興委員会 

金融審査委員会 

商工会組織機構へ 

状況報告 
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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） 

 27 年度 

(27年4月

以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 900 6,110 2,130 5,220 4,520

 

  

重点分析事業費 

（専門家謝金ほか） 

経営発達相談会開催費 

（専門家謝金ほか） 

経営セミナー開催費 

（専門家謝金ほか） 

ビジネス合コン開催費 

ガイドブック作成費 

会員情報郵送費 

 

 

60 

 

240 

 

240 

 

 

 

360 

 

90

540

240

2,700

2,000

540

90

720

240

1,080

 

120 

 

1,080 

 

240 

 

2,700 

 

1,080 

 

120

1,080

240

2,000

1,080

（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、国補助金、県補助金、市補助金、手数料等収入 

 

（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 

【3．事業計画策定支援に関すること】 

①調査、経営分析先への事業計画策定支援 
・他機関と連携した経営計画策定支援・相談時に経営計画策定を促進 

福岡県商工会連合会・福岡県よろず支援拠点・ミラサポ・中小機構等との連携し、

巡回訪問により掘り起こした事業計画策定を目指す小規模事業者や、「経営発達相

談会」の参加事業者、金融相談・補助金等の申請相談の小規模事業者へ事業計画策

定支援を行う。合わせて策定と並行して利用できる支援メニューについて情報提供

から申請等まで伴走型の支援を行う。 

【6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

②地場産品・企業の出店 PRによる販路開拓（サンリブ古賀との連携） 
域内で大きな集客力を持つ大型店（サンリブ古賀）と連携し、催事場で工業製品

や加工商品、農産物といった域内で生産された商品や業種で特化した出展をするこ

とにより、地場産品・企業の PRを行い販路開拓や認知度の向上を図る。 
 
③ガイドブック作成等による PR及び販路開拓（地域情報誌との連携） 
商工会員紹介のガイドブックを作成、地域情報誌（Sunday・おるね等）と連携

し会員事業所を掲載するなど、市外へ会員事業所の紹介情報を積極的に配布するこ

とで、需要を呼び込み、企業の認知度の向上を図る。 
 
⑤プレミアム付商品券の発行による販路開拓（福岡県、古賀市との連携）  
市内消費喚起を図るため、福岡県及び古賀市と連携しプレミアム付商品券の発行

を行う。福岡県及び古賀市についてはプレミアム分及び事務費の一部の補助をいた

だく他、福岡県については県内の事例などの情報共有を図り、古賀市については市

の政策と合わせた有効な発行方法などについて協議を行う。 

【Ⅱ．地域の活性化に資する取組 ○地域活性化事業】 

（1）古賀市活性化会議 
古賀市、市観光協会、工業団地との「古賀市活性化会議」を計 6回行う。会議の

主たる内容については工業団地を柱に古賀市の工業振興をテーマとして協議を重

ね、今後の古賀市の工業振興及びモノづくり力が生み出す地域活性化の可能性及び

方向性を検討する。 

（2）「工業力・ものづくり」のブランド化（体験・工場見学事業） 
現在、市と観光協会及び工業団地が中心となり開催している古賀モノづくり博食

の祭典と連携し、「工業力・ものづくり」の PR、消費拡大を目的とした体験や工
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場見学事業を開催する。主な実施体制については市・観光協会・工業団地からなる

実行委員会に参入し連携を図る。内容については体験・工場見学先を企業から 5
社程度選定する。実際に商品をつくる体験教室や工場見学を行うことで、保有して

いる技術力や商品、延いては古賀市の魅力を PRする。 

【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み 1．他の支援
機関との連携による情報交換】 

①小規模事業者支援会議による情報交換 
地域内の金融機関（4行：福岡銀行・西日本シティ銀行・遠賀信用金庫・福岡県
中央信用組合）及び日本政策金融公庫、古賀市・福岡県福岡中小企業振興事務所・

福岡県商工会連合会・福岡県中小企業振興センター）を対象とする「小規模事業者

支援協議会」を発足し、支援ノウハウ、支援の現状、連携体制について情報交換を

行う。具体的な情報交換の内容は次のとおり。 

1）金融支援のための支援ノウハウや借入動向等の情報交換 
2）鮮度の高い振興施策等の情報や地域動向の情報交換 
3）他地域での経営支援の成功事例や今後開催される商談会等の情報 
4）マッチング・相互交流促進のための地域の垣根を越えた企業情報の交換 
 

 ②小規模事業者個別支援案件に対応するための連携支援 

   小規模事業者それぞれの目的やテーマに沿った支援について上記支援会議参加企

業や団体と情報交換を行うと共に支援策を決定し、具体的な支援を行う。 

 

連携者及びその役割 

【3．事業計画策定支援に関すること】 

①調査、経営分析先への事業計画策定支援 
他機関と連携した経営計画策定支援・相談時に経営計画策定を促進 
 連携者【福岡県商工会連合会】会長：城戸 津紀雄 

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9番 15号 ☎：092-622-7708 
 ＜役割とその効果＞ 

エキスパートバンク制度を活用し、個別課題に対応した専門家派遣を選定し経営計

画策定の支援を行うことで、専門家の立場で具体的かつ実践的な指導が可能となる。

 
 連携者【福岡県よろず支援拠点】コーディネーター：佐野 賢一郎 

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9番 15号 ☎：092-622-7809 
 ＜役割とその効果＞ 

事業者の課題に応じて、複数の支援機関・専門家がチームを組んでの支援や地域の

支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な支援機関などを紹介

するワンストップサービスの支援が可能となる。 
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 連携者【ミラサポ】中小企業庁の中小企業・小規模事業者の支援サイト  

＜役割とその効果＞ 

専門化派遣による経営計画の課題解決のみならず、コミュニティ機能を利用した情

報収集や、国や公的機関の施策情報の提供が可能となり、幅広い支援につながる。 

 連携者【中小機構 九州本部】九州本部長：齊藤 三 
住所：福岡市博多区祗園町 4番 2号 ☎：092-263-0300 

 ＜役割とその効果＞ 

幅広い分野の専門家を活用し、地域の支援機関と連携しながら、小規模事業者のニ

ーズに応じた様々な支援メニューの提供を行う。 

【6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

②地場産品・企業の出店 PRによる販路開拓（サンリブ古賀との連携） 
連携者【サンリブ古賀】 店長：重村 雅治  

住所：福岡県古賀市天神 2-5-1 ☎：092-943-0088 
 ＜役割とその効果＞ 

域内で高い集客力を持つサンリブ古賀と連携し、催事場で工業製品や加工品、農産

物といった域内で生産された商品や業種に特化した出店を行うことで、域内企業等の

PRが可能となり、波及効果で市外からの顧客流入が期待できるだけでなく、市外へ
の顧客流出防止にもつながる。 

 
③ガイドブック作成等による PR及び販路開拓（地域情報誌との連携） 
連携者【Sunday】㈱毎日メディアサービス福岡デリバリーセンター 川野 三樹雄 

住所：福岡県古賀市谷山 761-5 ☎：092- 943-1100 
・ポスティング型フリーペーパーSunday 
 発行部数：宗像・福津・古賀・新宮 7.1万部 
      福岡東区 11.1万部、福岡都心 12.3万部 

連携者【おるね】㈱アド通信社 西部本社 代表取締役社長 古賀 英一 

住所：福岡県福岡市中央区大名 1-14-45 ☎：092-761-2821 
     ・地域みっちゃく生活情報誌おるね 

      発行部数：各戸配布 2.8万部、無料設置 0.3万部 
 ＜役割とその効果＞ 

域内及びその近隣で無料配布される情報誌に域内事業所の営業情報や新店舗の情

報、その他各種情報を提供することで、需要を呼び込み、事業所等の認知度の向上に

つながる。 
 
⑤プレミアム付商品券の発行による販路開拓（福岡県、古賀市との連携）  
連携者【福岡県】福岡県商工部 中小企業振興課 担当：棟近 奈穂子 

住所：福岡県福岡市博多区東公園 7-7 ☎：092-643-3420 
 ＜役割とその効果＞  

プレミアム付商品券のプレミアム分及び事務費の一部について補助をいただく他、

県内の事例や振興施策等の情報などの情報共有を図る。 
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連携者【古賀市】商工政策課 担当課長：田口 賀徳 

住所：福岡県古賀市駅東 1-1-1 ☎：092-942-1176 
 ＜役割とその効果＞ 

プレミアム付商品券のプレミアム分の一部について補助をいただく他、市広報を利

用して市民への周知を図る。また市の政策と合わせた発行方法などについて協議を行

うことで、効果的な商品券の発行が可能となる。 

【Ⅱ．地域の活性化に資する取組 ○地域活性化事業】 

（1）古賀市活性化会議 
連携者【古賀市】商工政策課 担当課長：田口 賀徳 

住所：福岡県古賀市駅東 1-1-1 ☎：092-942-1176 
 ＜役割とその効果＞ 

金融機関の立場から金融支援のための支援体制や仕組み・借入動向等の情報交換の

工業振興計画や企業誘致計画、市民の声に至るまで、総合的なまちづくりの観点から

意見をもらう。これらのことから古賀市の工業における振興計画とベクトルを共有し

効果的な地域活性化の方向性を見据えることが可能となる。 

連携者【古賀市観光協会】 会長 三輪 朋之 

住所：福岡県古賀市鹿部 468-1 ☎092-940-2300 
 ＜役割とその効果＞ 

古賀市の観光資源活用の観点から、工業団地及び古賀市のものづくり力を古賀市の

観光資源として捉え、有効活用するための意見をもらう。これらのことから観光振興

的な視野からの地域活性化の意見を取り入れることが可能となる。 

連携者【工業団地企業】 ※ 工業団地内企業を中心に 9社程度を予定 
 ＜役割とその効果＞ 

実際の現場で、ものづくりに携わっている工業者の観点からの意見をもらう。現場

の生の声を聞くことで、工業団地の現状把握及び所有している技術等掘り起こしにつ

ながる。 

 

（2）「工業力・ものづくり」のブランド化（体験・工場見学事業） 
連携者【古賀市】商工政策課 ※ 代表者名、住所、電話番号は同上 

 ＜役割とその効果＞ 

市と観光協会が共催している「古賀モノづくり博 食の祭典」と連携する観点から

意見交換を行い、開催に際しての協力体制をとる。これらのことから食の祭典との相

乗効果が期待でき、効果的な事業となる。 

連携者【古賀市観光協会】 ※ 代表者名、住所、電話番号は同上 

 ＜役割とその効果＞ 

市と観光協会が共催している「古賀モノづくり博 食の祭典」と連携する観点から

意見交換を行い、開催に際しての協力体制をとる。これらのことから食の祭典との相

乗効果が期待でき、効果的な事業となる。 
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連携者【工業団地企業】 ※ 工業団地内企業を中心に 5社程度を予定 
 ＜役割とその効果＞ 

古賀市で、ものづくりに携わっている工業者が、実際に商品をつくる体験教室や工

場見学を行うことで、保有している技術力や商品、延いては古賀市の魅力を PRする
ことができる。 

 

◎地域活性化事業により得られる効果 
これらの地域活性化事業を行い、地域のブランド力を強化することで、地域全体の

底上げと合わせて市外からの顧客流入、延いては地域商工業の発展に寄与する。 

【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み  1．他の支
援機関との連携による情報交換】 

①小規模事業者支援会議による情報交換 

②小規模事業者個別支援案件に対応するための連携支援 

連携者【金融機関】 

1） 福岡銀行 古賀支店 担当：支店長 三善 憲二 
  住所：福岡県古賀市天神 1-3-35 ☎：092-943-3361 
2） 西日本シティ銀行 古賀支店 担当：支店長 松尾彰三 
  住所：福岡県古賀市天神 2-6-6 ☎：092-942-3636 
3） 遠賀信用金庫 古賀支店 担当：支店長 徳田克彰  
  住所： 福岡県古賀市天神 4-1-23 ☎：092-942-7171 
4） 福岡県中央信用組合 古賀支店 担当：支店長 岸本 浩 
住所：福岡県古賀市中央 1-1-1 ☎：092-944-1277 

5） 日本政策金融公庫 福岡支店 担当：福岡支店長兼国民生活事業統括 池隅 剛志
住所：福岡市博多区博多駅前 3-21-12 ☎：092-411-9111 

 ＜役割とその効果＞ 

金融支援のための支援ノウハウや借入動向等の情報交換を行うことで、今後の資金

繰りに関する指導や重点支援先の選定、また金融機関と連携したスムーズな金融支援

が可能となる。 

連携者【古賀市】商工政策課 担当課長：田口 賀徳 

住所：福岡県古賀市駅東 1-1-1 ☎：092-942-1176 
 ＜役割とその効果＞ 

振興施策等の情報や地域動向の情報交換を行うことで、市の地域振興や施策に沿っ

た効率的な経営支援と、市へ商工業振興施策の提案をすることが可能となる。 

連携者【福岡県】福岡県福岡中小企業振興事務所 所長：小山 英隆 

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 ☎：092-622-1040 
 ＜役割とその効果＞ 

福岡県の振興施策等の情報や古賀市の現状及び支援企業等の情報交換を行うこと

で、県の施策普及や支援事業所への有効な支援策の提示を図ることが可能となる。 
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連携者【福岡県商工会連合会】会長：城戸 津紀雄 
住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9番 15号 ☎：092-622-7708 

 ＜役割とその効果＞ 

他地域での経営支援の成功事例や古賀市の現状及び支援企業等の情報交換を行う

ことで、地域の垣根を越えた事業間マッチング・相互交流促進等の足がかりとなる。

連携者【福岡県中小企業振興センター】理事長 髙木 郁夫 

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 ☎：092-622-6230 
 ＜役割とその効果＞ 

経営革新情報や各種支援ツール等の情報交換を行うことで、先進的な支援ツールの

活用や、スムーズな経営革新等支援等が可能となる。 

 

◎他の支援機関との連携による情報交換事業により得られる効果 
小規模事業者支援協議会において各種機関と情報交換を行い、連携を強化していくこ

とで、支援の幅が大きく広がるとともに、各種施策の効果的な普及や市外とのマッチン

グ等、充実した伴走支援が可能となる。 

連携体制図等 

【3．事業計画策定支援に関すること】 

①調査、経営分析先への事業計画策定支援 
他機関と連携した経営計画策定支援・相談時に経営計画策定を促進 
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【6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

②地場産品・企業の出店 PRによる販路開拓（サンリブ古賀との連携） 
 

 
 

 

③ガイドブック作成等による PR及び販路開拓（地域情報誌との連携） 
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⑤プレミアム付商品券の発行による販路開拓（福岡県、古賀市との連携）  

 

 
 

【Ⅱ．地域の活性化に資する取組 ○地域活性化事業】 

（1）古賀市活性化会議 
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（2）「工業力・ものづくり」のブランド化（体験・工場見学事業） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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み  1．他の支
援機関との連携による情報交換】 

①小規模事業者支援会議による情報交換 

②小規模事業者個別支援案件に対応するための連携支援 

 

 


