
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

鞍手町商工会 （法人番号 ）3290805005674 

実施期間 平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日  

目標 

既存の事業計画または新たに策定する事業計画に基づく経営の推進や

新たな需要開拓に向けた支援に重点をおき、町内の事業者に対して課題

の解決を図りながら、中・長期的な小規模事業者の売上や利益の確保を

中心とした振興を図る。 
 目標1 小規模事業者の経営力強化 
目標2 地域資源等を活用した地域経済活性化事業の推進・支援 
目標3 関係団体との連携強化 

事業内容 

Ⅰ-1 地域の経済動向調査に関すること 
他団体等の資料の活用及び行政との情報交換等により地域内の小規模

事業者への情報提供と今後の支援に必要なデータベース構築を図る。 
Ⅰ-2 経営状況の分析に関すること 
経営状況分析を要する事業者の発掘と経営状況分析及び事業者ヒアリン

グによる経営ノウハウ等の収集及び分析により、事業計画策定に繋げる。

Ⅰ-3 事業計画策定支援に関すること 
既存事業者の事業計画策定支援と創業者の事業計画策定支援により、小

規模事業者の経営課題を解決する事業計画策定支援を行う。 
Ⅰ-4 事業計画策定後の実施支援に関すること 
フォローアップを当会組織で行い、経営指導員と経営支援員のチーム

で、2ヵ月に一度巡回訪問等で積極的に遂行状況の確認を行う。 
Ⅰ-5 需要動向調査に関すること 
地域内事業を活用した消費者アンケート調査、業界団体等のデータの需

要動向分析、商談会時のバイヤーのヒアリングを実施し、地域の需要動

向調査を行う。 
Ⅰ-6 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
新たな需要を開拓するために商談会等の参加促進と、マッチング支援、

ネット活用支援を行い、新規取引先増加を目指す。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
地区内の地域資源を活用できる事業者を掘り起こし、「くらてまちづくり 
協議会」等の連携により商品開発及び販路開拓支援を中・長期的に行う。

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 
 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、研修等をとお

した経営指導員等の資質向上、事業評価委員会による年 1回の評価・見直し

連絡先 

鞍手町商工会 
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 2768 
TEL 0949-42-0357  FAX 0949-42-4468 
E-mail：kurate@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．鞍手町の概要 

 

鞍手町は福岡県の北部に位置し、100 万都市で
ある福岡市と北九州市のほぼ中間に位置する。 

 
人口は高齢化に加え、若年層の流出が進み、平

成 27 年 10 月末現在で 16,713 人（速報値）とな
り、ここ10年で2,000人近くの人口減となるなど、
過疎化の進行はここに来てより加速している。 

 
鞍手町では主に農業を中心として時を重ねる

中、江戸時代中期からは石炭産業が芽生え、以降

近代にいたるまで鞍手町を支え、発展させる原動

力となってきた。しかし、昭和三十年代後半、高

度経済成長期に石炭から石油へエネルギーの転換

政策が進行。炭鉱の閉山が余儀なくされ、町も大

きな打撃を受けた。 
炭鉱の閉山後は、積極的な企業誘致に努め、これまでの約 50年間に 60社以上の優良
企業を誘致。地域経済の発展を遂げてきた。 
 

 
 

 

 

 

市町村別人口減少率【福岡県】 

  （平成 22 年国勢調査） 

順

位
市町村名 減少率（％） 

１ 東峰村 －11.50％ 

２ 川崎町 －9.15％ 
３ 添田町 －7.60％ 

４ 嘉麻市 －7.23％ 
５ 小竹町 －7.00％ 

６ 築上町 －6.17％ 

７ 鞍手町 －6.09％ 
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年次 
人口（人） 世帯数（世帯） 

総数 男 女 増減率 世帯数 増減率 

昭和 30 年 30,794 15,316 15,478 - 6,205 - 

昭和 35 年 28,714 14,019 14,695 -6.8% 6,256 0.8%

昭和 40 年 20,085 9,500 10,585 -30.1% 4,971 -20.5%

昭和 45 年 18,266 8,515 9,751 -9.1% 4,998 0.5%

昭和 50 年 18,045 8,492 9,553 -1.2% 5,219 4.4%

昭和 55 年 19,079 8,959 10,120 5.7% 5,718 9.6%

昭和 60 年 20,540 9,660 10,880 7.7% 6,174 8.0%

平成 2 年 20,332 9,508 10,824 -1.0% 6,338 2.7%

平成 7 年 20,248 9,571 10,677 -0.4% 6,531 3.0%

平成 12 年 19,266 9,043 10,223 -4.8% 6,678 2.3%

平成 17 年 18,205 8,541 9,664 -5.5% 6,643 -0.5%

平成 22 年 17,095 - - -6.09% 6,510 -2.05%

（平成 22 年国勢調査より） 

 

 一方で、町内人口は炭鉱の閉山から昭和 30 年より減少を始め、企業誘致等の取り組
みにより、昭和 55 年から平成初頭までは一旦増加に転じたものの、その後再び減少と
なり、現在に至っている。 
 人口減少率は平成 22 年国勢調査では、福岡県内で７番目に高く、人口減少の歯止め
がかかっていない状況である。 

 

市町村別 2010 年～2040 年 

20～39 歳女性人口減少率【福岡県】 

           （国立社会保障・人権問題研究所報告による） 

 

順

位 
市町村名

2010年 
20～39歳女性
（人） 

2040年 
20～39歳女性
（人） 

若年女性人口 
変化率 

（2010→2040） 
１ 鞍手町 1,676 534 －68.1％ 
２ 川崎町 1,895 609 －67.9％ 
３ 小竹町  854 305 －64.3％ 
４ 東峰村  149  55 －63.3％ 
５ 嘉麻市 4,148 1,612 －61.1％ 
６ みやこ町 1,921  760 －60.4％ 
７ 水巻町 3,403 1,361 －60.0％ 
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 国立社会保障・人権問題研究所報告によれば、2040年には鞍手町の人口は 10,293人
となり、2015年現在と比較し 6,420人（報告では 5,685人）減少する数字となっている。
特に深刻なのが、20～39歳女性人口減少率が 2040年には 2010年と比較して、68.1％
と、福岡県で最も高いと予測されていることである。 
 若い女性が少ないということは必然的に子供も少なくなるということでもあり、「消

滅地域」という危機感が当会や町行政は勿論のこと、住民にも大きな衝撃と深い影を落

としている。 
 一方で、こうした厳しい調査結果により、早急に対策を打たなければならないという

危機感が高まり、町全体で取り組もうという意識が芽生えてきたことは、不幸中の幸い

というべきであり、当会もこうした背景を踏まえ、事業所支援を展開しなければならな

い。 
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２．鞍手町の地域産業の現状 

 

（１）業種別の現状と課題 

 

①農業 

 

鞍手町は、主に農業を中心として時を重ねる中、江戸時代中期からは石炭産業が芽

生え、以降近代にいたるまで鞍手町を支え、発展させる原動力となってきた。しかし、

昭和三十年代になると、高度経済成長期に石炭から石油へエネルギーの転換政策が進

行。炭鉱の閉山が余儀なくされ、町も大きな打撃を受けた。 

炭鉱の閉山後は、農業振興策としてぶどう（主に巨峰）の生産支援を農協と連携し

て行い、現在では福岡県北部地区では有数の生産地にまで成長するに至っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の図を見ると、ぶどうの生産においては、結果樹面積が約 48ha のうち 44ha
を占めて（約 92％）おり、売上において耕種計では 113千万円のうち、22千万円（う
ちぶどうは約 20千万円と推測）となっており、農業全体の約 18％のウエートを占め
ている。 

 
②製造業 

 

鞍手町の産業振興策としては、積極的な企業誘致に努め、これまでの約 50 年間に
60社以上の優良企業を誘致。地域経済の発展を遂げてきた。 

 
（主な進出企業（進出年次）） 
タカラスタンダード㈱福岡工場（昭和 44年） 
大和ハウス工業㈱福岡工場（昭和 47年） 
ミサワテクノ福岡工場（現、テクノエフアンドシー㈱：昭和 50年） 
 

■ 果樹 

（平成 18 年産作況調査（果樹））

  
結果樹

面積  
収穫量 

りんご … …

ぶどう 44 ha 366 t

日本なし - -

西洋なし … …

すもも 0 ha 0 t

うめ 1 ha 4 t

びわ … …

かき 2 ha 6 t

キウイフルーツ 0 ha 1 t

■ 農業産出額 

（平成 18 年生産農業所得統計） 

合計 137 千万円(0.6%)

 耕種計 113 千万円(0.7%)

  米 46 千万円(1.3%)

  麦類 15 千万円(1.3%)

  雑穀 -

  豆類 3 千万円(1.4%)

  いも類 1 千万円(1.1%)

  野菜 23 千万円(0.4%)

  果実 22 千万円(1.0%)

  花き 3 千万円(0.1%)

  その他 0 千万円

 畜産計 25 千万円(0.7%)
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上記の積極的な企業誘致の他、隣町の宮若市において、平成 3年にトヨタ自動車九
州㈱が誘致されたこともあり、当町においては二次産業関連の下請けの小規模事業者

が多く、地域経済を支えてきた。 
結果、二次産業の比率においては福岡県では苅田町、吉富町に次いで第 3位を誇り、
ものづくり産業の町として隆盛を極めており、中でも半導体関係や金型加工が盛んで

ある。（福岡県勢要覧より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経済産業省工業統計より）

  経済産業省工業統計によれば、上記の鞍手町の製造品出荷額をみると、1980年（昭
和 55年）では 43,802百万円に対し、最も出荷額の大きかった 2000年（平成 12年）
には 103,590 百万円に達し、2012年（平成 24年）では 70,160 百万円と減少傾向に
ある。 
  理由としては様々な要素があるが、大和ハウス工業㈱福岡工場等の誘致企業によ

り、出荷額はある程度維持をしてきたものの、不況もあり特に個人住宅の伸びが停滞

していることや、新たな企業誘致等が行えていないこと等が減少している理由として

挙げられる。 

 

③商業（小売・サービス業） 

 

  鞍手町は商業が製造業ほど盛んではなく、加えて近年は近隣地区に大型商業施設が

できたことから、町内の消費者は町外での購入が進み、大型店のない鞍手町では購入
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が減少する傾向が見られる。 

  また、高齢者層が多く存在するのも特徴であり、こうした高齢者層に寄り添うよう

な販売展開の必要性は重要であり、地域に密着した小売業やサービス業の取組みを促

進させる必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （経済産業省工業統計より） 

 

鞍手町の商業年間商品販売額は 1981年（昭和 56年）では 10,546百万円に対し、
最も出荷額の大きかった 2001年（平成 13年）には 18,135百万円に達し、2011年（平
成 23年）では 11,961百万円と減少し、34年前の水準に近づきつつある。 
 

④その他の業種 

  

  鞍手町は上述の通り、炭鉱産業で発展してきたが、炭鉱産業衰退後に昭和 27 年に
制定された臨時石炭鉱害復旧法により、それに伴う鉱害復旧工事で建設業が大幅に増

加した。平成 12 年 3 月をもって臨時石炭鉱害復旧法が廃止されて以降は公共工事が
激減し、建設業は不振となり、その他の飲食業等も付随するように売上減少が顕著と

なっている。加えて、平成 20 年にアメリカのサブプライムローン問題に端を発した
いわゆる「リーマン・ショック」において、一連の不振に拍車をかけた。 

 
下図の鞍手町商工業者においても、平成 26年度と平成 27年度を比較し、23件の事
業所が廃業等で減少しており、近年その減少数は増加の一途を辿っている。 
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鞍手町の小規模事業者数は、平成 26年度では 399件、平成 27年度では 374件と、
平成 26年度と平成 27年度を比較すると 25件の事業所が廃業等で減少している。 
それでも商工業者数での小規模事業者の占める割合は、平成 26年度では 79％、平
成 27年度では 77％と、約 8割を占めている。 
 
 鞍手町商工業者数（平成 26年福岡県商工会実態調査） 

業 種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 計 

商工業者数 84 78 27 115 60 65 77 506 

小規模事業

者数 
70 58 16 96 52 50 57 399 

 
 鞍手町商工業者数（平成 27年福岡県商工会実態調査） 

業 種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 計 

商工業者数 81 76 25 108 58 63 72 483 

小規模事業

者数 
67 56 14 88 49 48 52 374 

 

（２）商工会の現状と課題 

 

①小規模事業者の課題 

 （低迷する経営の課題） 

商工会の税務相談機関である「税務相談所」の会員約 8 割近くの小規模事業者
が特前所得（営業利益）400 万円以下であり、磐石な経営体質を有しているとは
言い難い。また町内の事業者毎年延べ 700 件の事業所の巡回訪問を行う中で、平
成 20年の「リーマン・ショック」以降、小規模事業者の多くは経営状況を悪化さ
せ、今もなお回復の見込みがない企業が多く存在している。こうした事業者に対

し、不振を脱却し、利益を上げることのできる企業となるための支援を行う必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鞍手町商工会「税務相談所」事業者 特前所得について（Ｈ26） 

特前所得（単位：円）  事業者数 割合(％) 

△2,000,000  ～ △1,000,001   4   4％ 
△1,000,000    ～     △1   8   8％ 
     0  ～  1,000,000 17 18％ 

1,000,001  ～  2,000,000 18 19％ 
2,000,001  ～  3,000,000 10 10％ 
3,000,001  ～  4,000,000 15 16％ 

4,000,001  ～  5,000,000   8   8％ 
5,000,001  ～ 16 17％ 

      合  計  96 100％ 
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 （新規顧客及び販路の課題） 

地区内における消費顧客が固定化（高齢化）していることから、特に小売業及

びサービス業においては、人口減少による顧客減と他地域に流れる購入層を新規

顧客の獲得を行う必要がある。加えて、従来の顧客（高齢化した顧客）にマッチ

した販売方法確立の支援も並行して行わなければならない。 
また、地区内主要産業である製造業が自社の持つ技術を広く PR しておらず、
認知度が低く、販路の開拓もうまく行えていないことからも課題である。 

 
（創業及び事業承継が難しい地域環境の課題） 

鞍手町は高齢化が進み限界集落化しつつあり、若年者が都市圏へ流出し、人口

減の要因により、創業することのリスクが大きいと考えられ、起業がリスクに見

合ったリターンを得るのは難しく、創業し難い環境となっている。 
また、地区内の小規模事業者全体ではあるが、後継者不足・高齢による廃業が

多く、事業承継による世代交代がスムーズに行われていないのが現状である。 
こうした環境を脱却するためには、町との連携により創業及び事業承継しやす

い環境づくりとその支援が求められる。 
 

②当会の課題 

 当会においては、巡回訪問を積極的に図り、事業者が抱える経営課題を抽出するよ

うに取り組み、窓口相談においては、税務・労務を中心に事業者支援を行ってきた。

 以下に当会の現状の課題を列挙する。 

 

 （事業者支援方法の課題） 

○事業者支援は広く浅くというスタンスで、個者毎に事業分析し、新たな事業計画

を策定することは経営革新や各種補助金申請時、金融相談等に限られ、当会から

積極的に呼びかけるよりも事業者の要望によって支援するという課題がある。 

○窓口相談において、税務・労務を中心に事業者支援を行ってきたが、その対応に

のみになってしまい、その先にある課題を抽出し解決を行うという支援を図って

いなかった。 

 

 （各種調査のデータ整備及び活用方法の課題） 

  ○地域経済動向調査について、直接事業者に対してヒアリングを行う際に景気動向

の貴重な情報となるが、経営支援時における基礎資料として活用していないのが

現状である。商工会全体の資料として情報を共有し、事業者が活用できるものに

整理して支援に活用するようにすることが課題である。 

 

 （商工会内部の情報共有の課題） 

○職員間の情報共有がなされておらず、職員個人が情報を有し、組織全体として把

握・活用するといった仕組みがなかった。 

○事業者情報を具体的なデータベースとして保有していなかった。このため、職員

の異動等による入れ替えの際に事業者情報の引継ぎが不徹底で、支援内容の統一

性が確保できていなかった。 
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○他商工会及び外部団体からの情報も職員間で共有されておらず、有益な情報を事

業者に提供できていなかった。 

 

３．中・長期的な振興の在り方 

 

《鞍手町の中・長期的な振興の考え方》 

  鞍手町の第 4次総合計画は、平成 28年度～平成 36年度が計画の実施期間となるが、
町の分析する課題も当会が分析する課題と同様の認識である。 
併せて、鞍手町の第 5次総合計画では商工業施策として以下が示されている。 
 
（鞍手町の第 5次総合計画での商工業施策） 
○町と商工会が連携した小規模事業者支援 
○米やぶどう、いちごなどの農作物・畜産業の振興事業及び全国に発信できるブ

ランドの構築事業 
 ○創業支援塾等による創業支援事業 
 ○地域資源を活用した観光開発事業 
 
鞍手町の第 5次総合計画では「企業の元気は、まちの元気」を最終目標とし、商工
会と連携した事業者支援を中心に商工業施策に取り組む内容となっている。 

 
《当会の中・長期的な振興の方針》 

上述の町の総合計画を踏まえつつ、鞍手町の商工業活性化を図る支援事業を構築・

展開する仕組みを明確にし、中・長期的に取り組むための振興の方針を定める。 
 

（具体的な振興の方針） 

①個社の既存の事業計画及び新たに策定する事業計画に基づく経営の推進。 
 
②新たな需要開拓に向けた支援に重点をおき、町内の事業者に対して課題の解決を

図りながら、小規模事業者の売上や利益の確保を中心とした振興を図る。 
 
③創業者支援としての創業塾「くらて起業塾」の開催及び後継者不在及び高齢の経

営者と創業者支援とのマッチングによる事業承継支援を行う。 
 
④町行政及び地域の関係団体との連携を深め、小規模事業者による地域資源を活用

した商品開発支援を行う。 
 

  以上、4つの振興方針の基に、以下の本事業の支援目標を定めて、取り組んでいく。
 

４．本事業の目標 

 

《本事業における当会の基本方針》 

前述の中長期的な方針を踏まえ、本事業における当会の基本方針を定める。 
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これまでの従来型経営改善普及事業いわゆる金融、税務、労務の指導に加え、巡回

訪問を軸とした提案型の積極的な支援を同時に行うことで、小規模事業者支援の販路

開拓、新商品開発に協力することで事業者の売上の安定・発展に寄与することを方針

として、個別の施策を実施する。 

 また、本事業の目標達成のため、人的及び物的資源を現時点で高いあるいは限定的

ながらも潜在能力を有する小規模事業者を当会独自の「重点支援対象事業者」として、

後述のとおりに定め、事業を推進していくことも併せて本事業における当会の基本方

針とする。 

 

《本事業における重点支援対象事業者》 

  ○地域資源を活用できる小規模事業者 

…主に小売業、飲食業、製造業（食品加工） 

  ○独自のノウハウを有するが後継者不在及び高齢である小規模事業者 

     …主に小売業、サービス業、飲食業 

  ○新たな販路を求める小規模事業者 

     …主に小売業、サービス業、飲食業、製造業（食品加工） 

 

  （選定理由） 

    当会の中長期的な目標に掲げた、町の総合計画を踏まえつつ、他地域の人が鞍

手町を訪れる仕組みを中・長期的に取り組んでいくためには、重点支援対象事業

者を独自に選定することで、支援目標及び支援効果を明確化することができ、目

標達成に向けた取り組みの精度を上げることができる。 

 

  以上の重点支援対象事業者を軸として、地域全体の活性化に取り組むべく、後述の

支援目標を遂行していく。 

 

《本事業における支援目標》 

目標１ 小規模事業者の経営力強化 

 ①利益確保のための支援 

  短期的な目標として、多くの小規模事業者が経営基盤に不安を抱えていることか

ら、巡回及び窓口相談により実態把握を行い、経営計画策定への意識啓発を図り、事

業計画策定支援を実施し、各支援機関と連携して小規模事業者に沿った伴走型の指

導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図ることを目指す。 

中・長期的な目標として、事業計画を策定した小規模事業者に対し、2 ヵ月に一度
フォローアップを行うため、巡回訪問にて状況を把握し、支援サイクルが継続するよ

うに取り組む。 

 

②後継者不在及び高齢の経営者に対する支援 

短期な目標として、小規模事業者への巡回、窓口相談において、ノウハウがあるに

もかかわらず、後継者不在または事業計画を持たない事業所に対し、積極的に事業計

画を策定し、今後 5年の方向性を見出す支援を行うとともに、後継者不在の事業所で
親族以外での事業承継を行いたい事業所に関しては、新規創業支援事業において、行



１１ 
 

政、地域金融機関等と連携し、女性、若者等の新たな創業予定者とのマッチングを行

い事業承継等の推進を図る。 

中・長期的な目標として、中期の事業計画を策定した小規模事業者に対し、その後

の結果と取り組みを踏まえ、次の事業計画を策定するなどの支援サイクルを継続して

いくことで、安定的な経営の確保を図っていく。 

 

 ③販路開拓の支援 

  短期的な目標として、地区内における消費顧客が高齢化に加え、固定化しているこ

とから、新規顧客獲得のため、現役世代（20 代から 50 代）を顧客にできるような支

援を展開する。具体的には地域の消費動向とニーズを収集・分析を行い、それに基づ

き方向性を定め、事業計画策定支援を実施し、小規模事業者に沿った伴走型の指導・

助言を行い、販路開拓及び支援を円滑に推進することで、小規模事業者の持続的発展

を図ることを目指す。 

  中・長期的な目標として、事業計画を策定した小規模事業者に対し、２ヵ月に一度

フォローアップを行うため、巡回訪問にて経営状況及び販路開拓等の状況を把握し、

それぞれの連携者と共にサポートしながら、支援サイクルが継続するように取り組

む。 

 

目標２ 地域資源等を活用した地域経済活性化事業の推進・支援 

短期的な目標として、地区内の地域資源であるぶどう等の加工品等が現在鞍手町に

有しないことから、今後こうした加工品等開発を行いたいとする事業者を掘り起こし、

併せて事業計画の策定支援と、加えて加工品等開発支援と販路開拓支援を行う。 

中・長期的な目標として、こうした取り組みは 10 年程度の長期にわたり継続して行

っていかなければ地域ブランドとして根付かないことから、広く他地区に認知される

ように行政及び他の機関と連携し、製品開発と販路開拓を拡大させるように支援を行

う。 

 

目標３ 関係団体との連携強化 

短期的な目標として、鞍手町、地域金融機関等との定期的な情報交換を行う機会を

設け、情報・支援の共有化を図るように取り組む。また、関係機関と連携し講習会等

の事業を実施することで、小規模事業者への支援が円滑に行えるように、支援事業の

環境整備を図る。 

中・長期的な目標として、鞍手町、福岡県等の関係機関と一体となり、鞍手町の商

工業活性化を図るよう、支援事業を構築・展開していく。また、連携した事業により、

支援機関の強みを発揮し役割に応じた最適な支援を行い、小規模事業者の収益力・経

営力強化に取り組む。 

 

 上記 3つの支援目標を達成する為に、実施内容を計画して小規模事業者支援事業の遂
行を図る。 

 また、支援目標の遂行を確認するため、鞍手町商工会「経営発達支援計画事業評価委

員会」を設置し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を併せて行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 （平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日） 
 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

《現状と課題》 

現状、地域経済動向については、福岡県商工会連合会（以下、県連）より景気・金

融・雇用動向調査（※）、小規模企業景気動向調査（※）、中小企業景況調査（※）の

際に、直接事業者に対してヒアリングによる情報取集を行っていた。しかし、その情

報を地域の経済動向資料として分析し、事業者に提供することは行っていなかった。

今後は、各種統計資料を分析することで、地域の経済動向調査資料として整理し、

小規模事業者に提供することで、支援に活用することが課題である。 
 

※注釈 
・景気・金融・雇用動向調査…地域の商工業者の経営実態の把握を目的とした調査で、県内 15 商工会の

経営指導員が調査、年 4回実施。実施主体は県連。主な調査項目は、各地
区の景気、金融、雇用。 

・小規模企業景気動向調査…全国の小規模企業の景気動向等の把握を目的とした調査で、全国 300商工会
の経営指導員が調査、毎月実施。実施主体は全国商工会連合会。主な調査項

目は、産業別景気動向。 
・中小企業景況調査…中小企業の景況を把握し、中小企業施策立案の基礎資料の収集を目的とした調査で、

全国の商工会、商工会議所の経営指導員及び中小企業団体中央会の調査員が調査、

年 4回実施。実施主体は中小企業庁及び中小機構。 
 

《今後の改善点》 

本事業では、地域内の経済動向について、各種統計データにより地域の経済動向及

び金融機関の報告書等を活用して地域の経済動向を調査・分析する。 
具体的には、これまで行っていた景気・金融・雇用動向調査、小規模企業景気動向

調査、中小企業景況調査を地域の経済動向資料として分析し、事業者に提供するよう

取り組むとともに、巡回訪問による業種別事業所（5 業種を選定：小売業、サービス
業、飲食業、製造業、建設業）のヒアリングにより、企業の売上の動向、課題等の聞

き取り調査し、地域経済動向の基礎資料として、小規模事業者の経営分析や事業計画

策定時に活用・提供する。 
加えて、鞍手町の地域経済動向については、これまで行っていなかった町行政との

情報交換会を年 1回開催し、町行政が把握している情報と商工会が有する情報を共有
することで、町行政と商工会の連携促進が図れ、連動した小規模事業者支援を図るこ

とができる。情報交換の結果は、小規模事業者に対する的確な指導を行うための資料

として活用・公表する。 
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《具体的な事業内容》 

（１）外部団体のデータ収集による調査【新規】 

 （調査の方法・手段） 

前述の《現状と課題》にあるように、これまで活用していなかった県連の景気・

金融・雇用動向調査、全国商工会連合会（以下、全国連）の小規模企業景気動向調

査、中小企業庁の中小企業景況調査、日本政策金融公庫（以下、日本公庫）及び福

岡県信用保証協会（以下、保証協会）等の金融機関の報告書等の資料を活用し、既

存の景況情報を整理・分析するための調査を行う。調査内容は専門家と共に年 1 回
分析し、結果をデータベース化する。 

 

 （調査内容・調査項目） 

  ・全国連の小規模企業景気動向調査…四半期(売上、資金繰り、業況) 

・県連の景気・金融・雇用動向調査…四半期(売上、資金繰り、業況) 

・中小企業庁の中小企業景況調査…四半期(売上、仕入額、雇用、業況、資金繰り)

・日本公庫の刊行物…毎月 (消費者動向調査、DI 等) 

・保証協会の景気金融動向調査…四半期(保証利用度推移) 

その他、必要に応じて、外部機関の統計調査を随時活用していく。 

 

 （成果の活用方法） 

   外部機関等の統計調査により、客観的な情報を収集・分析でき、小規模事業者の

経営分析や事業計画策定時に活用する。また、調査結果は当会のホームページで年

1回公表し、小規模事業者への巡回訪問時に提供を併せて行う。 
 

（２）巡回訪問による業種別事業所のヒアリング調査【新規】 

（調査の方法・手段） 
鞍手町における事業者の実情を把握するため、当会独自にヒアリングシートを作

成し、業種毎（以下、5業種）に対象企業を選定し、巡回訪問により各企業の売上
の動向、課題等の聞き取り調査を行う。調査内容は専門家と共に年 1回分析し、結
果をデータベース化する。 

 
 （調査内容・調査項目） 

  ・小売業…売上額、客単価、客数、資金繰り、仕入単価、従業員数、取引先他 

  ・サービス業…売上額、客単価、利用客数、資金繰り、仕入単価、従業員数他 

  ・飲食業…売上額、客単価、利用客数、資金繰り、仕入単価、注文品目他 

  ・製造業…受注額、加工単価、加工数量、資金繰り、原材料仕入単価他 

  ・建設業…受注工事額、完成工事額、資金繰り、材料仕入単価、従業員他 

 

 （成果の活用方法） 

   事業者からのヒアリングにより、業種毎の小規模事業者の現状認識が可能とな

る。収集した情報は地域経済動向の基礎資料として、小規模事業者の経営分析や事

業計画策定時に活用する。また、調査結果は当会のホームページで年 1回公表し、
小規模事業者への巡回訪問時に提供を併せて行う。 
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（３）町行政との情報交換会による情報収集【新規】 

（調査の方法・手段） 
前述の（１）、（２）の分析結果を踏まえ、鞍手町における経済環境条件を把握す

るため、これまで行っていなかった鞍手町の担当部署と情報交換会を年 1回行う。
情報交換会では、町行政が把握している人口世帯数、産業構造数、地域資源の把

握等の情報収集に加え、地域経済の将来起こり得る変化を予測するとともに、町行

政が把握している情報と商工会が有する情報を共有することで、町行政と商工会の

連携促進が図れ、連動した小規模事業者支援を展開していくことを目的する。 
情報交換会の結果をもとに専門家と共に今後の地域経済動向を予測し、小規模事

業者への情報提供と活用方法の提案を行う。 
 
（内容・情報収集項目） 

  鞍手町との情報交換会（年 1回） 
  ・地域振興課…商工会所管課。大型店の進出、郊外型商業集積、工場誘致、 

産業振興施策等 

  ・政策推進課…住宅団地計画、道路計画、施設移転・新築、将来人口、 

地区別人口の将来、総合計画等 

   ・農政環境課…農業施策、農家の現状、農業開発、地域資源の把握等 

 
（成果の活用方法） 

   町行政との相互の情報交換により、地域経済に予測される環境変化を的確に捉え

るともに、小規模事業者の今後の事業展開の一助となる情報を提供できることで、

小規模事業者の経営分析や事業計画策定時に活用できる。また、本情報もホームペ

ージで公表し、小規模事業者への巡回訪問時に提供を併せて行う。 
 
《目  標》 

  上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

（１）外部団体のデータ収集による調査 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
外部団体のデータ収集による分

析回数 
未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

当会ホームページ公表回数 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回
   

（２）巡回訪問による業種別事業所のヒアリング調査 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
巡回訪問による業種別事業所の

ヒアリング調査件数（※） 
未実施 50回 50回 50回 50回 50回

業種別事業所のヒアリング結果

による分析回数 
未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

当会ホームページ公表回数 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回
  ※5業種とも 10件の事業者を選定して、巡回訪問によるヒアリング調査を行う。 
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（３）町行政との情報交換会による情報収集 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
町行政との情報交換会による情

報収集回数 
未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

当会ホームページ公表回数 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回
   

（１）～（３）の分析結果については、小規模事業者への巡回訪問時に提供 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
巡回訪問時の地域経済動向調査

結果の小規模事業者提供件数 
未実施 50件 70件 80件 90件 100件

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

《現状と課題》 

現状、経営指導員と経営支援員の 2名体制にて、毎週水・木曜日に巡回訪問を実施
しているが、巡回訪問にて得た有用な情報や記帳代行・税務申告時のデータによる情

報を個人のみでの把握で、職員間での共有がなされていない。  
また、記帳代行・税務申告時のデータを活用した財務諸表による経営状況の分析に

関しては、金融斡旋時の活用が主であり、その他の活用は限定的なものにとどまって

いるのが現状である。 
 

《今後の改善点》 

小規模事業者においては、記帳代行・税務申告時のデータを経営分析に活用してい

ないのが現状のため、これらを財務分析用に活用していく取り組みを行う。 
具体的には、（１）本事業における経営状況の分析を要する事業者の発掘とその経営

状況分析、（２）事業者ヒアリングによる経営ノウハウ等の収集及び分析、を行う。 
上述の（１）、（２）を踏まえ、県連、ミラサポの専門家派遣、（公財）福岡県中小企

業振興センター（以下、振興センター）、福岡県よろず支援拠点（以下、よろず拠点）

コーディネーター等と連携することで、分析の精度を高め、計画の策定、課題の解決

を図る。 
これらの取り組みにより、巡回による調査、商工会内での分析、自社の強み及び課

題の抽出という一連の PDCAサイクルの流れが構築され、その中で、課題の抽出が容
易となり、SWOT分析等の手法による分析が可能となる。 

 
《具体的な事業内容》 

（１）本事業における経営状況の分析を要する事業者の発掘とその経営状況分析【新規】

 （分析方法・手段） 

本事業の目標で示した本事業における重点支援対象事業者を軸とし、経営状況の

分析を行う。対象となる小規模事業者もこれまで自社の経営状況の分析を行う機会

はほぼ皆無といってよいことから、下記分析項目により、自社の強みと課題が明確

に理解できるようになる。こうした経営分析を今後の経営の指針として、活用でき
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るように資料化し、小規模事業者に対してフィードバックを行う。 

また、必要に応じて外部の専門家の支援を受けながら、経営分析を行うことで、

小規模事業者の課題解決を図る。 

 

 （対象事業者及び業種） 

  本事業における重点支援対象事業者 

   ○地域資源を活用できる小規模事業者 

…主に小売業、飲食業、製造業（食品加工） 

   ○独自のノウハウを有するが後継者不在及び高齢である小規模事業者 

     …主に小売業、サービス業、飲食業 

   ○新たな販路を求める小規模事業者 

     …主に小売業、サービス業、飲食業、製造業（食品加工） 

 

  その他、経営状況の分析を要する事業者 

 

 （分析項目） 

  全業種共通（記帳代行・税務申告時のデータ） 

   損益分岐点（事業採算性）、売上高総利益率（収益力）、自己資本比率（資金力）、

総資本回転率（資本の効率性）、流動比率（支払能力）、SWOT分析等 
   

  小売業、飲食業（記帳代行・税務申告時のデータ及びヒアリング） 

   売上単価、仕入単価、廃棄率、商品回転率、来客数、来店頻度、広告宣伝状況等

 

  サービス業（記帳代行・税務申告時のデータ及びヒアリング） 

   サービス売上単価、来客数、来店頻度、広告宣伝状況、自社ノウハウ等 

 

  製造業（記帳代行・税務申告時のデータ及びヒアリング） 
   売上単価、仕入単価、製造コスト、廃棄率、生産性、設備状況、生産ノウハウ等

 

 （成果の活用方法） 

   経営分析結果の活用として、分析によって洗い出された自社の強みや課題を事業所

にフィードバックし、今後の新たな事業計画の策定に向けた基礎資料とする。 

 
（２）事業者ヒアリングによる経営ノウハウ等の収集及び分析【新規】 

上述の「１．地域の経済動向調査に関すること」の「（２）巡回訪問による業種

別事業所のヒアリング調査」と同様に、巡回訪問による業種別事業所（5業種を選
定：小売業、サービス業、飲食業、製造業、建設業）に対する独自のヒアリングシ

ートによる聞き取り調査により、記帳代行・税務申告時のデータだけでは把握でき

ない、自社の知的資産や人材、自社独自のノウハウ等を収集し、専門家と共に年 1

回分析し、結果をデータベース化する。 

分析結果は、業種毎に分け、上述の（１）のデータを補完する資料として活用し、

小規模事業者に対してフィードバックを行う。 
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 （対象事業者及び業種） 

   業種別事業所（5業種を選定：小売業、サービス業、飲食業、製造業、建設業）
 

（分析項目） 

   自社分析：組織（ヒト／モノ）、財務（カネ）、業務体制、商品・サービス、 

技術・ノウハウ、後継者の有無等 

市場分析：消費者ニーズ、客層等 

 
 （成果の活用方法） 

   記帳代行・税務申告時のデータといった定量的な数値のみでは把握できない要素

をヒアリングにより収集することで、経営状況の分析に厚みが増す。 

分析結果は、業種毎に分け、上述の（１）のデータを補完する資料として活用し、

小規模事業者に対してフィードバックを行う。 

 
《目  標》 

上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

（１）本事業における経営状況の分析を要する事業者の発掘とその経営状況分析 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
本事業における重点支援対象事

業者への巡回訪問件数 
未実施 80件 100件 120件 130件 140件

経営分析事業者件数 未実施 5件 10件 12件 14件 18件
 

（２）事業者ヒアリングによる経営ノウハウ等の収集及び分析 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
巡回訪問による業種別事業所の

ヒアリング調査件数（※） 
未実施 50回 50回 50回 50回 50回

業種別事業所のヒアリング結果

による分析回数 
未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

巡回訪問時の経営状況の分析結

果の小規模事業者提供件数 
未実施 50件 70件 80件 90件 100件

  ※5業種とも 10件の事業者を選定して、巡回訪問によるヒアリング調査を行う。 
 

 上記（１）、（２）の分析実施事業者を事業計画策定につなげる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

《現状と課題》 

  当地区の小規模事業者においては、現状として人的資源及び財務資源等が脆弱であ

ることから、「どんぶり勘定」、「成り行き経営」になりがちである。また、ある程度

の自社分析ができていたとしても、その分析をどう活かし、どう改善を図っていくの

かを考える時間や対処方法を持っていないというのも大きな課題である。 

一方、当会においては現状として小規模事業者に対し、金融、経理、税務、労働等



１８ 
 

の対処療法的な支援が中心であり、事業計画の策定についても経営革新及び融資相談

時において実施している程度であった。 

今後は小規模事業者の現状を鑑み、経営に一歩踏み込んだ提案や伴走型支援を具現

化していくために、小規模事業者の事業を再構築する上で必要な事業計画策定に基づ

く支援をどう展開していくのかが課題である。 

 

《今後の改善点》 

上述の現状における課題に対し、小規模事業者が経営課題を解決するために、上述

の「１.地域の経済動向調査に関すること」、「２.経営状況の分析に関すること」の分

析結果を踏まえ、事業計画策定支援及び伴走型の指導・支援を県連、ミラサポの専門

家派遣、振興センター、よろず拠点等と連携して行い、小規模事業者の持続的発展を

図るように取り組む。 

具体的には、本事業の目標で示した本事業における重点支援対象事業者を軸に、当

会が積極的に係わることで事業計画を策定することが可能な小規模事業者に対して優

先的に支援を図りながら、対象となる小規模事業者の掘り起こしに努める。 

 

《具体的な事業内容》 

（１）既存事業者の事業計画策定支援【新規】 

（取り組み内容） 

  「１.地域の経済動向調査に関すること」、「２.経営状況の分析に関すること」の分

析結果を踏まえ、特に「２.経営状況の分析に関すること」の「（１）本事業におけ

る経営状況の分析を要する事業者の発掘とその経営状況分析」で経営状況の分析を

行った事業者に対し、引き続き事業計画の策定支援を行い、今後の新たな事業展開

を支援する。 

 

（対象事業者及び業種） 

  本事業における重点支援対象事業者 

   ○地域資源を活用できる小規模事業者 

…主に小売業、飲食業、製造業（食品加工） 

   ○独自のノウハウを有するが後継者不在及び高齢である小規模事業者 

     …主に小売業、サービス業、飲食業 

   ○新たな販路を求める小規模事業者 

     …主に小売業、サービス業、飲食業、製造業（食品加工） 

 

  その他、経営状況の分析を行った事業者 

 

（事業計画策定支援内容） 

 事業計画例 

  ○地域資源を活用した新商品開発及び販売 

  ○自社ノウハウを活かした生産方法及び生産技術（特許申請支援を含む） 

  ○地域資源を活用した新たな工芸品の製造 
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（成果の活用方法） 

  これまでの「１.地域の経済動向調査に関すること」、「２.経営状況の分析に関する

こと」の分析結果を活用しながら、事業計画策定を要する事業者に対し、事業計画を

策定することにより、内容の濃い事業計画策定を可能とする。 

 特に本事業における重点支援対象事業者を軸に、既存事業者の新たな事業展開を支

援する本会の事業計画策定支援方針を明確化することで、高い精度の事業計画が策定

でき、今後の支援も継続的に行うことができる。 

 また、ノウハウがあるにもかかわらず後継者不在の事業者に対しても、積極的に事

業計画を策定し、今後 5年の方向性を見出す支援と同時に事業承継も視野に入れた支

援を継続的に行っていく。 

 
（２）創業者の事業計画策定支援【新規】 

（取り組み内容） 

  上述の「本事業における支援目標」の「目標１ 小規模事業者の経営力強化」の「②

後継者不在及び高齢の経営者に対する支援」にも記述しているように、後継者不在 

の事業所でノウハウがある事業者で親族以外での事業承継を行いたい事業所に関し 

ては、新規創業支援事業において、行政、地域金融機関等と連携し、女性、若者等 

の新たな創業予定者とのマッチングを行い事業承継等の推進を図っていくが、その 

ためには創業者の事業計画策定の支援は必須の取り組みとなる。 

 具体的には、町行政と連携し、創業者支援のセミナー（「くらて起業塾」）を年 5 
回開催し、創業希望者（創業後 5 年以下等を含む）の知識向上を図り、事業計画策
定支援を行う。 

上述の取り組みを踏まえ、今後は親族外でも事業承継が可能な小規模事業者がいる

場合には、創業及び第二創業希望者とのマッチングの場を設け、事業承継の支援を 

展開していく。 

 

（対象事業者） 

  創業者（創業後 5 年以下等を含む）及び創業予定者 
 

（事業計画策定支援内容） 

  町行政と本会合同開催の創業者支援セミナー「くらて起業塾」による事業計画策定

支援 

  起業の夢と現実の認識、事業計画の基礎知識、財務諸表の理解、資金繰り、 

金融機関が見る創業計画とは、販路開拓に必要な営業の基本、IT の有効活用法、

事業計画の立て方、事業計画作成演習、事業計画のブラッシュアップ 

 

（成果の活用方法） 

  国税庁の 2005年データによれば、創業後 5年で約 85％の企業がなくなり、10年 
 以上存続できる企業は 6.3％という厳しい数字が出ており、特に過疎地域でもある鞍
 手町では、長く存続できるようにするために事業計画の策定は必要不可欠なものと考

 える。 
  くらて起業塾での事業計画の策定により、創業後 5年で約 85％の企業がなくなり、
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10年以上存続できる企業は 6.3％という数字を打破していくように継続した支援を行
っていく。 
 

《目  標》 

上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

（１）既存事業者の事業計画策定支援 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
事業計画策定事業者数（※） 未実施 5件 10件 12件 14件 18件

 ※事業計画策定事業者数は、上述 2.目標の「経営分析個者支援件数」と同数を計上。理由と
して、経営分析まで行った事業者はそのまま経営計画まで移行するのがほとんどのために

同数で計上した。 
 

（２）創業者の事業計画策定支援 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
創業・起業セミナー（くらて起業

塾）開催回数 
未実施 5回 5回 5回 5回 5回

創業者の事業計画策定件数 未実施 4件 5件 6件 6件 7件
 

 

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》 

   事業計画策定を行った後の小規模事業者において、事業計画は作ったものの、自

社の課題改善には動きが鈍くなりがちで、放置することが多いのが現状であった。

当会においても、基本的には小規模事業者に委ねることが多く、積極的な関与は

小規模事業者が支援を強く求める場合に限定されているのが現状であった。 

 

《今後の改善点》 

上述の現状と課題を踏まえ、今回の事業計画策定後の実施支援に関しては、フォ

ローアップを組織として行うことを明確にし、経営指導員と経営支援員がチームを

作って、2ヵ月に一度巡回訪問等で積極的に遂行状況の確認を行う。 
 

《支援に対する考え方》 

経営指導員と経営支援員のチームによる巡回訪問等で、事業計画策定後の状況の

聞き取りと事業所及び現場の状況を実際に職員の目で確認し、その内容を精査した

上で、小規模事業者のニーズにあった課題解決のフォローアップを行う。 

また、専門家及び各支援機関（県連、よろず支援拠点等）、地域金融機関等とも

連携し、事業計画が円滑に進んでいるかどうかの診断を図り、現状の課題を指摘、

解決しながら、策定された事業計画の遂行を支援する。 
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《事業内容》 

（１）既存事業者の事業計画策定後のフォローアップ【新規】 

（支援内容） 

① 小規模事業者の事業計画策定後、経営指導員と経営支援員による 2名体制のチ
ームにより、2ヵ月に一度巡回訪問等で遂行状況の確認を行う。 
状況内容についてはフォローアップシートを作成し、計画の遂行状況の客観的

把握と今後の支援内容を記載し、訪問等により、小規模事業者にフィードバック

する。 
 

② 当会職員間での情報共有を図るため、2か月に一度の頻度で進捗状況を確認す

るフォローアップ会議を行い、担当チームだけでなく、職員全員での意見交換、

支援方針の決定を行う。 
フォローアップ会議後、内容によっては専門家及び各支援機関（県連、よろず

支援拠点等）、地域金融機関等とも連携し、2回から 3回の頻度で事業計画が円滑
に進んでいるかどうかの診断を図り、現状の課題を指摘・解決しながら、策定さ

れた事業計画の遂行を支援する。 
 

③ その他のフォローアップとして、福岡県が主体として事業者支援を行う福岡県

地域中小企業支援協議会（※）の「経営モデル支援事業所制度」等の施策を積極

的に活用する。 

 
※注釈 
 福岡県地域中小企業支援協議会…福岡県中小企業振興条例第 12条第 2項に基づき福岡県内の中小企

業・小規模事業者の抱える経営課題を解決するため、本協議会を整備

し、中小企業支援団体、金融機関等、市町村その他の関係機関と緊密

に連携して、適切かつきめ細かな支援を推進し、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目的とする。 
                具体的な取り組みとしては、各地域内に「経営モデル支援事業所制度」

を導入し、各商工会・商工会議所に毎年 3件程度のモデルとなり得る
事業所を推薦させ、3～5年で「売上高が 5％」または「経常利益が 5％」
以上を達成するように県と商工会等が連携して支援を行う。 

《目  標》 

上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

（１）既存事業者の事業計画策定後のフォローアップ 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
担当チームによるフォローアッ

プ回数（※１） 
未実施 30回 60回 72回 84回 108回

専門家及び連携機関の活用によ

るフォローアップ回数（※２） 
未実施 13回 25回 30回 35回 45回

※１ 担当チームによるフォローアップ回数は上述「３．事業計画策定支援に関すること」

の「（1）既存事業者の事業計画策定支援」の目標「事業計画策定事業者数」に以下の
計算式にて計上。29年度 5件×6回/2か月に 1回＝30回。30年度 10件×6回/2か
月に 1回＝60回。31年度 12件×6回/2か月に 1回＝72回。32年度 14件×6回/2
か月に 1回＝84回。33年度 18件×6回/2か月に 1回＝108回。 
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※２ 専門家及び連携機関の活用によるフォローアップ件数の数字は、上述「３．事業計画

策定支援に関すること」の「（1）既存事業者の事業計画策定支援」の目標「事業計画
策定事業者数」に以下の計算式にて計上。29 年度 5 件×2.5 回/年＝13 件。30 年度
10 件×2.5 回/年＝25 件。31 年度 12 件×2.5 回/年＝30 件。32 年度 14 件×2.5 回/
年＝35件。33年度 18件×2.5回/年＝45件。 

 

（２）創業者の事業計画策定後のフォローアップ【新規】 

（創業支援の内容） 

① 当会主催の創業（起業）支援セミナーである「くらて起業塾」を受講した創業

希望者が策定した事業計画を元にフォローアップを組織として行うことを明確に

し、経営指導員と経営支援員のチームが 1ヵ月以内に巡回訪問等で遂行状況の確
認を行う。 

創業者は特に初年度が重要であり、巡回訪問等で事業計画策定後の状況の聞き

取りと事業所の状況を実際に職員の目で確認、精査した上で、専門家・連携機関

を活用しながら、創業者のニーズにあった課題解決のフォローアップを行う。 

 

② 事業承継を創業者と連携する場合は、既存事業者と創業者とのマッチングがう

まく進むように事業ノウハウ、残有資産の処理、既存顧客の移行等々、創業者と

既存事業者の事業が承継されるように伴走型での支援を行う。内容によっては専

門家を活用し円滑な事業承継を支援していく。 

 

《目  標》 

上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
担当チームによる創業者フォロ

ーアップ回数（※１） 
未実施 48回 60回 72回 72回 84回

小規模事業者と創業者のマッチ

ング支援回数 
未実施 2回 2回 3回 3回 4回

 ※１ 担当チームによる創業・第二創業フォローアップ回数は、上述 3.の目標「創業計画策
定件数」に以下の計算式にて計上。29 年度 4 件×12 回/月に 1 回＝48 回。30 年度 5
件×12回/月に 1回＝60回。31年度 6件×12回/月に 1回＝72回。32年度 6件×12
回/月に 1回＝72回。33年度 7件×12回/月に 1回＝84回。 

  
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

《現状と課題》 

小規模事業者においては、人的資源及び財務資源等が脆弱であり、自社において需

要動向調査を行っている事業者は皆無といって良い状況である。そのため、顧客が求

めるニーズや新規顧客の層がわからず、ライフサイクルの変化等の顧客減少に対し、

有効な手段を持ち得ていないのが現状である。 
当会において大きな課題としては「1．地域の経済動向調査」と同様にこれまでに行

ってきた各種調査があくまで調査だけのデータとなってしまい、支援時における基礎
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資料としての活用がなされていない状態であった。また、これまでに地域資源を活用

した需要動向に特化した調査を行っておらず、今後は地域内の小規模事業者に即した

需要動向のニーズを収集・分析することが必要である。 
 

《今後の改善点》 

 小規模事業者の事業計画の伴走支援の中で、市場が求める地域資源を活用した商

品・サービスや消費者ニーズ等を収集・分析し、小規模事業者へ情報提供を行う。 

具体的には、（１）業界団体等のデータ活用による需要動向調査の分析により、客観

的な消費動向を把握、分析、提供する。（２）鞍手町と連携して行う販売促進及び観光

開発事業である「くらてマルシェプロジェクト（※）」において、対象業種に即した消

費者アンケート調査を町と当会合同で実施し、地域資源を活用した今後の商品開発に

ニーズを捉えた情報を収集、分析、提供する。（３）商談会の場に当会職員が参加し、

商談会出席のバイヤーに直接ヒアリング調査を行うことで、最新の情報を収集、分析、

提供する。 

分析結果は、地域資源を活用できる小規模事業者（主に小売業、飲食業、製造業（食

品加工））を軸としながら、的確な指導を行うための資料として活用・提供する。 
 
※注釈 
くらてマルシェプロジェクト…鞍手町の第 6 次総合計画に「地域資源を活用した観光開発事業」が示され

ており、鞍手町が平成 28年度から取り組んでいる観光開発事業。鞍手町内に道の駅や直売所施設が
少なく、他地区からの来訪者も現状見込めないことから、町内の小規模事業者に月に一度、朝市の

場を提供し、地域資源の販売促進と認知度向上も目的とする取り組みである。当会より対象事業者

に参加案内を行い、参加希望の事業者と共に事業運営を作り上げていく。本プロジェクトで小規模

事業者の販路を支援し、併せて観光開発につなげたい町との連携で地域経済の活性化を図る。 
 
《具体的な事業内容》 

（１）業界団体等のデータ活用による需要動向調査【新規】 

 （調査の方法・手段） 

鞍手町には福岡県が認定する地域資源（「福岡県地域産業資源活用事業の促進に関

する基本的な構想」に基づく）が 6項目あり、鞍手町の第 5次総合計画には「地域
資源を活用した観光開発事業」が示されている。こうした地域資源を活用できる小

規模事業者（主に小売業、飲食業、製造業（食品加工））に対し、官公庁及び各業界

団体や調査会社等による調査資料や統計データから得た情報を需要動向調査として

以下の調査項目にて分析し、提供する必要がある。 
具体的には、官公庁（例：農林業センサス、畜産統計調査等）、各業界団体（例：

公益社団法人日本食肉協議会、一般社団法人日本養鶏協会等）が提供している調査

資料や統計データ、JRS経営情報サービス（※）、日経テレコン POS情報（※）等
の統計情報を活用し、年 1回専門家を交えて分析を行い、小規模事業者に提供する。

 
  ※注釈 
    ・JRS 経営情報サービス…各種の企業情報、経営状況等の情報を提供する会員登録制のサービス。

・日経テレコン POS情報…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売れ筋商品ランキングを提供している。 
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（調査対象） 

 鞍手町の地域資源（6項目） 
  ・筑豊地区の炭鉱文化遺産 
  ・ぶどう 
  ・いちじく 
  ・トルコギキョウ 
  ・博多和牛 
  ・筑豊特殊卵（鶏卵） 
 

 （調査項目） 

   官公庁（例：農林業センサス、畜産統計調査等） 
    経営の態様、世帯の状況、経営耕地面積、農業・畜産経営の特徴、農作物・畜

産の生産・販売状況、農作業・畜産の委託・受託状況等 
 
JRS経営情報サービス 
 業界の特徴、業界の構造、業種・業界動向、企業情報等 

 

   日経テレコン POS情報 
  売れ筋商品（ランキング）、商品別販売推移、平均販売価格、シェア、消費者属

性（性別／年齢層）、地域別店舗情報等 
 

 （成果の活用方法） 

業界団体等のデータ活用による需要動向調査の分析により、客観的な消費動向を把

握する。取り組みで得たデータは、小規模事業者への巡回訪問時に、地域資源を活用

した商品及び加工品等において、売れ筋商品・消費者ニーズ等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。 

また、こうした資料を基に、現在鞍手町に有しない工芸品（例：卵の殻を使用した

工芸品）や機能性商品（例：ぶどうや卵を活用した化粧品、サプリメント等）にも波

及していくように取り組むことで、幅広い業種への展開にもつなげる。 

 

（２）地域内事業を活用した需要動向調査【新規】 

 （調査の方法・手段） 

鞍手町と連携して行う販売促進及び観光開発事業である「くらてマルシェプロジ

ェクト」において、来場客から利用店舗の業種や業種別消費状況及び消費額等の消

費動向を把握するための消費者アンケート調査を町と当会合同で実施する。 
消費者アンケート調査を行う上で、消費者に聞き取りの対象となる業種は地域資

源を活用できる小規模事業者であり、主に小売業、飲食業、製造業（食品加工）と

なるが、併せて、今後の地域資源を活用した商品開発及び販売時に必要となる商品

ニーズや価格帯、サービス等も聞き取ることで、今後の商品開発にニーズを捉えた

情報を収集、分析することができる。 
これによって得た情報は、小規模事業者への巡回訪問時に需要動向調査の分析結

果を提供し、売れ筋商品・求めているサービス等の情報提供をすると共に、事業計
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画作成時における資料として活用する。 
 
 （調査内容、調査項目） 

  消費者アンケート調査：町と当会合同で「くらてマルシェ」開催時に実施（年 4回）
○出店事業者について 

出店事業者の商品・サービスについて、購入価格、購入動機等 
      ○来場について 
     性別・年齢層、来場理由、くらてマルシェの認知理由、要望（主に商品）等 
   ○商品・サービスについて 
     個店の利用の有無とその理由、一回の買い物金額、良く購入する商品・サー

ビス名、取り扱って欲しい商品・サービス名、購入希望価格帯、良く行く店

名と理由等、デザイン・機能・パッケージ等 
 
 （成果の活用方法） 

「くらてマルシェプロジェクト」事業を活用した消費者アンケートの収集・分析

により、独自の消費者情報データベースを構築する。 

取り組みで得たデータを小規模事業者に提供するにあたり、小規模事業者への巡

回訪問時に需要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等

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。 

また、町と当会もこうした需要動向を共有できることで、的確な支援策を講じる

ことができる。 

 

（３）商談会時のバイヤーへのヒアリングによる需要動向調査【新規】 

 （調査の方法・手段） 

   前述の（１）、（２）の取り組みを踏まえ、実際に販売の最前線にて常に売れる商

品を求めているバイヤーが多数出席している商談会の場において当会職員がヒア

リング調査を行う。バイヤーからは求めている商品や売り筋商品、最新の消費者ニ

ーズやトレンド、価格帯や容量、パッケージ等を聞き取り、今後の地域資源を活用

した商品販売や商品開発に役立つものとして情報収集し、収集した情報は年 1回専
門家を交えて、整理、分析を行い、分析結果は小規模事業者巡回訪問時において、

小規模企業者が事業の選択と集中を図っていくための情報提供を行う。 

 

（調査内容） 

   当会職員が商談会に参加し、その場に参加しているバイヤーに直接ヒアリング

調査を行う。参加する商談会件数は年 4回。商談会 1回あたり 8社程度のバイヤ
ーにヒアリング調査を行う。 

 

（調査項目） 

バイヤーが求めている商品、現状の売り筋商品、最新の消費者ニーズやトレンド、

販売価格帯、容量、パッケージ、取引条件（卸価格、商社関与等）、納入条件等 
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 （成果の活用方法） 

商談会の場に当会職員が参加し、商談会出席のバイヤーに直接ヒアリング調査を

行うことで、まさに生きた旬な情報を収集、分析、提供することができる。こうし

た調査結果の提供により、消費者ニーズに即した地域資源を活用した商品の開発及

び販売が行うことができる。尚、当商工会ホームページを通じて本需要動向調査の

分析結果を公表・提供する。 

 

《目  標》 

  上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

 

（１）業界団体等のデータ活用による需要動向調査 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
業界団体等のデータ収集による

分析回数 
未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

業界団体等のデータ分析結果の

情報提供事業者数（※） 
未実施 5社 10社 15社 20社 30社

   

（２）地域内事業を活用した需要動向調査 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
消費者アンケート分析回数 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回
消費者アンケート分析結果の情

報提供事業者数（※） 
未実施 5社 10社 15社 20社 30社

 

（３）商談会時のバイヤーへのヒアリングによる需要動向調査 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
バイヤーへのヒアリング調査分

析回数 
未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

バイヤーへのヒアリング調査分

析結果の情報提供事業者数（※） 
未実施 5社 10社 15社 20社 30社

   
  ※上記（１）、（２）、（３）の情報提供事業者数は共通の事業者を想定し計上。 

 

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》 

  小規模事業者においては、経営資源が乏しいことから、新たな販路を求めようとし

ても時間も人も不足していることに加え、販路及び需要動向の情報を持たないことか

ら、自社のみでの動きはほとんどできていないのが現状である。加えて、後継者不在

の小規模事業者も多く、事業の今後に明るい展望も見られないため、あえて売上増や

新たな需要の開拓を行わないことも課題である。 

当会においては、現状では販路需要に関する情報については、県連等の関係団体、

支援機関よりの情報を職員がそれぞれの自己判断により、地域内小規模事業者へ情報

を発信することで完結していることが課題である。 
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《今後の改善点》 

地域内小規模事業者の新たな需要を開拓するために、本事業の目標で示した本事業

における重点支援対象事業者を中心に、商談会等の参加促進と商談会等での成約件数

を増やすための事前及び事後の事業者支援を行う。また、他団体との連携強化による

販路開拓の取り組みや、インターネットを活用した販路開拓についても力を入れ、新

たな需要の開拓に寄与していく。 

 

 

《具体的な事業内容》 

（１）商談会等出展支援事業【新規】 

地域内小規模事業者の新たな需要を開拓するため、当会では「５．需要動向調査に

関すること」で収集した分析結果や情報を最大限活用し、商談会等の参加促進と商談

会等での成約件数を増やすための事前及び事後の事業者支援を徹底することで、新規

取引先増加及び売上増を目指す。 

具体的には、商談会等においては各々の主催者の開催目的が異なることから、商談

会等の参加については、本事業の目標で示した本事業における重点支援対象事業者、

特に地域資源を活用できる小規模事業者、新たな販路を求める小規模事業者のように

対象業種を明確にすることで、より確実な成果を上げる支援を展開することができる。

加えて、商談会等の参加と商談会等での成約件数を増やすための事前及び事後の事

業者支援を徹底し、小規模事業者が不得手としているプレゼンテーション等の向上と

ノウハウの蓄積が図れる支援を行う。 

 

 （支援対象業種） 

小売業、サービス業、飲食業、製造業（食品加工等） 

  

（商談会事前・事後支援の内容） 

  商談会事前支援：専門家及び当会職員による集団セミナー及び個別相談 

   ・自社商品説明のプレゼン指導 

   ・自社商品の分析（長所・短所）の認識 

   ・自社商品の顧客層の認識 

   ・自社商品の価格（適正な利益確保ができているか、市場適正価格であるか等）

  

  商談会事後支援：専門家及び当会職員による個別相談 

   ・商談会時の感想と改善点（価格、納期、納品数、パッケージ等） 

   ・自社商品のブラッシュアップ 

   ・自社商品の生産体制等 

   ・取引条件 

   ・納入条件 
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（商談会等の概要） 

〔食に特化した商談会〕 対象業種：小売業、飲食業、製造業（食品加工） 

○西日本食品産業創造展（商談会、展示会） 

  毎年５月開催。日刊工業新聞社主催。 

○Food EXPO in Fukuoka（商談会、展示会） 

  毎年 10 月開催。福岡県・福岡市・県連・ジェトロ・福岡商工会議所主催。

 

※上記２つの商談会は、食に特化した商談会のため、地域資源（地域特産品を

含む）を活用した小売業、飲食業、製造業（食品加工）を対象として支援を

行う。 

 

 〔地域資源に特化した商談会〕 対象業種：小売業、飲食業、製造業 

○オール福岡フェア（商談会、販売会） 

毎年 10 月開催。県連主催。 

   ○福岡よかもんフェア（商談会、販売会） 

     毎年 10 月開催。福岡県主催。 

    

※上記２つの商談会は、地域資源（地域特産品を含む）に特化した商談会のた

め、地域資源を活用した食品（小売業、飲食業、製造業（食品加工））、工芸

品等（製造業）を対象として支援を行う。 

 

  〔全般に対応した商談会〕 対象業種：小売業、サービス業、飲食業、製造業 

   ○ひびしんビジネスフェア（商談会、展示会） 

     毎年 10 月開催。福岡ひびき信用金庫主催。 

 

※上記の商談会は、全般に対応した商談会のため、地域資源を活用した商品は

勿論のこと、独自のサービスや技術を有する業種（小売業、サービス業、飲

食業、製造業）を対象として支援を行う。 

 

その他、随時開催される他団体主催の商談会に積極的に参加できるよう、小規模

事業者に対し情報提供を図るとともに、上述の商談会事前及び事後の事業者支援を

徹底することで、新規取引先増加及び売上増を図る支援を行う。 

 

（２）マッチング支援事業【新規】 

新たな需要を開拓していく上で、他団体との連携強化による販路開拓の取り組みを

図る。具体的には、商工会・商工会議所で情報交換できる「マッチングメーリング制

度（※）」を活用し、事業者同士のマッチングを推進し、新商品・新サービスの販路開

拓を支援する。 

対象とする事業者は本事業の目標で示した重点支援対象事業者、特に地域資源を活

用できる小規模事業者、新たな販路を求める小規模事業者の対象業種を明確にし、マ

ッチング支援を行う。 

情報の迅速性を高めるため、県連が運用する「商談会展示会の出展案内直接配信制
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度（※）」への登録も推進する。 

  
※注釈 

・マッチングメーリング制度……福岡県内商工会、商工会議所で運用されているマッチングのため

のメーリングリスト。商工会、商工会議所の経営指導員が登録

されており、広域での相談・依頼を行うことができる。 

・商談会展示会の出展案内直接配信制度……県連が運用する事業者向け商談会案内のダイレクトメ

ール。県連・商工会議所・県・金融機関等が主催で実施されて

いる各商談会の情報を迅速に各事業者へ提供を行う。 

 

（支援対象業種） 

小売業、サービス業、飲食業、製造業（食品加工等） 

 

（支援内容） 

   地域資源を活用した新商品・新サービスの販路開拓の支援を必要とする事業者に

  対し、商工会・商工会議所で情報交換できる「マッチングメーリング制度」を活用

し、経営指導員が本制度にて地域資源を活用した新商品・新サービスを事業者に代

わりメールで福岡県内の商工会・商工会議所の経営指導員に要望することでマッチ

ングできる企業を結びつけるように支援する。 

 こうした支援により、迅速な情報提供と信頼できる取引先を紹介できることか 

ら、より成果を上げやすく、事業者同士にもメリットを生み出せるなど、相乗効果

の高い支援が行える。 

 

（３）ネット活用支援事業【新規】 

地域資源を活用した新商品・新サービスの販路開拓の支援を必要とする事業者に 

対し、インターネットを活用した販路開拓支援を行う。 

 本取り組みにおいても、対象とする事業者は本事業の目標で示した重点支援対象事

業者、特に地域資源を活用できる小規模事業者、新たな販路を求める小規模事業者の

対象業種を明確にし、通販サイトでの販売を通じての販路支援、新規の WEB サイト作

成支援及び既存 WEB サイトの改良や更新の支援、SNS の活用による広報・宣伝等の情

報発信支援の 3点の支援を行い、毎年、前年と比較し 3％以上の売上高増を目指す。
 

（支援対象業種） 

小売業、サービス業、飲食業、製造業（食品加工等） 

 

 （支援内容） 

①通販サイトでの販売を通じて拡大を図れる小規模事業者で、自社サイト運用に不

慣れな小規模事業者については、小ロットでの取り扱いができ、信頼性が高く、

低コストでの参入・運営が可能な全国連が運営する「ニッポンセレクト.com」（※）

及び振興センターが運営している「よかもん市場」（※）を出店支援する。 

 

②WEB サイトを有しない事業者に対しては、新規の WEB サイト作成支援、既存の WEB 

サイトを有する事業者は既存 WEB サイトの改良や更新の支援を行う。 
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③SNS の活用による広報・宣伝等の情報発信支援を行い、販路開拓を促進する。 

    
※注釈 

・ニッポンセレクト.com……全国連の公式ショッピングサイトで全国の商工会地区の特産品を販売

しているインターネットモールのこと。商工会が運営していることか

ら、利用者の信頼性も高く、出品する事業者も低コストで双方にメリ

ットがある。 

・よかもん市場……福岡県中小企業振興センターが運営する主に福岡の企業が出店するショッピ

ングサイトのこと。福岡県も支援しており、利用者の信頼性も高く、且つ出

品する事業者も低コストで双方にメリットがある。 

 

《目  標》 

 【支援に対する考え方】 

   新たな需要の開拓は支援の中でも最も難しい分野でもあり、小規模事業者と当会

のより緊密な関係を必要とするこれまでの支援の総まとめと言える取り組みであ

る。特に連携団体との協力は必須であり、こうした連携に基づく新たな需要の開拓

に寄与できる事業においてはできる限りの連携支援を展開し、小規模事業者に対し

積極的に情報提供を図り、当会も一緒に販路開拓を行っていく。 

 上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

 

《事業実施目標》 

（１）商談会等出展支援事業 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
商談会の事前支援回数 未実施 3回 3回 4回 4回 5回
商談会の参加事業所件数 未実施 4件 4件 6件 6件 7件
商談会後のフォローアップ事業所数 未実施 4件 4件 6件 6件 7件
商談会の商談成約件数 未実施 1件 1件 2件 2件 3件

   

（２）マッチング支援事業 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
マッチングメーリング制度利用事業

者数 
未実施 6件 6件 8件 9件 10件

※マッチングメーリング制度利用事業者数は、商談会への参加件事業所数に加え、それ以外の事業者

数も加えた件数を計上。 
 

（３）ネット活用支援事業 

 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度
ネット販売活用による販路拡大支援

事業者数（※１） 
未実施 2件 3件 5件 5件 6件

WEB サイト支援事業者数 未実施 3件 3件 4件 4件 5件
SNS の活用による広報・宣伝等の情

報発信支援事業者数 
未実施 2件 3件 5件 5件 6件

ネット活用支援事業者の売上増の目

標数値（年） 
未実施 前年度の 3％以上の売上増を目標とする（毎年） 
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※１ ネット販売活用による販路拡大支援事業者数は、商談会への参加件事業所数のうち、ネット活

用が可能な事業者件数を予測し計上。WEB サイト支援事業者数は新規・既存の WEB サイト支

援を含めた事業者数を計上。SNS の活用による広報・宣伝等の情報発信支援事業者数はネット

販売活用による販路拡大支援事業者数と同数を計上。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

《現状の課題》 

  地域経済活性化事業としては、現在イベントの実施で完結しており、地域の小規模

事業者の経営の一助となる事業としては地域振興券事業程度であり、地区内の地域資

源を活かした特産品が現在鞍手町に有しないことや、小規模事業者を含んだ取り組み

もないことから、今後どのような地域経済活性化事業を行うかが大きな課題である。

 

《今後の改善点》 

  本会の大目標のひとつである「目標 2  地域資源等を活用した地域経済活性化事業
の推進・支援」を実現させる取り組みを行っていく。 

具体的には短期・中期的な目標として、地区内の地域資源であるぶどう等の加工品

等が現在鞍手町に有しないことから、今後こうした加工品等開発を行いたいとする事

業者を掘り起こし、併せて事業計画の策定支援と、加えて加工品等開発支援と販路開

拓支援を行う。 

長期的な目標として、こうした地域活性化事業の取り組みは 10 年程度の長期にわた

り継続して行っていかなければ地域ブランドとして根付いていかないことから、広く

他地区に認知されるように行政及び他の機関と連携し、製品開発と販路開拓、観光資

源の開発をより拡大させるように取り組み、地域経済活性化支援を行う。 

 

《具体的な事業内容》 

①「くらてまちづくり協議会」（※）による地域活性化の取り組み 

鞍手町では観光まちおこしプロジェクトの一環として、ご当地商品の開発・販売を

積極的に行っており、「くらてまちづくり協議会」を立ち上げた。この中で町より当会

に強く協力を要請されているのが、「商品開発プロジェクト」と「くらてマルシェプロ

ジェクト」である。 

 
※注釈 

・くらてまちづくり協議会……鞍手町の第 6次総合計画素案において、地域資源を活用した観光

開発事業を実施するため、各機関との連携にて実施するように素

案にて組織化された。 

 

①－1 商品開発プロジェクト事業 

「商品開発プロジェクト」は、当会より小規模事業者に地域資源を活用した商品

開発及び販売を行いたい事業者を発掘し、当会と鞍手町が連携してそうした事業者

を支援するものである。本プロジェクトでは町が主体では行うものの、当会を中心

に実施し、小規模事業者と一体となって地域資源を活用した商品開発を行うもので
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ある。構成メンバーは、当会、鞍手町、JA 直鞍、地域金融機関（福岡ひびき信用金

庫、西日本シティ銀行）、実施する小規模事業者、外部専門家も入れるようにし、月

1 回程度のプロジェクト事業を開催して、各団体の連携強化を図り本事業の推進に

より製品開発を行う小規模事業者の支援を図る。事業項目は以下の通りである。 

  （事業項目） 

○商品開発セミナー 
    ○開発商品コンセプト・方針決定 
    ○個別アドバイス（専門家） 
    ○試作品開発 
    ○試作品モニター調査 
    ○試作品ブラッシュアップ 
    ○販売、商談会出店 

上述の取り組みに加え、必要に応じ、当会独自に福岡県の食品加工研究機関であ

る福岡県工業技術センター生物食品研究所と連携し、加工時の課題解決相談や加工

製品等の分析を行い、栄養価や機能性、安全性についても評価できる支援を行う。

 
  ①－2 くらてマルシェプロジェクト事業 

   「くらてマルシェプロジェクト」は、町内に道の駅や直売所施設が少ないことか

ら、町内の小規模事業者に月に一度、朝市の場を提供する取り組みである。当会よ

り対象事業者に参加案内を行い、参加希望の事業者と共に事業運営を作り上げてい

く。本プロジェクトで小規模事業者の販路を支援し、併せて観光開発につなげたい

町との連携で地域経済の活性化を図る。事業項目は以下の通りである。 

  （事業項目） 

○マルシェ部会の設置、運営 
    ○コンセプト、場所等の検討 
    ○名称、ロゴ、規約等の整理 
    ○出店者の確保・連絡体制 
    ○集客方法等の検討 
    ○テスト実施 
    ○アンケート、運営方法検討 

 

②町主催イベントによる地域活性化の取り組み 

鞍手町、直方市、宗像市が主催している県道宗像直方線合同事業への出店及び鞍手

町唯一のイベントである「くらて元気まつり」への出展を促し、上述「①－1 商品開

発プロジェクト事業」で取り組んでいる商品開発の試食又は試飲、試供等を来場者に

行い、アンケート及びヒアリング等によるマーケティング調査を行う。 

 

③その他の連携機関を活用した地域活性化の取り組み 

上述「②町主催イベントによる地域活性化の取り組み」に加え、収集したデータを

参考に、県連・県等で主催される展示会、販売会、商談会に参加して、来場者やバイ

ヤー等にアンケート及びヒアリングによる意見収集を行い、今後の製品改良や販売促

進に役立てる。 
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また地元の地場中堅スーパーであるレッドキャベツや川食に開発した特産品を販売

する小規模事業者とマッチングを図るよう支援することで、地元での販売実績を確立

し、他地域への販売拡大を図るよう取り組むと共に、「くらてまちづくり協議会」での

連携を活用しながら、地域経済活性化の一助となるように取り組む。 

 

《目  標》 

   地域経済の活性化に資する取り組みである地域資源を活用した特産品開発のア

イデアを当会のみならず、町や JA 直鞍、地域金融機関他、外部の専門家の協力に

より議論し、地域内の小規模事業者に開発を行わせ、製品開発から販路開拓までの

一連の流れを確立することを今回の実施目標とする。 

  
 

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 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

《現状と課題》 

  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ついては、組織として

は行っておらず、職員個人（主に経営指導員）が行っているのが現状であり、同じブ

ロック内の会議である鞍手管内商工会経営指導員業務研究会（鞍手町、小竹町、若宮

の 3商工会）程度である。今後は当会として、他の支援機関と支援ノウハウを共有す
るための情報交換を図っていくかが課題となる。 

 

《今後の改善点》 

  鞍手管内商工会経営指導員業務研究会以外の支援機関との情報交流の場を構築し、

小規模事業者の課題解決に向けた支援方法について、当会が行っていない支援ノウハ

ウを学ぶことで、小規模事業者への支援強化につながるように取り組む。 

 

《具体的な事業内容》 

 ①県との連携 

福岡県（福岡県飯塚中小企業振興事務所：福岡県商工部の支部機関）が取り組む「福

岡県地域中小企業支援協議会」との連携による支援ノウハウの共有を図る。 
「福岡県地域中小企業支援協議会」は 1地区に 3件の事業所を「経営支援モデル事
業所」として、経営分析及び事業計画策定の支援を行い、当会と連携して事業所を支

援する取り組みで平成 27 年度から立ち上げられた。ここでは当会から経営課題を抱
える 3件の小規模事業者を推薦し、県と連携して解決を図るものである。このことか
ら、2 ヵ月に 1 回程度の頻度で県と支援ノウハウを共有し、県の施策や専門家派遣制
度を活用して小規模事業者支援を連携して行っていく。 

 
 ②金融機関との連携 

  金融機関が持つ情報は小規模事業者支援には非常に有益のため、その情報交換を行

うことで、当会の支援ノウハウとして活用する。 
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具体的には、日本政策金融公庫八幡支店国民生活事業、福岡県信用保証協会筑豊支

所、福岡ひびき信用金庫鞍手町支店及び西日本シティ銀行鞍手支店の地域金融機関と

の意見交換会を開催し、情報交換を行う。日本政策金融公庫及び福岡県信用保証協会

とは半期毎の年 2回、地域の金融機関とは四半期毎の年 4回を目標とする。 
 

 ③町との連携 

  町とは本事業において、小規模事業者支援、創業・第二創業支援、地域経済活性化

事業等、特に連携を必要とすることが多く、きめの細かい密な情報交換が必須となる。

  当会の担当部署である鞍手町地域振興課とは月 1回の情報交換の場を設け、上述の
支援に加え、町に対し小規模事業者支援等に有効な施策を図ってもらうための要望・

提案を行い、小規模事業者支援のための迅速な施策実施が行われるよう促していく。

 
 ④他商工会との連携 

現在行っている「鞍手管内商工会経営指導員業務研究会」の回数が四半期に一度程

度の開催のため、密な支援ノウハウの共有にまで至っていなかったのが現状である。

そこで本研究会を月 1 度以上開催することで、三商工会の小規模事業者が抱える課

題に対し、課題の共有とその解決手法等を迅速に共有することで、支援力向上につな

がる。 

 

《目  標》 

 上記取組みを実施するにあたり、以下の目標項目により達成状況を確認する。 

 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度
福岡県地域中小企業支援協議

会との情報交換会開催回数 
2回 6回 6回 8回 8回 8回

金融機関との情報交換会開催

回数 
未開催 6回 6回 8回 8回 8回

町との情報交換会開催回数 未開催 12回 12回 14回 14回 16回
鞍手管内商工会経営指導員業

務研究会の開催回数 
4回 12回 12回 14回 14回 16回

※各開催回数の増は本事業の小規模事業者支援の状況によって回数が増えるものと積算し計上。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

  県連が主催する研修の参加に加え、県連・福岡県商工会議所連合会が合同開催する

経営指導員研修コースや県及び中小企業大学校等の主催する研修に経営指導員が年

間 1回以上参加することで、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を
図る。その他、地区内の商工会において「経営指導員業務研究会」を月 1回以上開催
し、その際に県連所属の専門家を交え、記帳指導、税務指導、労働保険事務代行手続、

経営改善計画書作成、経営分析、キャッシュフロー表作成等、支援策の勉強を図り、

組織内で広域的な経営指導員のノウハウを共有する。 
  また、経営支援員においては、税務署の税務研修等を通じ、支援職員として経営分

析、事業計画書作成時の知識習得と能力向上を図るように取り組む。 
  さらに、職員間の情報の共有化を図るため、月 2回程度職員会議を開き、支援方針
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及び支援の進捗状況等の情報伝達を円滑なものにする。加えて、経営指導員暦 30 年
のベテランである当会事務局長から、指導・助言内容・情報収集方法を学ぶなど、Ｏ

ＪＴにより伴走型の支援能力向上を図る。 
 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

  毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

 ①鞍手町商工会経営発達支援計画事業評価委員会を設置し、事業の実施状況、成果の

評価・見直し案の提示を行う。評価委員会の構成委員は外部有識者（中小企業診断

士他）、地区内商工業者等 5 名程度で構成し、本事業評価委員会において評価・見

直しの方針を毎年決定する。 

②事業の成果・評価・見直しの方針及び結果については、本会理事会へ報告し、承認

を受ける。 

③事業の成果・評価・見直しの結果を当会ホームページで計画期間中公表する。 

（http://kurate-shokokai.jimdo.com/） 
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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 10月現在）
（１）組織体制 

主体：鞍手町商工会 

職員 6名 
 事務局長 ：（全体統括、事務局職員管理） 

 経営指導員：（事業統括、事業管理・運営、個者支援全体、事業推進） 

 経営指導員：（事業副統括、事業運営、個者支援全体、事業推進） 

 経営支援員：（事業会計・出納担当、税務・財務計画支援、事業推進） 

 経営支援員：（税務・財務計画支援、事業推進） 

 経営支援員：（税務・税務計画支援、事業推進） 

 

     

支援機関：福岡県商工会連合会 

 

     ※専門家派遣、創業塾支援、講習会開催支援等 

     

 

 

 

（２）連絡先 

   鞍手町商工会 

住所: 〒807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 2768 
電話:0949-42-0357 
e-mail：kurate@shokokai.ne.jp 
http://kurate-shokokai.jimdo.com 

   
    担当者：経営指導員 
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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） 

 年度 

( 年  月以

降) 

年度 年度 年度 年度 

必要な資金の額 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 

 
Ⅰ．経営発達支援事業 

1地域の経済動向調査 
2経営状況の分析 
3事業計画策定支援 
4事業計画策定後実施
支援 

5需要動向調査 
6新たな需要開拓 
 
Ⅱ．地域経済の活性化

に資する取組み 
 
Ⅲ．支援力向上のため

の取組み 
1他支援機関との情報
交換 

2経営指導員等の資質
の向上 

3事業評価及び見直し 
 

 

 

 

 
(700) 

30 
30 

200 
200 

 
100 
140 

 
(200) 

200 
 

(100) 
 

20 
 

30 
 

50 

(700)
30
30

200
200

100
140

(200)
200

(100)

20

30

50

(700)
30
30

200
200

100
140

(200)
200

(100)

20

30

50

 
(700) 

30 
30 

200 
200 

 
100 
140 

 
(200) 

200 
 

(100) 
 

20 
 

30 
 

50 

(700)
30
30

200
200

100
140

(200)
200

(100)

20

30

50

（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 

①福岡県「小規模事業経営支援事業費補助金」 

②鞍手町「商工会補助金」 

③会費収入等自主財源 

④その他、国及び県等の事業補助金 

（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 

  ・地域経済に係る情報提供、分析支援 

２．経営状況の分析に関すること 

  ・専門的分野の情報提供 

  ・創業セミナー等の講師派遣 

３．事業計画策定支援に関すること 

  ・事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の講師・専門家派遣 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ・創業セミナー講師派遣 

  ・創業者支援時の専門家派遣 

５．需要動向調査に関すること  

  ・需要動向調査分析時の専門家派遣 

  ・需要動向調査分析時の外部機関のデータ活用 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・商談会開催時の情報提供 

  ・ネット活用支援事業のショッピングサイト利用 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  ・「くらてまちづくり協議会」による地域活性化の取り組み 

  ・町主催イベントによる地域活性化の取り組み 

  ・その他の連携機関を活用した地域活性化の取り組み 

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 

・県、金融機関、町との支援ノウハウの情報交換による連携 

連携者及びその役割 

[１]専門家派遣 

 ・福岡県商工会連合会 会長 城戸 津紀雄 

住所 福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話 092-622-7708 

 

[２]情報提供、事業協力 

 ・福岡県商工会連合会 会長 城戸 津紀雄 

住所 福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話 092-622-7708 

Ⅰ-１：景気動向調査等の情報提供、分析支援 

  Ⅰ-３：事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の講師・専門家派遣 

  Ⅰ-５．６ Ⅱ：販路開拓における商談会等の情報提供 

 

・福岡県飯塚中小企業振興事務所 所長 栗原 智幸 

   住所 福岡県飯塚市吉原町 6-12 電話 0948-22-3561 



３９ 
 

Ⅰ-１：景気動向調査等の情報提供 

  Ⅰ-５、Ⅱ：販路開拓における商談会・販売会・展示会等の情報提供 

   Ⅲ  ：支援ノウハウの情報交換による連携 

 

 ・鞍手町 町長 德島 眞次 

   住所 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 3705 電話 0949-42-2111 

  Ⅰ-１：地域内経済環境等の情報提供 

  Ⅰ-２．４：創業セミナー支援 

  Ⅰ-５、６、Ⅱ：販路開拓における商談会・販売会・展示会等の情報提供 

    Ⅲ  ：支援ノウハウの情報交換による連携 

 

 ・（公財）福岡県中小企業振興センター 理事長 高木 郁夫 

   住所 福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話 092-622-6230 

  Ⅰ-２：専門的分野の情報提供 

  Ⅰ-５：技術講習会の情報提供 

  Ⅰ-６：ネット活用支援（通販サイト「よかもん市場」） 

 

 ・福岡県よろず支援拠点 

   住所 福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 電話 092-622-7809 

  Ⅰ-２：専門的分野の情報提供 

  Ⅰ-４：専門家派遣、専門的技術支援 

 

 ・（独法）中小企業基盤整備機構 九州本部長 齊藤 三 

   住所 福岡県福岡市博多区祇園 4-2 サムテイ博多祇園ビル 電話 092-263-1500 

  Ⅰ-２：専門的分野の情報提供 

  Ⅰ-５：技術講習会の情報提供 

 

・日本政策金融公庫 八幡支店 国民生活事業 支店長兼国民生活事業統括 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 

  電話 093-641-7715 

  Ⅰ-３：金融相談対応時の連携 

  Ⅰ-４：創業セミナー支援 

  Ⅲ  ：支援ノウハウの情報交換による連携 

 

 ・福岡県信用保証協会 筑豊支所 支所長 馬場 勝久 

   住所 福岡県飯塚市吉原町 6-12 電話 0948-22-3561 

  Ⅲ  ：支援ノウハウの情報交換による連携 

 

 ・福岡ひびき信用金庫 鞍手町支店 支店長 竹内  渉（地域金融機関） 

   住所 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山 3185-134 電話 0949-42-0013 

  Ⅰ-２：創業セミナー支援 

  Ⅰ-３：金融相談対応時の連携 
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  Ⅰ-４：創業セミナー支援 

  Ⅰ-６：販路開拓における商談会の情報提供 

  Ⅱ  ：特産品開発事業協力 

    Ⅲ  ：支援ノウハウの情報交換による連携 

 

 ・西日本シティ銀行 鞍手支店 支店長 高屋 健三（地域金融機関） 

   住所 福岡県鞍手郡鞍手町中山 2286-1 電話 0949-42-8131 

  Ⅰ-２：創業セミナー支援 

  Ⅰ-３：金融相談対応時の連携 

  Ⅰ-４：創業セミナー支援 

  Ⅰ-６：販路開拓における商談会の情報提供 

  Ⅱ   ：特産品開発事業協力 

    Ⅲ  ：支援ノウハウの情報交換による連携 

 

 ・直鞍農業協同組合 組合長 堀 勝彦 

   住所 福岡県直方市知古 2丁目 3番 4号 電話 0949-24-2311 

Ⅱ   ：特産品開発事業協力 

 

連携体制図等 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

Ⅰ．1 地域の経済動向調査に関すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県商工会

連合会 

鞍手町 地域金融

機関 

鞍手町商工会 

情報提供

小規模事業者 

地域の経済動向情報提供、事業者支援 
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Ⅰ．2 経営状況の分析に関すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．3 事業計画の策定・実施支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県商工会

連合会 

中小企業振

興センター 

鞍手町 地域金融

機関 

講師派遣、創業

セミナー支援 

よろず支

援拠点 

専門的分野の

情報提供 

鞍手町商工会 

中小機構

小規模事業者 

県商工会

連合会 

鞍手町 地域金融

機関 

講師派遣、事業計画策

定セミナー等支援 
創業セミナー 

支援 

鞍手町商工会 

小規模事業者 

創業者事業計画策定

支援 

経営分析の情報提供 

事業計画策定支援 
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よろず支

援拠点 

 

Ⅰ．4 事業計画策定後の実施支援に関すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．５．需要動向調査に関すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県商工会

連合会 

福岡県 地域金融

機関 

国 

事業者及び顧客 

の情報提供 

鞍手町 

統計データの

提供 

鞍手町商工会 

小規模事業者 

需要動向分析 

の情報提供 

県商工会

連合会 

地域金融

機関 

専門家派遣 

専門的技術支援 

金融相談対

応時の連携 

鞍手町商工会 

中小企業振

興センター 

小規模事業者 

事業者支援、 

事業計画遂行フォローアップ 
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Ⅰ．６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

県商工会

連合会 

中小企業振

興センター 

福岡ひび

き信金 

福岡県 

商談会・販売会・展

示会の情報提供 

ネット活用支援事業のシ

ョッピングサイト支援 

鞍手町商工会 

鞍手町 

小規模事業者 

くらてまちづくり

協議会 

商品開発プロジェクト 

くらてマルシェプロジェクト 

町主催イベント 

くらて元気まつり等 

販路支援 

鞍手町商工会 

町内事業者 

町内スーパー等 

地域資源を活用した 

商品開発支援 

県商工会

連合会 

広報力向上支援 

事業者支援、 

フォローアップ 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鞍手町商工会 

福岡県 鞍手町 

地域金融

機関 

県保証協

会 

日本公庫

連携 

情報交換 

他商工会


