
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
 岡垣町商工会 （法人番号 ）6290805004715 

実施期間 平成２９年 ４月 １日～平成３４年 ３月３１日 

目標 
岡垣町商工会は、小規模事業者支援を通じて中長期的な目標として、「地の恵み・

地の利を活かした活力ある産業を育てます」の実現を目指します。 

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【指針③】 

   ①小規模事業者の動向調査（新規） 

②地域の経済動向調査（新規） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①小規模事業者の経営分析（新規） 

②小規模事業者の経営分析表の活用による支援（新規） 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   ①既存事業者への事業計画策定支援 

（1）既存事業所の事業計画策定支援（拡充） 

（2）事業承継と連携した「事業計画」策定と実施支援（拡充） 

②創業・第二創業者等の事業計画策定支援 

（1）地域金融機関との連携による創業支援（拡充） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①金融制度の活用による事業計画のフォローアップ（新規） 

   ②既存事業所のフォローアップ強化による実施支援（拡充） 

③創業・第二創業等のフォローアップ強化による実施支援（新規） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①消費ニーズ調査（新規） 

②業種別市場の需要動向調査（新規） 

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】 

①販売場所の創出による小規模事業者の販路開拓支援（新規） 

②ネット販売の構築による小規模事業者の販路開拓支援（新規） 

③各種展示会情報の提供と出展支援（拡充） 

Ⅱ．地域経済の活性化に関する取組 

１．地域経済活性化事業 

①おかがき町づくり会議の設立（拡充） 

②中心市街地活性化事業の推進（拡充） 

③岡垣ブランド構築による地域経済活性化事業（拡充） 

④地域イベントによる地域活性化（拡充） 

   ⑤商品券を活用した地域活性化（拡充） 

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のノウハウ等の情報交換に関すること 

   ①地域の経済動向に関する情報収集、分析提供についての情報交換（拡充）

②創業・第二創業についての情報交換（拡充） 

③商工会関連での情報交換（拡充） 

連絡先 

岡垣町商工会 
   ・住 所  〒811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前 9-36 
   ・電 話  093-282-0294 ・ＦＡＸ  093-283-0198 
   ・e-mail    okagaki@shokokai.ne.jp 
      ・ホームページアドレス  http://okagaki-shokokai.com/ 

 



-１- 

 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）岡垣町の現状 

Ⅰ．岡垣町の立地 

１．地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡垣町は北九州市と福岡市の２大政令都市のほぼ中間に位置し、北九州市から福

岡市を結ぶＪＲ鹿児島本線と国道３号線が岡垣町のほぼ中央を横断しており、交通

の便は至便な土地です。それぞれの都市からはＪＲ普通列車で４０分～５０分の位

置にあり、両都市のベットタウンとして人口は増加してきましたが、近年は減少し

ています。町域北部は響灘に面し、１２㎞の松林がつづく三里松原が美しい海岸を

形成しており、三里松原海岸はウミガメが産卵に来ることで、「海がめもかえる町」

としても知られています。 

町の中央部には汐入川が、東部には矢矧川が響灘へ流れ込み、季節になると川の

両岸は、蛍が乱舞し街中の蛍スポットとして町内外からの訪れる人が増えています。

 

Ⅱ．岡垣町の人口の動き 

１．人口世帯の推移 

岡垣町の人口は、直近５年間では３万２千人半ばで安定して推移していますが、

高齢化が急速に進行しており、平成２６年４月１日時点の高齢化率は２９．０％と

なっています。 

年齢別の人口構造では、男女とも６０～６４ 歳の人口が最も多く、さらなる高齢

化の進行が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

北九州市 

人口；９６万人

福岡市 

人口：１４６万人 
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２．人口動態に見る各地の結びつき 

平成２２年の国勢調査による通勤通学地に見る近隣都市との結びつきを見ると、

距離的には大差はないが、北九州市への通勤通学者が福岡市よりも多く、地域的には

北九州地域圏に含まれます。また、昼人口比率が低く、ベットタウン化が進んでいま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．地域産業の現状 

１．一次産業の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

従業地・通学地別に見る近隣市町村との結びつき 

 岡垣町から各地へ 各地から岡垣町へ 

実数 対人口比 実数 対人口比 

北九州市 4,473 13.9% 996 3.1%

福岡市 1,219 3.8% 63 0.2%

宗像市 934 2.9% 579 1.8%

遠賀町 702 2.2% 357 1.1%

宮若市 418 1.3% 40 0.1%

水巻町 372 1.2% 313 1.0%

芦屋町 333 1.0% 187 0.6%

中間市 251 0.8% 169 0.5%

古賀市 201 0.6% 44 0.1%

直方市 170 0.5% 65 0.2%

福津市 143 0.4% 88 0.3%

鞍手町 126 0.4% 69 0.2%

※平成２２年国勢調査 
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①農業 

岡垣町では県内でも温暖な気候に恵まれており、風土を活かした「びわ」やみか

ん、巨峰などの果樹やいちご、キャベツ、トマトなどの野菜、米など多彩な農産物

が生産されています。中でも「高倉びわ」は明治３６年から続く歴史ある産地であ

り、県内一のびわの産地でもあるが、近年生産者の高齢化により産地規模が縮小し

ています。このため、農家の労働軽減と流通改善が求められています。商工会でも

高倉びわの葉を使った「高倉びわ茶」などの特産品づくりを行っています。 

 

②漁業 

岡垣町の漁業は沿岸漁業が中心です。現在、遠賀漁業協同組合波津本所で、その

日の朝に獲れた新鮮な魚を地域住民に販売する「波津海産市」（毎月第２日曜日）を

催していますが、地域住民からは出荷量の安定を求められています。 

また、漁業従事者においても高齢化が進み年々減少しており、現在では、漁船数

３９隻（県内シェア：０．７％）にとどまっており、今後の漁業においても抜本的

な改革が必要とされています。 

 

２．第二次産業の現状 

①製造業 

岡垣町では企業誘致に積極的に取り組んでおり、企業誘致に当たって次の特徴を

挙げています。 
                            ■製造業従業者数、製造品出荷額、事業所数の推移 
■トヨタ九州工場や北九州工場群に近い 

■安い地価で土地を取得できる 

■住環境の整備をすすめ、定住奨励金な 

ど移住希望者へのサポート体制も充実 

している。 

■誘致企業については、岡垣町も優遇制 

度を設けているが企業誘致に繋がって 

いない 
※ふくおかデータウエブ 

今後もこうした企業誘致を積極的に進める計画であり、商工会としても全面的に

協力していきます。 

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22

従業者数(人） 730 692 806 677 801 906 837 678 660 632

製造品出荷額等（億円） 118 114 124 112 115 138 133 101 78 78

事業所数（箇所） 23 23 25 24 25 27 27 26 27 25

 
②建設業 
建設業については、両１００万都市のほぼ中間に位置するという好立地から住宅

地が多く存在するため、建設業数の比率が高くなっています。このため、競争の激
化が発生しており、中には経営が苦しい事業者もあります。 

 
３．第三次産業の現状 
①商業の現状 
岡垣町は人口増加傾向にありながら、中心市街地の空洞化もあり、小売吸引率は

年々減少傾向にあります。よって本町の商業実体は“生き残るか、寂れるか”の岐
路に立っているというのが実情です。 
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②サービス業の現状 

岡垣町の特徴は医療・介護事業所が多いことがあげられます。しかしながら飲食

や宿泊業も少なからず存在しています。 
 
（２）岡垣町の商工業等の現状と課題 

Ⅰ．商工業者数 

項目 人口 商工業者数
小規模事業者数 

会員数 組織率 
 小企業者数

平成 28 年度 ３２，２７５ ６２６ ６０３ ５１７ ４１６ 66.5％

 
業種 

事業所数 
建設業 製造業 卸売業 小売業

飲食店

宿泊業

サービ

ス業 
その他 合 計

総事業所数 144 54 12 137 78 149 52 626

会員企業数 94 35 7 100 46 90 49 421

 

Ⅱ．商工業者の業種別課題 

１．商業・サービス業の課題 

    ①中心市街地の魅力の低下 

岡垣町の中心市街地は、以下のような理由が相互に影響して中心市街地の魅力低

下に繋がっていることが課題です。 

■個店が分散立地している 

       ■個店の魅力が低下している 

       ■広域的な大型店の進出により消費者の流出が見られる 

       ■土地利用を見ると駐車場は増えているが、道路整備の遅れや繋がりの悪さから

良好な駐車場が不足している 

       ■飲食店の不足等や、町民が求める「憩いの空間」は提供されていない 

   

２．建設業・工業の課題 

①公共工事に依存した建設業 

     建設業、特に土木工事を主とした事業者については、一昨年からのアベノミクス

により徐々に回復傾向にあるものの、多くの事業者は未だに公共工事に頼らざるを

得ないことが課題です。 

 

（３）岡垣町商工会の現状と課題 

Ⅰ．岡垣町商工会の現状 

１．商工会の利用状況と希望するサービス 

商工会の利用状況を見ると、実際に利用しているのは「決算や税務申告」「資金調

達のための支援・制度の紹介」です。 

利用したいサービスが実際の利用よりも多いのは「経営改善、経営力強化の相談」

や「補助金・助成金の紹介」、あるいは「ＩＴ化やインターネット活用支援」「人材

（従業員等）育成のための支援」、「販路開拓や流通ルート確保ための支援」「新分野

進出のための支援」などこれまでにない幅広サービスが求められています。 
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   ２．商工会のこれまでの取り組み 

岡垣町商工会は、地域に密着した経済団体として小規模事業者の支援と地域活性

化及び社会一般の福祉の増進に努めてきました。以下に本会が取り組んできた事業

を列挙いたします。 

■平成 ５年 情報化モデル事業 

■平成 ６年 商工会等地域振興支援事業・健康維持増進支援事業 

■平成 ７年 商工会等地域振興実現化事業・地域資源調査事業 

■平成 ８年 地域小売商業振興推進事業・地域特産品等開発推進事業 

■平成 ９年 地域特産品等販路開拓支援事業 

■平成１１年 インターネット活用情報交流事業 

■平成１３年 ソフト発展事業・地域活性化推進事業（商品券発行事業を含む） 

■平成１４年 ソフト発展事業・地域活性化推進事業（商品券発行事業を含む）・

タウンマネージメント設立準備事業 

■平成１５年 地域産業人材育成指導事業・地域密着型創業・経営革新事業・ソフ

ト発展事業（商品券発行事業を含む）・海老津駅前商店街街路灯設

置事業 

■平成１６年～１９年 ソフト発展事業（商品券発行事業を含む）・ＴＭＯ構想推

     進事業 

■平成２０年～２１年 地域活性化等推進事業・ＴＭＯ構想ソフト発展事業（商品

券発行事業を含む）・ＴＭＯ構想 

■平成２２年 地域資源∞全国展開事業・ＴＭＯ構想ソフト発展事業（商品券発行

事業を含む）・ＴＭＯ構想推進事業 

■平成２３年 地域活力新事業全国展開事業・ＴＭＯ構想ソフト発展事業（商品券

発行事業を含む）・ＴＭＯ構想推進事業 

■平成２４年～２５年 商品券販売事業・中心市街地地域活性化事業 

■平成２６年～不況対策推進事業 

 

Ⅱ．岡垣町商工会の課題 

福岡県商工会連合会が平成２４年度に実施した商工会会員実態調査の岡垣町商工会

に対するクロス分析において次のような課題が明らかになりました。 

 

１．小規模事業者の抱えている課題 

現在抱えている経営上の問題では１位が「原材料価格の上昇、コストの増加」で

あり、２位は「販売価格の低下・上昇難」、３位は「同業者や大手企業との競争の激

化」「人材確保難や人件費の高騰」など景気の上昇とそれに伴うコスト高や競争激化

が大きな課題となっています。 

 

２．小規模事業者の情報入手状況 

小規模事業者の事業に関する情報の入手先については「同業者や同業組合」「取引

先・仕入先」がほぼ拮抗しており、事業に関する情報の入手先はほぼ同業界からの

情報に依存しています。 

商工会の職員や広報紙については情報の入手先としては重要視されていません。

事業に関する情報は業界情報だけでなく、補助金や金融情勢など重要な情報も多く

あることから商工会からの情報をもっと重視して貰う必要があり、企業ニーズに合

った情報の発信が求められています。 
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（３）経営発達支援計画の目標 

 

Ⅰ．中長期的な目標  

岡垣町商工会は、小規模事業者支援を通じて中長期的な目標として、「地の恵み・地

の利を活かした活力ある産業を育てます」の実現を目指します。 

 

Ⅱ．基本方針 

目標の達成のために、福岡県、岡垣町、福岡県商工会連合会、地域金融機関やその他

支援機関と連携して取り組みます。特に、岡垣町とは、「おかがきまちづくり会議」を

中心に「中心市街地活性化」、「特産品開発」、「地域イベント」、「商品券発行」の

４つの課題を中心に意識の共有を行います。 

これらの活動を通じ、小規模事業者の経営資源を有効に活用し、円滑にかつ着実な事

業運営を確保するための伴走型経営支援に積極的に取り組むことを基本方針に、以下の

目標達成に向けて取り組みます。 

 

【参  考】 

■「おかがきまちづくり会議」：岡垣町と岡垣町商工会にて、地域

内小規模事業者の動向や中心市街地活性化、特産品開発、地域イベ

ント、商品券発行等の課題を中心に関係者間の意識の共有を図るこ

とを目的とした会議。 

 

Ⅲ．短期的な目標 

１．小規模事業者の経営を支援します。 

    小規模事業者の現状把握のための「動向調査」や「地域の経済動向調査」などによ

り小規模事業者が必要としている事項や直面している事項に関する情報提供やそれ

らの問題点を克服するための事業計画の策定支援を進め、地元企業の経営の安定・強

化のための経営支援を図ります。 

  

   ２．農林水産業と商工業の連携による特産品の開発・販路拡大を進めます。 

    農林水産業と商工業の連携を支援し、市場ニーズにあった岡垣ブランドとなる特産

品の開発を進めます。【特産品開発】 

 

  ３．中心市街地の賑わいをつくり、商業の活性化を図ります。 

    ＪＲ海老津駅周辺を中心とした商業の活性化に向けて、町内外の消費者ニーズをと

らえた商業振興を進めます。 

地域住民などとの連携により、ＪＲ海老津駅周辺の賑わいづくりや空き店舗など

を活用した中心市街地の活性化策を進めます。【中心市街地活性化】、【地域イベ

ント】、【商品券発行】 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援計画の実施期間：平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 
 
（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

    事業者への経済活動の情報提供は、広義な題材に焦点をあてたものに留まり、事業
者にとって有効な情報提供とはなっていません。また、事業者が欲している情報のニ
ーズ等の把握もできていないということが課題となっています。 

 
（目標） 
事業者が必要としている情報のニーズの把握を行い、情報収集と分析によりタイ
ムリーな支援に役立てます。 

 
（事業内容） 

    ①小規模事業者の動向調査（新規） 
【実施時期】 年２回 
【対象企業】 小規模事業者：６０３社 

【調査項目】 
小規模事業者が必要としている金融動向、景気動向、商品動向及び自
社商品・サービスの概要、現在抱えている問題（事業継承等） 

【手  段】 
小規模事業者への調査は、郵送又は巡回アンケートにより６０３社を
行います。 

【活用方法】 

小規模事業者の必要としている情報（業種別、企業規模別の金融動向、
景気動向、商品動向等の掘り起し）の把握行い、有効な情報の入手に
役立てます。また、自社商品・サービスの概要調査により販路開拓に
つなげる支援に本情報を役立てます。また、②地域の経済動向調査の
項目設定に活用します。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

小規模事業者の動向調査 0 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206

 
②地域の経済動向調査（新規） 

【実施時期】 年２回 
【対象企業】 小規模事業者：６０３社 

【調査項目】 
金融動向（貸付件数、貸付金額、設備投資額）、景気動向（売上、客
数、原価）、商品動向（売れ筋商品、ヒット商品） 

【手  段】 
(1）小規模事業者等への調査は、郵送又は巡回アンケート：６０３社
(2）比較対象の全国の調査は、日経テレコン POSEYES、ＲＥＳＡＳ、
Ｊ-Net21 より入手します。 

【活用方法】 

小規模事業者の欲している情報の収集を分析しフィードバックするこ
とにより、小規模事業者の自己研鑽と経営基礎となる情報の活用によ
る経営力のＵＰに役立てます。 
(1）調査結果から、業種別、企業規模別の金融動向、景気動向、商品
動向等の分析結果を全国の動向と比較しながら商工会報・ＨＰで
提供します。 

(2) 小規模事業者の事業計画策定支援等の経営相談時に分析結果を提
供します。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
地域の経済動向調査 0 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206
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【参  考】 

■日経テレコン POSEYES：商品カテゴリー2000 分類（加工食品と家庭
用品）全てのデータが閲覧・ダウンロード可能。また、安心の固定料
金でご利用いただけます。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・雑誌のニュース情報も収集できるコンテンツです。 
■ＲＥＳＡＳ：地域経済分析システム（事業所統計・人口、統計・鉱
工業統計等）「地域経済分析システム」、いわゆる「ビッグデータを活
用した地域経済の見える化システム」です。 
■Ｊ-Net21（中小企業ビジネス支援サイト）：Ｊ-Net21 は中小企業基
盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイトです。公的
機関の支援情報を中心に、経営に関するＱ＆Ａや数多くの企業事例な
どを簡単に調べることができます。全国の中小企業向け施策を毎日配
信する「支援情報ヘッドライン」、「中小企業ニュース」などの最新情
報を配信するサイトです。 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

    小規模事業者への経営分析等は、これまでは未実施であり、売上や経費の増減だけ

を確認する程度に留まっています。現在の指導内容では、小規模事業者が自らの経営

状態を把握することもなく事業を行っており、事業者の自己研鑽や事業向上に役立つ

資料を持つことができていないことが課題となっています。 

 

   （目標） 

    小規模事業者の経営力アップのため、巡回・窓口指導により、ＳＷＯＴ分析やネ

ットde 記帳による各種データ分析等を活用して、小規模事業者の経営状態の把握を

行います。 

 

【参  考】 

■ＳＷＯＴ分析：目標を達成するために、意思決定を必要として組
織や個人のプロジェクトを要因分析し経営資源の最適活用を図る経
営戦略の策定方法の一つ 
■ネット de 記帳：ネット de 記帳は、インターネットを利用したＡ
ＳＰ(※)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
理システムです。 
現在、商工会が行う記帳機械化事業の標準システムとして、ネット
de 記帳は全国３８県で導入され、多数の事業所様の経理データが商
工会において代行処理されています。 

 

（事業内容） 

①小規模事業者の経営分析（新規） 

【実施時期】 年１回 
【対象企業】 小規模事業者：９４社 

【調査項目】 

①ヒト(人）に関する事項 
 ・経営者に関する事項：人柄、信頼性（外部及び内部）、事業運営
における考え方 

 ・従業員に関する事項：教育・訓練方法、定着度、満足度 
②モノ（もの）に関する事項 
 ・取引先の選定方法、取引状況（年数、価格等） 
 ・品揃え、需要度 
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③カネ(金)に関する事項 
 ・安定性に関する指標（「経常収支比率」「売上債権回転率」「仕入
債務回転率」「キャッシュフロー」「借入金依存度」「インタレス
トカバレッジレシオ」） 

 ・収益性に関する指標（「金融費用負担率」「総資本事業利益率
(ROA) 」「総資本経常利益率>(ROI)」） 

【手  段】 
確定申告時に聞き取り及び帳票の確認により「経営分析表」を作成
します。 

【活用方法】 

小規模事業者の①ヒト(人）に関する事項、②モノ（物）に関する事
項、③カネ(金)に関する事項について経営分析を行い、伴走型支援
の資料として活用します。 
また、この過程で発掘した経営上の諸問題については、福岡県、地
域金融機関、商工会連合会等と連携し解決を図る為の資料に活用し
ます。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

経営分析表の作成件数 0 10 30 50 70 94 

 

【参  考】 
■経営分析表：小規模事業者の経営状態を一目で把握できる分析表
で、経営者の人柄、経営に対する姿勢をはじめ、経営状態の数値的な
情報等を含んだもの（経営カルテを充実したもの） 

 

②小規模事業者の経営分析表の活用による支援（新規） 

【実施時期】 年１回 
【対象企業】 小規模事業者：９４社 

【手  段】 
①で作成した「経営分析表」を税理士と連携して経営指導にあたり
ます。 

【活用方法】 

「経営分析表」を小規模事業者の決算内容を統計的に収集・分析し、

小規模事業者の経営実態を把握しその結果をもって面談します。ま

た、面談後は中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムなども

活用して当該企業のＳＷＯＴ分析を行い、強みと弱みを把握し、個

別の経営指導に活用します。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

経営分析表の活用による支援 0 10 30 50 70 94 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

    小規模事業者の事業計画策定と実施に向けた支援は、経営革新、小規模事業者持続

化補助金、ものづくり補助金等の各種認定申請時のみとなっており、必要最小限で

の対応となっています。また、創業者・第二創業者に至っては金融支援や補助金申

請の対応に留まり、実際の経営計画に対応した計画策定となっていないことが課題

となっています。 

 

（目標） 

    既存の小規模事業者については、福岡県と連携を図って推進する「経営支援モデ

ル事業」の活用を軸に事業計画の策定を進めていきます。また、創業・第二創業を目

指す事業者については、「おんが創業支援協議会」と連携を図った「創業塾」、「相談

会」などを活用し事業計画の策定に繋げます。 
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【参  考】 

■経営支援モデル事業：地域内の小規模事業者を対象企業としてピ
ックアップし、「経営支援モデル事業所」とし、事業計画の策定に伴
って以下の方向性にて支援を行う事業 
①売上高５％ＵＰ又は経常利益５％ＵＰを目指す 
②売上高ＵＰのための方法 
③経常利益ＵＰのための方法（売上高ＵＰを目指すか、コスト 
削減で目指すか） 
④事業計画策定の重要性の認識 
■おんが創業支援協議会：岡垣町、芦屋町、遠賀町、水巻町、遠賀
信用金庫、遠賀郡内４町商工会、日本政策金融公庫八幡支店で構成
し創業を予定している者の支援を行う協議会 

 
（事業内容） 

    ①既存事業者への事業計画策定支援 
(1)既存事業所の事業計画策定支援（拡充） 

【実施時期】 セミナー開催（年度当初に１回） 
【対象企業】 小規模事業者 

【手  段】 
事業計画策定セミナーを開催し、事業計画を策定する事業所を参加
者アンケート調査にて掘り起こします。 

【活用方法】 

参加者アンケート調査及び小規模事業者の動向調査、地域の経済動
向調査を活用して事業計画を策定する企業を選定します。 
将来的な計画に繋げるため、経営革新計画や小規模事業者を支援す
る補助金申請を最大限に活用すると伴に、事業者のメリット、デメ
リットを分析しながら、ミラサポ、中小企業診断士と連携を図りな
がら事業者に合った伴走型の支援を行います。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
事業計画策定事業者数 4 6 8 8 8 8 
 

【参  考】 

■ミラサポ： 中小企業・小規模事業者が抱える経営課題が複雑化、
高度化、専門化する中で、相談ニーズにきめ細かく対応できる支援体
制の構築が必要となっています。このことに対応するために、国や公
的機関の支援情報・支援施策をわかりやすく提供するとともに、経営
の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場を提供する支
援ポータルサイトのこと。 

 
（2)事業承継と連携した「事業計画」策定と実施支援（拡充） 

【実施時期】 随時 
【対象企業】 中心市街地及び地域内事業継承を必要とする小規模事業者 

【手  段】 
事業継承に問題を抱えている小規模事業者を小規模事業者の動向調
査より抽出し支援にあたります。 

【活用方法】 

中心市街地活性化事業実施区域において、空店舗や事業継承に問題
を抱えている事業者が存在している為、空き店舗を抱えている事業
所や廃業を考えている店舗に対して事業を継続するための計画策定
ついて、専門家を交えて商工会が積極的に提案し、伴走型の支援を
行います。また、必要に応じて福岡県事業引継ぎ支援センターを活
用します。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
事業継承相談支援件数 0 1 1 2 2 2 
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【参  考】 

■福岡県事業引継ぎ支援センター：中小企業の事業継承を支援する

公的機関で、事業承継問題に取り組む際の、親族に事業を承継するう

えでの課題や、第三者への事業譲渡を通じて事業の引継ぎを行う上で

の課題など、様々な事柄に対処する機関。 

 

②創業・第二創業者等の事業計画策定支援 

（1)地域金融機関との連携による創業時の事業計画策定支援（拡充） 

【実施時期】 年１回 

【対象企業】 創業・第二創業予定者 

【手  段】 おんが創業支援協議会の創業塾を基本に掘り起しを行います。 

【事業内容】 

創業支援には、関係機関一体となった支援が有効である為、ワンス

トップ創業支援体制である「おんが創業支援協議会」（Ｐ１０参照）

の活動に積極的に参加することで、具体性がある事業計画の策定と

創業支援を行います。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

創業・第二創業支援者数 1 2 2 2 2 2 

 
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） 

    小規模事業者の事業計画策定後及び実施に向けた支援は、補助金等の取得・認定が
ゴールとなっている状態です。このため、補助金等が目先の事業遂行のみとなってお
り、今後の事業遂行・事業計画への活用ができていない事が現状であり課題です。ま
た、創業者・第二創業者に至っては、何らコンタクトを取っていない事業者も存在す
ることが課題となっています。 

 
（目標） 

    既存の小規模事業者については、小規模事業者持続化補助金の活用と小規模事業者
経営発達支援融資制度の周知を含め、策定した事業計画の実現に向けたにフォローア
ップを推進します。また、創業・第二創業を目指す事業者については、「おんが創業
支援協議会」と連携を図ったフォローアップを行います。 

 

（事業内容） 

①金融制度の活用による事業計画のフォローアップ（新規） 

【実施時期】 年４回 

【対象企業】 事業計画策定事業者 

【手  段】 事業計画策定事業者への巡回又はＤＭ等で周知を行います。 

【指導内容】 
日本政策金融公庫（国民生活事業）の「小規模事業者経営発達支援
融資制度」について制度の内容や対象者などの広報を行います。ま
た、融資が必要な事業者には、融資実行を目指した支援を行います。

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

小規模事業者経営発達支援

融資制度フォローアップ事

業所数 

4 6 8 8 8 8 
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 ②既存事業所のフォローアップ強化による実施支援（拡充） 

【実施時期】 年４回 

【対象企業】 事業計画策定事業者 

【手  段】 
事業計画策定事業者への巡回及び個別相談会にて事業計画進捗状況

を確認します。 

【指導内容】 

現在行っている広報誌による各種支援策（金融・税務・労働等の情

報）の案内を充実させると共に、定期的な巡回指導により事業計画

の進捗状況確認や事業遂行時での問題点や変更点の抽出を行いま

す。また、対象企業に対し、年１回金融機関や専門家及び外部機関

を伴ったフォローアップを目的とした個別相談会を開催し、その場

で指導・助言を行います。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

既存事業者のフォローアッ

プ支援事業所数 
4 6 8 8 8 8 

 

③創業・第二創業等のフォローアップ強化による実施支援（新規） 

【実施時期】 年４回 

【対象企業】 創業・第二創業開始後の事業計画策定事業者 

【手  段】 事業計画策定事業者への巡回にて事業計画進捗状況を確認します。 

【指導内容】 

創業した小規模事業者に対して積極的に巡回指導を行い進捗状況の

確認や今後の事業遂行時での問題点や変更点の抽出を行います。ま

た、対象企業に対し、年１回金融機関や専門家及び外部機関を伴っ

たフォローアップを目的とした個別相談会を開催し、その場で指

導・助言を行います。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

創業・第二創業等のフォロ

ーアップ支援事業所数 
2 2 2 2 2 2 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

小規模事業者への需要動向等の調査は未実施であり、現在のところ小規模事業者が

自ら必要とする情報を顧客からのクレームや要望による情報に頼るか、インターネッ

ト・新聞・テレビ等からの情報入手が主流である。また、岡垣町内の厚みのある業種

（小売業、飲食店・宿泊業、サービス業：地域内において約７０％を占める業種）に

対応した個別の情報や消費者が欲している情報の入手ができていないことが課題と

なっています。 

 

（目標） 

    今後は、岡垣町内の厚みのある業種（小売業、飲食店・宿泊業、サービス業：地

域内において約７０％を占める業種）に特化した商工会独自の調査（①消費者ニー

ズの動向、②業種別市場の需要動向）を行い、その結果を基に小規模事業者の売上向

上、経営安定に必要な情報（消費者の購買動向・購買意識を把握・分析及び業種特有

の需要動向）を小規模事業者へタイムリーに提供するとともに流行や消費者の動向に

マッチした品揃え等を提案できるようにします。 
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（事業内容） 

①消費ニーズ調査（新規） 

【実施時期】 年 1回 

【対  象】 
一般消費者（町内及び近隣市町村）の小売業、飲食店・宿泊業、サービ
ス業に対する動向調査 

【調査項目】 

①ヒト(人）に関する事項 
 ・買物頻度、場所、お店の選び方 ・従業員の接客対応、満足度 
②モノ（物）に関する事項 
 ・主に購入する物、鮮度、品揃え、需要度 
③カネ(金)に関する事項 
 ・１回の支出額、生活費の割合（食費、飲食費、被服費、遊行費、水
道光熱費） ・商品券の利用度 

【手  段】 

新たな消費に繋げていくために、町内及び郡内、宗像市など町外への消
費の流出を止める為、潜在的な顧客である商品券購入者を対象に消費者
アンケート調査（サンプル数 100 以上を目標）を実施し、潜在的な顧客
のニーズを把握します。 

 

②業種別市場の需要動向調査（新規） 

【実施時期】 年４回（季節ごとの動向をつかむ為４半期に１回） 

【対  象】 
一般消費者（全国的）の小売業、飲食店・宿泊業、サービス業に対する

動向調査 

【調査項目】 

①ヒト(人）に関する事項 
 ・買物の頻度、場所、お店の選び方 
②モノ（物）に関する事項 
 ・主に購入する物、鮮度、注目度、品揃え、需要度 
③カネ(金)に関する事項 
 ・１回の支出額、生活費の割合（食費、飲食費、被服費、遊行費、水
道光熱費） 

【手  段】 日経テレコン POSEYES による一般消費者動向の調査を行います。 

 

【①、②の動

向調査の活用

方法と効果】 

①消費者アンケート調査にて商品券購入者の消費動向調査を継続的に

行い、小売業、飲食店・宿泊業、サービス業に対する潜在的な消費者の

動向を上記の項目別に収集・整理・分析を行います。また、②業種別市

場の需要動向調査にて全国的な小売業、飲食店・宿泊業、サービス業の

季節毎の消費動向をつかむ為、日経テレコン POSEYES により消費動向を

四半期ごとに収集し地域との比較を行い把握します。①、②の動向調査

結果を総合的に判断・考慮した上で、小規模事業者個別の販売計画や品

揃え計画を作成、チラシの配布計画などの基礎的数値情報の参考にする

ほか、最新の流行を予測、先取りを行う資料としての活用を積極的に提

案します。これにより消費者が良好な買物ができる店づくりを行うとと

もに、経費節減・不良在庫減少等にも取組み、売上及び収益ＵＰへと繋

げます。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

消費者アンケート調査数 0 100 100 100 100 100 

日経テレコン POSEYES による調査情報収集 0 4 4 4 4 4 

需要動向調査を踏まえた提案数 0 5 10 20 20 20 
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【参  考】 

■消費者アンケート調査：調査対象を小売業、飲食店・宿泊業、サービ

ス業に特化し、町内及び近隣市町村の潜在的な顧客である商品券利用者

の消費動向や地域内小規模事業者の店づくり、販売方法、価格等に関す

る意見を吸上げる為に行う調査です。 

■日経テレコン POSEYES：加工食品、酒類、家庭用品など 2000 分類、

265 万商品の売上情報を集録。現在の売れ筋商品ランキングの他、簡単

な操作で商品別・メーカー別販売推移などが閲覧可能。「日次」、「週次」、

「月次」ランキングの他、競合他社商品とのシェア分析、市場における

自社商品のポジショニング、地域比較や ABC ランキングなど豊富なデー

タメニューを利用した分析が可能なアイテムです。 

また、400 を超える新聞・専門誌・雑誌・レポートの中から必要な情報

を簡単に検索、収集できます。ヒット商品や競合他社の動向以外にも政

治や市場、経済、社会、技術的動向など世の中全体の動きをとらえた市

場攻略プランの策定に役立つ情報が提供されています。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

    小規模事業者への販路開拓支援は、福岡県、福岡県商工会連合会等が行う商談会、

物産展への出店情報の案内に留まっています。その要因としては、町内事業者におい

て、特産品や自社製品の製造販売等を行う事業者が少ないということも要因です。 

 

（目標） 

    今後は、地域の経済動向調査に関すること【指針③】で行う、小規模事業者の動向

調査や５．需要動向調査の結果を踏まえ、掘り起こした特産品や自社製品等の販売方

法や商談会・展示会の出展支援を行って行きます。 

 

（事業内容） 

①販売場所の創出による小規模事業者の販路開拓支援（新規） 

【実施時期】 年２回 

【対象企業】 小規模事業者 

【手  段】 
町内唯一の特産品・地場産品の販売所との提携により、販路開拓を

行います。 

【実施内容と

効果】 

町内唯一の特産品・地場産品の販売所との提携を行い、地区内の小
規模事業者の特産品・自社製品の販売会・商談会の開催にて新たな
需要の開拓を図り、売上ＵＰを目指します。 
・商業：注目製品の実演販売、食品の試食会、最新家電の展示会 
・サービス業：最新理美容の無料エステ・カット体験 
・建設業：リフォーム相談会、最新住宅設備の展示会 
・製造業：自社製品の展示会 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

販売所出店掘起し企業数 0 4 6 8 8 8 

販売会・商談会による商談成立件数 0 2 4 5 5 5 
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【参  考】 

■町内唯一の特産品・地場産品の販売所： 

小規模事業者が運営を行う「やっぱ～岡垣」

は、岡垣町内及び近隣市町村の農産物・海

産物を中心に、特産品・地場産品を販売し

ている事業所です。また、近年は移動販売

車による「買物難民」への物販販売も行っ

ています。 
【１日の買物客数】平日：800 人、週末：1000 人 

【提携小売業者数】加工業者 120 社、農業者：150 人 
 
②ネット販売の構築による小規模事業者の販路開拓支援（新規） 

【対象企業】 小規模事業者 

【手  段】 「福岡よかもん市場」の活用 

【実施内容と

効果】 

福岡県が実施しているネット販売システム「福岡よかもん市場」を

活用するためのセミナーの開催や巡回指導により積極的に取組み登

録企業を増やします。また、自社ＨＰの開設を積極的に提案しネッ

ト販売の構築を推進することにより、新たな需要の拡大を図ります。

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

「福岡よかもん市場」登録企業数 0 2 3 3 5 5 

新規ネット販売の構築企業数 0 2 3 3 5 5 

 

【参  考】 

■福岡よかもん市場：「よかもん市場」は福岡県の特産品・名産品を

お取り寄せできる、公的機関が運営する通販サイト、地域の特産品・

名産品をはじめ、伝統ある商品など、福岡県の「よかもん(よいもの)」

を生産者自ら紹介しています。 

 
③各種展示会情報の提供と出展支援（拡充） 

【対象企業】 小規模事業者 

【手  段】 

①福岡県、福岡県商工会連合会、福岡県町村会の開催する展示会・

商談会情報を提供します。 

②小規模事業者が展示会・商談会に出展する際に支援を行います。 

【実施内容と

効果】 

上記①に対する事項：北九州市、福岡市や全国の他の地域などで行

われる各種展示会の情報を収集し、連絡会報を通じて提供をします。

上記②に対する事項：小規模事業者が展示会へ出展しようとする際

に、製品や商品・サービスの説明の仕方やパンフレットの作り方、

展示パネルの作成指導・支援を専門家と連携して実効性のあるもの

にするための支援を行います。また、中小企業基盤整備機構や福岡

県中小企業振興センターなどが行う販路開拓支援制度を活用して販

路開拓支援を行い、新たな需要の開拓を目指します。 

【数値目標】 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

各種展示会情報の提供件数（四半期毎） 1 4 4 4 4 4 

展示会への出展指導企業数 0 2 3 4 4 4 

展示会出展による商談成立件数 0 2 3 4 4 4 
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Ⅱ．地域経済の活性化に関する取組 
１．地域経済活性化事業 
（現状と課題） 
①現在、地域における関係者間での意識の共有は、事業ごとに設置している委員会

にて行っており、各委員会間の意識の共有については図られていない為、一貫したイ
メージづくりができていないのが課題です。 

 
②中心市街地活性化事業については、平成６年度より衰退していく中心市街地の活

性化を目標とした取り組みを行ってきましたが、国の法律（中心市街地活性化法、Ｔ
ＭＯ等）の改正などや、地権者・事業者等の危機意識の希薄化によりここ２２年間ま
ったく進んでいない状態です。 
 
③特産品開発については、高倉びわの葉及び種を活用した特産品を開発販売してい

るが、町内で特産品開発に携わる事業者が限られているため、特産品としては幅広く
浸透していないことが課題です。 
 
④地域イベントに関しては本会が実施している「えびつ かぐや灯篭まつり」は近

隣地区のイベントに比べ知名度が低く、地域経済の活性化への貢献度が低いことが現
状です。今後、内容の見直しを行うなど地域の賑わいづくりへ向けての仕組み作りが
求められています。 
 
⑤商品券発行事業については、平成１３年度より独自に実施しており、福岡県、岡

垣町の支援によりプレミアム率１５％（県３％、町１０％、商工会２％）で実施して
います。地域住民からは大変好評ですが、大型店：小規模事業者の使用比率が６：４
であり小規模事業者での商品券使用割合が低くなっていることが課題です。 
 
（目標） 
現在、岡垣町と岡垣町商工会が毎年開催している「行政の懇談会」を「おかがき町

づくり会議」に置き換えて、関係する４つの委員会で地域経済の現状や課題を整理し、
今後の取り組みについての方向性を示します。 
これによって、まちづくりという共有する意識を生み、地域経済の活性化に寄与し、

関係者間の意識の共有を図っていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中心市街地活性化委員会 

・該当小規模事業者 

・権利者 ・岡垣町 

特産品開発委員会 

・小規模事業者・びわ生産者 

・岡垣町・ＪＡ北九びわ部会 

えびつ かぐや灯篭まつり

実行委員会 

・小規模事業者・岡垣町 

・行政区

商品券発行委員会 

・小規模事業者 

・消費者 

おかがきまちづくり会議 
・岡垣町商工会 

・岡垣町 
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（事業内容） 
①おかがき町づくり会議の設立（拡充） 

【対 象 者】 岡垣町商工会、岡垣町 

【実施内容】 

岡垣町と岡垣町商工会とが毎年開催している「行政との懇談会」を
拡充して「おかがきまちづくり会議」とし、地域内小規模事業者の
動向や課題、中心市街地活性化、特産品開発、地域イベント、商品
券発行等の課題を中心に関係者間の意識の共有を図ります。 

 
②中心市街地活性化事業の推進（拡充） 

【対 象 者】 該当小規模事業者、権利者、岡垣町 

【実施内容】 

中心市街地活性化委員会にて、岡垣町と商工会が一体となって取組
む中心市街地活性化事業実施に向けて推進します。また、本事業に
係る小規模事業者の事業計画策定支援や事業承継計画支援、創業支
援を強力に進め、関係者間の意識の共有を図ります。 

 
③岡垣ブランド構築による地域経済活性化事業（拡充） 

【対 象 者】 
小規模事業者、びわ生産者、岡垣町、ＪＡ北九びわ部会、岡垣町観
光協会 

【実施内容】 

特産品開発委員会を設置し、岡垣ブランドの構築と岡垣町の特産品
である高倉びわの新たな活用方法について研究を行い、６次産業化
をさらに推進します。また、これまで行ってきた岡垣町の地域資源
である「高倉びわ」の生産拡大のための新規参入の促進、さらには
生産者を巻き込んだ「びわの葉」・「びわの果実」等を活用した商品
の積極的な新商品の開発と拡販を行い、「岡垣ブランド構築」を目指
します。また、ラジオ・テレビ取材などを受けるための窓口となっ
て積極的にアピールに努めます。※福岡県商工会連合会プレスリリ
ースの活用。 

 

【参  考】 

■高倉びわ：岡垣町では、びわの栽培が開始され 100 年余りが経過し、
果実としての生産は福岡県で第１位を誇ります。(生産高は、ハウス
で 20t ・路地もので 80t) 明治時代に大村永壮が、長崎県の茂木村の
びわ栽培を視察したところ、岡垣町の自然条件が果実を栽培するのに
適していることが分かり、２０本の苗を植えたことが始まりです。 
■高倉びわの葉及び種を活用した特産品： 
岡垣町商工会が、平成２０年より特産品開 
発で取り組んで商品化したもので、現在で 
は、びわの葉を活用した「高倉びわ茶」、「 
まるごとびわ茶“高倉”」、種を活用した「 
びわ香枇（びわコーヒー）」、「びわの種子 
（びわの種の粉末）」などがある。 

 
④地域イベントによる地域活性化（拡充） 

【対 象 者】 
小規模事業者、岡垣町、行政区（海老津区、新海老津区、東海老津
区） 

【実施内容】 

えびつ かぐや灯篭まつり実行委員会を中心に関係者間の意識の共
有を図り、祭りをさらに盛り上げ、地域や商店街への回遊を高める
と共に小規模事業者の出店を促し、消費者ニーズを収集する機会と
すると共に集客力ＵＰの抽選会の実施を通じ、地域での消費拡大と
商品の認知度を高めることで地域経済の活性化を図ります。 
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【参  考】 

■えびつ かぐや灯篭まつり：岡垣町商工会が平成１７年から地域
活性化を目的とした夏のイベントとして開催、本年度で１１回目を数
えた。 
 
 
 
 
 

    
 ⑤商品券を活用した地域活性化（拡充） 

【対 象 者】 福岡県、岡垣町、小規模事業者、行政区、敬老会 

【実施内容】 

小規模事業者、消費者代表を含む「商品券発行委員会」にて小規模

事業者での利用促進を図る方策を企画します。 

小規模事業者での商品券の利用拡大のためのイベント（小規模事業

者のお店だけの特典）・仕掛け等（大型店で使用できない小規模事

業者専用券の配分比率の変更）を実施し小規模事業者での利用率の

ＵＰを図る。また、町外への消費の流出を防ぐ為、商品券の認識を

高める取り組みを行います。 

 

【参  考】 

■プレミアム付商品券：平成１３年度プレミアム１０％・発行額１，

１００万円から始まり、平成２６年度にはプレミアム率１５％の商品

券、通常年１回の発行総額１億１千５００万円の商品券。※平成２８

年度実績：プレミアム率１５％・発行額１億１千５００万円でした。

■商工会商品券：行政が老人や健康家族へ支出するお礼や行政区が敬

老の等に祝い金とするものを町内だけで利用できる商品券として発

行しているものです。（平成 28 年度発行実績：1,800 万円程度） 

 
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のノウハウ等の情報交換に関すること 
（目標） 
定期的な情報交換を行うと共に連携を密に行っていきます。 
 
（事業内容） 
①地域の経済動向に関する情報収集、分析提供についての情報交換（拡充） 

【対 象 者】 岡垣町、地域金融機関、日本政策金融公庫、福岡県 

【頻度及び 

   方法】 

①商工会役員及び町三役・担当課長等との懇談会の実施（１回／

年）：「おかがきまちづくり会議」 

②地域金融機関、岡垣町：町制度融資担当者連絡会議（１回／年） 

③日本政策金融公庫：経営改善貸付連絡協議会（１回／年）、日本政

策公庫及び管内商工会事務局長会議（１回／年） 

④北九州地域中小企業支援協議会（１回／年） 

【狙  い】 

地域の経済動向に関する情報収集、分析提供についての情報交換を

行い経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の為に実施

します。 

上記①に対する事項：岡垣町の取組や考え方（中心市街地活性化事

業計画、特産品開発、後期基本計画、まち・ひと・しごとの創生計
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画）等の摺合せ、今後の行政の取組についての意見交換を実施し、

行政との良好な関係を保つことを狙いとします。 

上記②に対する事項：岡垣町が実施する町制度融資の運用状況や取

扱金融機関での申込状況等の情報交換を行い、小規模事業者の金融

動向を把握することを狙いとします。 

上記③に対する事項：経営改善貸付の運用状況と管内の貸付状況を

把握して近隣管内の小規模事業者の金融動向を把握することを狙い

とします。 

上記④に対する事項：北九州地域内の中小企業・小規模事業者の抱

える経営課題を解決するため、関係機関が緊密な連携により、適切

かつきめ細やかな支援を推進し、もって地域内の中小企業・小規模

事業者の健全な発展に寄与することを狙いとします。 

 
②創業・第二創業についての情報交換（拡充） 

【対 象 者】 岡垣町、地域金融機関、日本政策金融公庫 

【頻度及び 

   方法】 

おんが創業支援協議会運営委員会（２回／年） 

おんが創業支援協議会実行委員会（１回／月） 

【狙  い】 

岡垣町、芦屋町、遠賀町、水巻町、遠賀信用金庫、遠賀郡内４町商

工会、日本政策金融公庫八幡支店で構成し創業を予定している者の

支援を行うおんが創業支援協議会を通じ、地域内及び管内の創業・

第二創業に関する動向・支援状況を把握することを狙いとします。 

 
③商工会関連での情報交換（拡充） 

【対 象 者】 遠賀郡内（管内）商工会 

【頻度及び 

   方法】 

ＯＷＡＣ（遠賀郡内広域体制協議会）（１回／年） 

遠賀郡内商工会職員合同会議（１回／年） 

広域体制協議会担当職員会議（１回／月） 

【狙  い】 

遠賀郡内４町商工会内で発生した小規模事業者に対する共通の諸問

題の解決や講習会の開催、職種ごとにテーマを設定し、各種の課題

や取組みについての相互研修、情報交換を通じ小規模事業者の経営

力アップに繋げることが狙いです。 

 

【参  考】 

■ＯＷＡＣ（遠賀郡内広域体制協議会）：遠賀郡内４町商工会（岡垣

町商工会、芦屋町商工会、水巻町商工会、遠賀町商工会）で構成し、

合同で行うことが有効である事業を遂行することを目的として設立

した協議会。 

 
２．経営指導員等の資質向上に関すること 

（現状と課題） 

職員の資質の向上については、従来職種別に開催される各種研修会や説明会等への

参加を基本に行っていますが、職員が望んでいる又は、不足しているスキルが研修内

容に合っていないこともあり、研修の成果が十分に反映されていないことが課題で

す。 
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■職員別に求められる資質 

   ・経営指導員：小規模事業者の高度化、専門化に伴い、経営指導員に求められる指

導内容も受け身型から提案型へと役割が変りつつあります。そのため、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

できるよう総合性（企業経営全般に関する対応能力）と専門性（特定専門分野に関

する能力）に対応できるよう資質の向上を図ります。 

 

   ・経営支援員：経営指導員の業務をサポートするとともに、専門である税務支援に

従事する上で更なるノウハウの習得、税務支援では経営分析に基づく経営指導、金

融支援では、金融相談に対応できるよう資質の向上を図ります。 

 

（今後の取組み）  

①個々の資質向上についての取組み 

自己研鑽による資質向上を基本に、小規模事業者の支援業務の向上に必要であると

考える資格の取得及び資格維持に積極的に取り組みます。また、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ます。 

 

【参  考】 

■資格取得及び資格維持：経営指導員等Ｗｅｂ研修、各種資格取得

及び維持（税理士、社労士、販売士、ＩＴ系資格、環境系・品質系資

格、ファイナンシャルプランナー、会計ソフトインストラクター等）

 

②研修会参加や職員間の支援ノウハウの共有化についての取組み 

職員間での支援ノウハウ及び情報共有を図る取り組みとして、月１回の三役職員会

議を実施や毎朝朝礼を通じＯＪＴ による情報共有を図ります。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ります。また、業務

内容の見直し・シャッフル等を行い、商工会事業において未従事事業について積極的

に従事を行います。更に、遠賀郡内商工会広域体制協議会（ＯＷＡＣ）の職種別勉強

会を通じ、業務及び小規模事業者が直面している課題等の情報共有を図ります。 

 

【職員間情報交換の内容（例）】 

■巡回・窓口で対応した事業者の課題やニーズ・クレーム 

■支援先の成功・失敗事例と課題 

■小規模事業者の商品・サービスの内容及び売れ筋動向 

■新規開業情報・町内変化情報 

■各々が収集したその他外部情報（研修会、補助金、イベント開催等） 

【職種別勉強会のテーマ（例）】 

■各種融資制度における内容 

■創業相談における支援ツールと注意点 

■労働保険事務に関する注意点 

■小規模企業共済等共済・倒産防止共済の効果と推進方法 

■各種補助金の内容及び情報提供の際の注意点 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（現状と課題） 

    これまで商工会事業の計画的な評価及び見直しは、実施されてなく会員企業の評判

や達成感だけが評価の目安で、事業評価を行っていないことが課題となっています。

 

（今後の取組み） 

今後は、事業評価を行う「外部有識者を含めた委員会」を立ち上げ、事業の計画（P）

⇒ 実施（D） ⇒ 評価（C） ⇒ 改善（A）の管理のサイクルを継続的に繰り返

す仕組みを確立します。そのために、下記の事項について取り組みます。 

 

（事業内容） 

【手段及び 

  実施者】 

①経営発達支援計画検討委員会（２回／年）：商工会、中小企業診断

 士等 

②事業評価等の審議（１回／年）：商工会理事会 

③事業評価等の承認及び公表（１回／年）：商工会総代会 

【実施内容】 

上記①に対する事項：事業の計画、実施方法、評価方法、改善方法

を企画立案する委員会（商工会役職員・中小企業診断士等）を立ち

上げ実施する。評価については、「チェック表」を作成し、すべての

事項において数値化を行います。 

上記②に対する事項：「委員会」から提出された事業計画、実施方

法、評価方法、改善方法について理事会にて審議決定を行います。 

上記③に対する事項：理事会で審議決定した事業計画や事業評価、

改善等について通常総代会での承認及び実績等の報告等を行いま

す。また、外部への公表はＨＰを用い行います。 
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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 

（平成 28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【事務局】 

事務局長 経営指導員 経営支援員 

１ ２ ３ 

 

（２）連絡先 

  岡垣町商工会 

   ・住 所  〒811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前 9-36 

   ・電 話  093-282-0294 

   ・ＦＡＸ  093-283-0198 

   ・e-mail    okagaki@shokokai.ne.jp 

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

 

商工会会員（439） 

青年部（30） 女性部（39） 

総代会 

理事会（20） 

 

総務委員会（10） 

共済推進委員会（20） 

金融審査委員会（4） 

中心市街地活性化委員会（9） 

商品券発行委員会（10） 

監査（2） 

商工振興委員会（4） 

商業部会（111）

工業部会（61） 

建設業部会（98） 

サービス業部会（151）

えびつ かぐや灯篭まつ

り実行委員会（22） 

事務局長（1）

総務係（1） 経営指導係（2） 振興係（2） 

会 長（1）

副会長（2）

理 事（17）

経営発達支援計画 
検討委員会 

※毎月1日に進捗状況等の報告

会を開催（三役・事務局） 

※毎日、進捗状況等の報告を朝

礼にて行う。（事務局） 
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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 万円） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

必要な資金の額 1,484 1,760 1,805 1,855 1,855

 

①小規模事業者経営発達分析事業費 

②小規模事業者事業計画策定支援費 

③特産品販路開拓支援事業費 

④中心市街地活性化推進事業 

⑤イベント事業費 

⑥講習会開催費 

⑦小模事業施策普及費 

⑧商品券発行事業費 

10

10

240

12

230

42

10

1,160

15

20

240

30

230

50

15

1,160

20

30

250

50

230

50

15

1,160

20 

30 

250 

100 

230 

50 

15 

1,160 

20

30

250

100

230

50

15

1,160

 

（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、町補助金、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 

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小規模事業者の動向調査（新規） 
②地域の経済動向調査（新規） 
連携内容：小規模事業者の経済動向調査の実施 
連 携 者：中小企業診断士 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
①小規模事業者の経営分析（新規） 
②小規模事業者の経営分析表の活用による支援（新規） 
連携内容：経営分析結果に基づく専門的な支援 
連 携 者：福岡県、福岡県商工会連合会、中小企業診断士、中小企業基盤整備機
      構、福岡県よろず拠点、税理士 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ①既存事業者への事業計画策定支援 
（1）既存事業所の事業計画策定支援（拡充） 
（2）事業承継と連携した「事業計画」策定と実施支援（拡充） 
連携内容：事業計画策定とフォローアップ支援 
連 携 者：福岡県、岡垣町、福岡県商工会連合会、中小企業診断士、福岡県事業
      引継ぎ支援センター、ミラサポ 
 
②創業・第二創業者等への支援 
（1）地域金融機関との連携による創業支援（拡充） 
連携内容：創業支援 
連 携 者：おんが創業支援協議会（岡垣町、芦屋町、遠賀町、水巻町、遠賀信用

金庫、遠賀郡内４町商工会、日本政策金融公庫八幡支店）、福岡県、福
 岡県商工会連合会 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
①金融制度の活用による事業計画のフォローアップ（新規） 

  ②既存事業所のフォローアップ強化による実施支援（拡充） 
③創業・第二創業等のフォローアップ強化による実施支援（新規） 
連携内容：フォローアップ支援 
連 携 者：福岡県、岡垣町、福岡県商工会連合会、日本政策金融公庫八幡支店、
      中小企業診断士 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
①消費ニーズ調査（新規） 
②業種別市場の需要動向調査（新規） 
連携内容：住民の消費動向 
連 携 者：岡垣町、町民及び近隣市町村の住民 
 
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】 
①販売場所の創出による小規模事業者の販路開拓支援（新規） 
②ネット販売の構築による小規模事業者の販路開拓支援（新規） 
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③各種展示会情報の提供と出展支援（拡充） 
連携内容：販売促進、販売支援 
連 携 者：福岡県、岡垣町、福岡県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、福 

岡県北九州中小企業振興センター、北九州地域中小企業支援協議会、
遠賀・中間・広域連携プロジェクト、筑前玄海地域観光推進協議会、
福岡県町村会 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に関する取組 
１．地域経済活性化事業 

  ①おかがき町づくり会議 
連携内容：地域全体の諸問題の把握・問題解決と今後の方針決定 
連 携 者：岡垣町 

 
②中心市街地活性化事業の推進 
連携内容：中心市街地活性化事業の推進 
連 携 者：岡垣町、中小企業診断士、該当地区事業者・住民 
 

③岡垣ブランド構築による地域経済活性化事業 
連携内容：岡垣ブランドの構築 
連 携 者：岡垣町、ＪＡ北九びわ部会、岡垣町観光協会 
 
④地域ベントによる地域活性化 
連携内容：えびつ かぐや灯篭まつりなど各種祭りの実施 
連 携 者：岡垣町、行政区（海老津区、新海老津区、東海老津区） 
 

  ⑤商品券を活用した地域活性化 
連携内容：プレミアム付商品券及び商工会商品券の販売拡大 
連 携 者：福岡県、岡垣町、行政区、敬老会 
 

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のノウハウ等の情報交換に関すること 
①地域の経済動向に関する情報収集、分析提供についての情報交換（拡充） 
連携内容：情報交換 
連 携 者：岡垣町、地域金融機関、日本政策金融公庫、福岡県 
 
②創業・第二創業についての情報交換（拡充） 
連携内容：情報交換 
連 携 者：岡垣町、芦屋町、遠賀町、水巻町、遠賀信用金庫、遠賀郡内商工会 

日本政策金融公庫八幡支店 
 

③商工会関連での情報交換（拡充） 
連 携 者：ＯＷＡＣ（遠賀郡内広域体制協議会）：遠賀郡内４町商工会、 

 
２．経営指導員等の資質向上に関すること 
  連 携 者：福岡県商工会連合会、福岡県商工会職員協議会、遠賀郡内広域体制 

協議会、全国労働保険事務組合福岡支部 
 

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 
連 携 者：中小企業診断士 
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連携者及びその役割 

   連 携 者：福岡県：知事 小川 洋 
住  所：福岡県福岡市博多区東公園 7-7 ☎：092-643-3420 
役  割：・販路開拓支援、遠賀・中間広域プロジェクト【広域地域振興課】 
     ・商品券による地域活性化支援【中小企業振興課】 
     ・経営支援モデル事業【北九州中小企業振興事務所】 
 
連 携 者：岡垣町：町長 宮内 實生 
住  所：福岡県遠賀郡岡垣町野間１丁目１番１号 ☎093-282-1211 
 役  割：・商工会運営に関する支援 
      ・調査資料の提供 
      ・イベントへの支援 
      ・プレミアム付商品券の発行支援 
      ・特産品開発及び販路開拓の支援 
 
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：・各種支援事業の指導及び助言 
      ・事業計画策定の指導及び助言 
 
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：・専門化派遣による経営計画の課題解決 
 

連 携 者：【金融機関】 
① 福岡銀行 岡垣支店：土屋 裕明 
住所：福岡県遠賀郡岡垣町中央台３丁目１－１１：☎093-283-2121

② 西日本シティ銀行 海老津支店 ：支店長 礒野 雄一 
住所：福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１１－１６：☎093-282-7200

③ 遠賀信用金庫 岡垣支店：支店長 太田 岳彦 
住所：福岡県遠賀郡岡垣町公園通り1-1-16：☎ 093-282-0137 

 ④ 遠賀信用金庫 事業推進部：事業推進部長 島津 正充 
住所：福岡県岡垣町東山田2-3-3：☎ 093-281-1501 

⑤ 日本政策金融公庫 八幡支店：支店長 吉村 伸明 
住所：福岡県北九州市八幡西区黒崎 3-1-7 ｱｰｽｺｰﾄ黒崎駅前BLDG．
    ☎093-641-7715 

役  割：・金融支援のための支援や借入動向等の情報交換 
・創業・第二創業の金融支援 
 

連 携 者：福岡県北九州中小企業振興事務所 ：所長 伊藤 文章 
住  所：北九州市小倉北区城内７番８号  

☎：093-588-1071 
役  割：・福岡県の振興施策等の情報 

・「経営支援モデル事業」を通じての事業計画支援 
 

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：・経済動向の情報収集と分析提供 
     ・事業計画策定時の専門家派遣 
     ・販路開拓に関する情報の提供 
     ・商工会に対する運営支援 
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   連 携 者：福岡県町村会：会長 永原 譲二 
   住  所：福岡県福岡市博多区千代4丁目1番27号 福岡県自治会館7F 

☎：092-651-4284 
   役  割：ふくおか町村フェアを通じての販路開拓支援 
 
連 携 者：北九州地域中小企業支援協議会：幹事長 伊藤 文章 
住  所：北九州市小倉北区城内７番８号  

☎：093-588-1071 
   役  割：・創業支援事業計画の実行支援 

・経営基盤の強化を促進 
・売上向上や収益改善を図るための事業計画の策定、実行の支援 

     ・販路開拓、技術の開発などの支援等 
・新たな事業分野への進出を促進 

     ・更なる成長発展を図るため、経営革新に取り組む中小企業を増やし、
その実行を支援 

     ・海外への展開を支援等 
 

連 携 者：福岡県事業引継ぎ支援センター：統括責任者 奥山 慎次 
   住  所：福岡県福岡市中央区白金１丁目２－１５☎：092-522-7004 
   役  割：・中小企業の事業承継支援 
 

連 携 者：全国労働保険事務組合連合会：会長 堀谷 義明 
   住  所：福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目５－７☎：092-432-7113 
   役  割：・職員の資質向上 

・小規模事業者の労働保険に関する情報の収集 
 

連 携 者：おんが創業支援協議会 会長 波多野 茂丸 
   住  所：福岡県岡垣町東山田2-3-3：☎ 093-281-1501 
   役  割：・官民一体となったワンストップの創業支援 
 
連 携 者：遠賀郡内商工会広域体制協議会：会長 今井 恒夫 

   住  所：福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前９－３６ 水巻町商工会 
 ☎：093-282-0294（平成28年度幹事） 

   役  割：・広域での小規模事業者の支援 
 
連 携 者：ＪＡ北九 びわ部会：部会長 藤村 裕一 

   住  所：福岡県遠賀郡岡垣町糠塚354  ☎：093-282-7440 
   役  割：・特産品開発及び販路開拓における連携 
 
連 携 者：岡垣町観光協会：会長 花田 修 

   住  所：福岡県遠賀郡岡垣町原６７０－３４ ☎:093-281-5050 
   役  割：・特産品の販路開拓連携 
 
連 携 者：（有）エムケイブレーン：代表 槙本 健次 

   住  所：福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１２－８ ☎:092-482-3616 
 役  割：・事業計画の策定 
      ・各種調査事業 
 
連 携 者：竹内会計（税理士法人）：代表社員 竹内 清二 

   住  所：福岡県北九州市若松区白山１丁目９－４ ☎：093-761-4125 
 役  割：・小規模事業者の経営分析 
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経営分析、各種調査、事業

計画策定 

・福岡県商工会連合会 

・中小企業診断士 

・中小企業支援協議会 

・税理士 

創業支援・情報交換 

・おんが創業支援協議会 

・日本政策金融公庫 

・広域体制協議会 

地域活性化、販路開拓、 

・岡垣町 

・福岡県、福岡県町村会 

・福岡県商工会連合会 

専門家派遣、研修会 

・福岡県商工会連合会 

・ミラサポ 

・よろず拠点 

・広域体制協議会 

岡垣町商工会 

経営発達支援計画
検討委員会 

小規模事業者 


