
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「若宮商工会（法人番号 ２２９０８０５００５６７５）」 

実施期間 

 

平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

 

目標 

これまで取り組んできた小規模事業者支援及び商店街振興事業、特産品開発、伝

統文化などの地域資源を今一度精査し、地域事業者の連携による商工業の創生を図

る。その創生実現の為、支援機関・行政・金融機関等と連携し、小規模事業者が実

行する経営計画に寄り添い、伴走型経営支援に積極的に取り組む。具体的方策につ

いては、現状分析を受け止め連続性のある具体的行動策の方針を明確にし、５年間

で事業計画策定支援９８社、（創業、事業承継含む）を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済の動向に関すること【指針③】 

（１）経営動向調査  

① 景気・金融・雇用動向調査 ②売上・経常利益・設備投資 

③ 経営改善事業主ヒヤリング 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

《課題分析》 直面課題 段階的課題 複合課題 

《経営分析》 

（１）収益性分析（２）安定性分析（３）生産性分析（４）限界利益（率）分析 

（５）損益分岐点と対策 

３．事業計画策定・支援に関すること【指針②】 

A.小規模事業者事業計画策定支援 B.事業承継計画策定支援 

C.創業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）小規模事業者事業計画策定後の経営革新申請支援 

（２）事業承継問題個別支援・福岡県事業引き継ぎ支援センター連携活用支援 

事業承継セミナーの開催 

（３）経営指導員及び支援の工程管理表活用による伴走支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）需要動向調査実施（住まい環境充実支援） 

   需要動向調査後の個社への反映及び経営強化支援 

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】 

  消費者及び企業の需要動向を踏まえ、これまで展開しているビジネスマッチ 

ングフェア、商談会、農商工連携事業等を精査し、これからの小規模事業者 

の更なる販路開拓機会の創出と情報提供を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１） 商店街振興事業（２）地域ブランド育成支援（３）観光推進事業 

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り組み 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連絡先 

若宮商工会 担当 経営指導員 西住孝宏 

住所 福岡県宮若市福丸２５０－１ 

電話 ０９４９－５２－０６４０  FAX ０９４９－５２－１７６５ 

ＨＰ： http://wakamiya-shokokai.jp/ メール：wakamiya@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） 宮若市の立地 

福岡県宮若市は、福岡都心から約３５km、北九州市小倉北区から約３５kmと中間 

 に位置し、平成１８年２月に旧若宮町と宮田町が合併を行い、平成２７年９月末現在、

人口２８，９４７人、世帯数１３，０４２世帯、平成２８年で合併１０年を迎える。

 九州北部地域に属する宮若市の交通インフラは、鉄道は無くＪＲ運営のバス路線 

と、国道は東へ北九州方面、西は福岡方面が主要幹線道路であるが、スマートイン 

ター含む二つの高速道インターチェンジがあり、九州北部から南進九州の中央へア 

クセスでき、トヨタ自動車九州を中心に各種製造部品や運送・運搬には要のポイン 

トである。 

 

（２）宮若市の現状と産業構造 

元来、二つの自治体が持つ代表的な地域特性として若宮地域は、力丸ダム、犬鳴 

 きダムの補助多目的ダムを保有し、１級河川の遠賀川水系へ福岡県北九州市の水が 

 めの一つとして大きな役割を果たしている。また、市内西部に位置する脇田温泉街 

 は福岡の奥座敷と言われ、福岡都心部から車で約４０分。宮若市全体の観光入込客 

は、年間約１０９万人（平成２２年福岡県観光入込客推進調査より）風光明媚な恵 

まれた自然環境で、米や野菜、果物の生産に適した地域である。 

一方、旧宮田地域は明治１８年、貝島太助氏の手により開鑿に着手し貝島炭鉱が開 

坑された。その後、石炭を中心とした日本のエネルギー資源を支え、昭和３９年の 

ピーク時には、年間１４０万トン超の出炭実績があり、過去の従業員数は最大１０，

８４０人、家族含む２５，０００人以上が在住していた。その後閉山に伴い、旧宮 

田町も工場団地を造成し、工場誘致に力を入れ、トヨタ自動車九州（従業員約２， 

０００人）、をはじめ、数社の企業誘致に至っている。 

 現在の貝島炭鉱跡地は、２０１３年６月、住宅建設の大和ハウス工業（大阪市） 

と子会社の大和エネルギー（同）が跡地でメガソーラーを着工。２０１４年７月に 

完成し筑豊地区で屈指の産炭量を誇った炭鉱の閉山から跡地活用が実現した。約８ 

万８０００枚の太陽光パネルの年間発電量は一般家庭４，２００世帯分の消費量に 

相当する約２，０００万キロワットで九州電力にすべて売電する。 

  

（３）商業の振興 （第１次宮若市総合計画「後期基本計画」より抜粋） 

  ① 後期基本計画における主要な課題 

  市民生活に密着した商業の活性化と地元商業の経営基盤の強化が必要。高齢化が 

進む中、高齢者など身近な生活を支える商業の役割は重要となっており、商店など 

の賑わいや地域交流の場として活力を再生するためにも、観光や農商工、地域コミ 

ュニティなどと連携した新たな商業活動の創出、市民の暮らしと密着した魅力ある 

商店などの形成が必要。また、関連機関と連携した経営支援が必要である。 

 

② 商業活動の活性化と経営基盤の強化 
 特産品の開発・販路開拓の推進、農商工連携による特産品の開発から生産・ 
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販売に向けた体制強化と販路開拓を支援する。 

 観光関連事業者と連携したイベント・広報ＰＲ活動により、集客力の向上を 
図るとともに、地域と一体となった取り組みから小規模事業者への集客力の 

向上に努める。 

 小規模事業者に対する経営支援として商工会議所や関係機関と連携し、国・ 
県制度などを有効に活用し、事業計画策定や相談業務の充実により、経営安 

定化に向けて支援を行う。 

 

（４）観光の振興 （※宮若市観光推進基本計画より抜粋） 

基本方針 

市内に散在する観光資源の充実と新たな産業観光の掘り起しを行い、資源を有機 

的に連携させた特色ある観光ルートを目指すとともに、特産品を生かした、一年を 

通して観光客を惹きつける農業観光振興センターの整備を図る。 

 

（５）地域の現状と課題 

上記、(2)踏まえ、エネルギー産業への転換、製造業を中心とした企業振興状況 

は、目立った廃業や転出は見受けられないものの経済環境、コンプライアンス、為 

替レートの変動、企業間取引の状況等により適宜な対応は免れない。商工会が行う 

小規模事業者支援対し、これまでにない精度の高い伴走支援を遂行するためには、 

第一に消費者ニーズ動向からなる市場調査は欠かせない。大きな課題の一つとして 

地域内における買い物動向の傾向として日配品、買回り品共に購入できる店舗が少 

ないものの、ＦＣ大型店、ファストフード、レストランなどのサービス店の出店も 

無いことから、一見競合が無い分地域内消費が進むと思われるが、地域店での利用 

は限られ、若宮地域においては、宮田地区、或いは隣接地域への流出が極めて目立 

っている。また、高齢化の進行と市内循環バス等の路線も網羅していないため買い 

物事情の弱体化が課題である。現在も商工会の所在地域に１９事業所からなる商店 

街（会）を形成しているが、諸般の事情により廃業もしくは移転が相次ぎ、買い物 

客から見た便利な商店街とは言えず、毎年イベント等催しを重ねるものの日常の集 

客は厳しい。 

 現在の地域力を生かし、宮若市が総合計画に掲げる商業の振興と観光の振興は、 

商工会が行う小規模企業振興支援法と重なり、特に農商工連携、６次産業化支援は、

地域特産品のブランド化事業として商工会が中心となり着手している。このことか 

ら特産品の販路開拓推進業務は本経営発達支援計画策定の中には欠かせない取り組 

み方針と位置づけ大きな発展、振興のきっかけとして捉えたい。 

 

２． 若宮商工会と宮若商工会議所の概要と連携 

 

（１）若宮商工会の概要 

若宮商工会は合併前の旧若宮地区に位置し、平成２７年１２月現在、会員数２５ 

１名、（内、賛助会員８、定款会員２）、地域における組織率６２％（商工業者数 

独自調査/３８９事業所）。廃業、転出はあるものの平成２４年度から会員数は 

微増。職員数は経営指導員２名、経営支援員３名。事務局長設置は無く経営指導員 

１名が指定職員として兼務。 

 特に会員の減少と組織率の低下は、商工会の組織運営からみても極めて重大な問 

題であり、小規模事業者への支援力・支援体制・財政基盤の低下は、地域経済団体 
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としても重要なことと自覚し、執行部、職員一丸となって組織の安定に資する取り 

組みが必要と考え、目標を持った事業活動を実施している。 

 

若宮商工会 会員数推移状況・業種別（平成２３年～２７年/５年） 

    

業種 

年度 

 

製造業 

 

 

建設業 

土木業 

 

小売業

卸売業

 
サービス業 

（飲食・宿泊） 

 
サービス業 

（その他） 

 

  計 

平成23年度 ２４ ５０ ５６ ２８ / ６ ６７ ２３１ 

平成24年度 ２１ ４４  ５５ ２６ / ７ ６８ ２２１ 

平成25年度 ２４ ３７ ６３ ２４ / ６ ７２ ２２６ 

平成26年度 ２３  ３６  ６５ ２３ / ６ ７９ ２３２ 

平成27年度 ２１  ３６  ６５ ２４ / ６ ８２ ２３４ 

 

  若宮商工会会員における商工業者の割合は、小売業、卸売業、サービス業とで約 

７６％を占める。商工業者は地域内に点在しているが、若宮商工会付近に金融機関、

ＪＡ支店、ＪＲバス発着所、スーパー、商店街が存在し、飲食店及びサービス店も 

集中している。そのため、商工会の商業振興事業としては、商店街を中心としたイ 

ベントや販売促進に係る支援を行っている。しかしながら後継者不足も深刻で、平 

成３２年度予測（事業主年齢７５歳以上）から、３１パーセントの減少となり、早 

急な対策を講じなければならない。 

 

商店街地区の会員推移表（平成２５年１２月～２７年１２月/～平成３２年） 

    年度 

店舗数 

25年

（12月）

26年 

（12月）

27年 

（12月）

32年 

（12月） 

 

１．店舗数 

 

４０ 

 

４１ 

 

３９ 

 

２７ 

２．空店舗数 
（移転・廃業） 

 

１１ 

 

  ６ 

  

  ９ 

 

２２ 

 

３．空地 

  

０ 

 

  ４ 

 

  ４ 

 

 ４ 

 

また、平成４年度から商工会が着手した、当時の村おこし事業「宮若追い出し猫」

の地域振興事業がある。長期にわたり「宮若追い出し猫」を伝統の一つとして推進し、

現在も宮若市では欠かせない文化の一つとして、商業・観光振興ＰＲに大きく貢献 

している。 

 

「宮若追い出し猫」解説  宮若追い出し振興会（商標登録第４０５６７０９号） 

４００年ほど前、西福寺というお寺に猫好きな和尚さんが住んでおり、ある時、 

一匹の大ねずみが住み着き近隣を荒らして回り、その後和尚さんにも危害がお 

よぶようになり、見かねた飼い猫が何百匹もの仲間を集め、見事大ねずみを退 

治。追い出し猫は、この民話をもとに災いを追い出し、福を招く縁起物として 

つくられました。災い退散、開運招福のお守りとして親しまれています。 
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特産品販路開拓推進事業は、平成２０年度から農商工連携及び全国展開事業を経 

て、平成２４年３月に若宮商工会が「宮若じまん振興会」を設立。現在、会員数２ 

６名、認定特産品５２点を所有し、生産者直売所での卸売販売、小売り、イベント 

出展、商談会参加、ネット販売に取組み、福岡県、宮若市、福岡県商工会連合会主 

催等の事業の活動支援を行っている。 

 

「特産品認定」解説 （若宮商工会特産品認定委員会/平成２４年３月度設置） 

現在事業者が持つ商品、また新たな商品の品質と地域特産品としての位置づけ 

等、地域内外へ明確な説明と自信をもって発信するための特産品認定委員会を若 

宮商工会が設置。外部、消費者の代表者含む７名で構成し、３部門各１０項目の 

認定審査基準を設け、合格点数を獲得した商品を宮若市長に報告後認定とする。 

 

（２）宮若商工会議所の概要 （平成２７年４月１日現在） 

  宮若商工会議所は、旧宮田地区に位置し、会員数４９４名、事務局体制は、専務 

理事１名、中小企業相談所長１名、経営指導員２名、補助員２名、記帳専任職員２ 

名、記帳指導職員１名の９名である。宮若市における小規模事業者支援のエリアは、

旧行政区で分け、それぞれの地域に所在地がある者を正会員としている。 

 

（３）若宮商工会と宮若商工会議所との連携 

若宮商工会と宮若商工会議所の連携については、過年度にわたり主たる事業とし 

てプレミアム付き商品券発行事業を共催で発行し、平成２７年度は総額２億５千万 

円。プレミアム率２０％で取り組み即日完売に至った。また、新年に賀詞交換会を 

実施し、両会員事業所をはじめ、行政、関係団体、ＪＡ、自治会等から参加を募り 

１５０名規模の情報交換並びに名刺交換会を開催している。地域活性化事業として 

は、毎年１０月に宮若市行政を中心に、宮若商工会議所、若宮商工会、ＪＡ、宮若 

観光からなる「宮若ふるさと祭」に参画。（２００８年度開催から第８回目） 

 このイベントを通し両機関が担う役割として会員企業ＰＲ、特産品事業の販売支 

援、各青年部。女性部（女性会）事業の推進を支援。 

 

「宮若ふるさと祭」解説（宮若ふるさと祭２０１５ 実施要領抜粋） 

目的：イベントの企画や地元の方々による出店や出演、参加を通じて宮若市の 

農産物や特産品、産業、観光資源、文化等のＰＲを行い、「宮若市のイメ 

ージアップを図る場」「“ふるさと”の魅力を再発見する場」「出会いと交 

流の場」となることを願って実施する。を目的としている。 

 

また、若宮商工会と宮若商工会議所は、地域企業交流会を支援しており、若宮企 

業交流会（帰属企業２７社）、宮田企業交流会（帰属企業３４社）である。それぞ 

れの企業交流会は様々な情報交換、資質向上研修、企業研修、社会貢献活動を行っ 

ており、合同での親睦会や社会貢献活動も実施している。 

 

（４）中長期的な方針と目標 

上記に掲げることから、製造・建設・土木関連の事業所に対しては、その事業所 

の規模、体制に応じた各種情報提供やＯＪＴ、ＯＦＦＪＴといった社内拡充のため 

の研修制度等の提案を施し、イノベーション（技術革新）を含めた取り組み支援を 

行う。また、経営の根幹部分の販売力強化（海外展開含む）、生産性向上、コスト 
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削減、合理化等について、経営革新を推進し企業の安定性と成長性、事業承継を見 

据えた改革を支援し、各種補助金制度の活用、専門家による指導、金融支援を行い、

中長期的に伴走支援を行う。また、宮若市が掲げる「まち・ひと・しごと創生総合 

戦略」の中の基本目標Ⅰ、企業誘致のさらなる推進と企業（ＫＰＩ）では、平成３ 

１年度までの目標を累計４３社、創業・事業拡大・新事業展開の推進等により新規 

雇用者数は６６０人としている。（ＫＰＩ：数値目標及び重要業績評価指標）。 

産業競争力強化法に基づいて平成２７年度から宮若市と商工会が連携を図り、現在 

取組中の創業支援事業についても更に連携を強化し、創業計画の策定支援及び起業 

を勧め、かつ商工会の伴走支援を継続させるためにも本会加入推進を図る。 

商業・サービス業の事業所に対しては、基本的に地域店として地域内需要の販売 

強化支援を行うが、人口・世帯数、買い物の弱者の観点から見ても限界がある。そ 

のためには、抜本的に地域店ならではの強みを最大限に引き出せるサービス、独自 

性・商品力強化（ブランド化）、利用メリット及び消費支出額の明確化を図り、個 

者支援と面的支援体制の構築に取り組む。特に観光業については同業・異業種間の 

連携を図り、独創性の融合と地域が持つ地域力を最大限に活用できるネットワーク 

利用し地域外の集客から収益性の向上と永続的な地域活性化へ繋げたい。 

 

 中長期的な取り組みの具体的行動策、目標は５年間の通算で次のとおりとする。 

 

① 事業所への情報提供と経済動向の指標に資する取り組み 
四半期ごとに、経済動向、消費動向、事業者が経営に関する各種動向調査及び補 

助金活用情報の提供（３２５事業所） 

② 段階的かつ効果的な伴走支援 
業種別抜粋により、５ヶ年で経営計画の策定支援及び効果的な伴走支援を個社に 

合わせた支援体制の構築を図り、経営計画策定からフォローアップ支援する。 

（９８事業所）。 

③ 住まい環境の充実支援調査 
 快適な居住環境の整備が困難な高齢者（世帯）が多く見受けられる。地域内 
の建設・建築・サービス業の活用を普及・促進するため「住まい環境の充実 

支援」を対象に需要動向調査を実施する（若宮地区４，０２５世帯調査） 

 調査検証・分析結果から対象業種の個社へ反映 
 経営改善計画の策定支援をするととともに、商談件数、成約件数の目標を掲 
げ個社の売上向上、利益向上、顧客拡大へ繋げることを目的 

④ 地域ブランドの育成支援 
 特産品等の地域ブランド化に向けた専門支援として福岡県商工会連合会専門 
家派遣、福岡よろず支援拠点コーディネーター派遣 

 福岡県園芸振興課、地域中小企業支援協議会、宮若市主催による商談会、販 
売会、テストマーケティングの参加支援 

 宮若じまん振興会販路開拓事業支援 
 宮若市特産品認定事業（認定数 年/１０商品、５年/５０品） 
⑤ 観光振興プログラムの調査・研究 
 観光宿泊施設及び関連施設の受入状況調査・研究 
 製造業、商業、農業の観光化と既存観光事業者との連携 
 地域観光資源の発掘と商業化を考えるワークショップの開催 
 観光事業者と地域市民、自治会、コミュニティとのワークショップの開催 
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⑥ 創業支援事業の実施 
商工会が行う起業家支援事業として創業スクール開催に着手しており、平成２７ 

年度から産業競争力強化法に基づき地域自治体と宮若商工会議所との連携により「 

創業相談窓口」設置及び「宮若市創業スクール」を開催。平成３１年までに宮若市 

が掲げる創生総合戦略にも合致することから、地域内創業支援事業の強化と連携に 

取り組む。また、商工会地区では商店街形成の現状と今後の店舗減少の予想から抜 

本的な対策と支援を講じて行く。 

 創業セミナー・スクールの開催 
 開業計画策定支援 
 創業資金調達支援 
 創業相談窓口の設置 
 宮若市創業支援制度拡充と連携 
 商店街再生計画の企画・立案・実施 

⑦ 商工会組織力活用事業 
商工会の会員事業者は本地域に点在しており、商工会への帰属意識や商工会及び 

会員間の関わりについては希薄な面が伺え十分とは言えない。また、消費喚起事業 

も一部商店街事業として実施しているものの地域全体の事業として捉えられていと

は言えない。従って、現在の地域活性化事業の状況を踏まえ、効果的かつ合理的な 

活性化事業を打ち出すこととしたい。具体的には各事業者がPR・販売・異業種交流 

・コミュニティの創出を行う「商工まつり」事業を実施すると同時に、会員事業所 

の経営支援に繋げて行く。 

 

【事業実施スケジュール】 

若宮商工会が実施する経営発達支援計画期間の５ヶ年で、目標達成のために段階 

的に事業に取り組み、その間、事業計画の遂行状況、加法修正、実施検証等ＰＤＣ 

Ａを繰り返し、地域商工業者の永続的発展に寄与していくこととする。また、事業 

の実施、履行状況を理事会における経営発達支援計画審議会において報告、共有化 

を図り、充実性を高めることが地域支援機関として必要とされる商工会づくりを目 

指す。 

 

１．現状の把握と分析・・・Ⅰ 

① 需要動向調査（住まい環境充実支援調査）/住民世帯調査 
② 地域資源発掘 
③ 宮若市後期計画の進行状況と本計画との連携分析 
（企業立地状況、創業状況、観光入込客動向、農業振興に係るハード整備状況）

④ 追加調査（適宜） 
 

２．情報発信基盤整備・・・Ⅱ 

① 経営発達支援計画の情報公開（ホームページコンテンツの整備） 

② 制度別融資制度、経営発達支援資金、国・県補助金制度等の情報提供 

③ 事業経営に係るコンプライアンス・改正条項の情報提供及び指導 
 

３．経営改善計画の策定支援・・・Ⅲ 

① 業種別経営改善計画の策定支援 
② 経営革新計画申請支援 
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③ 国・県等補助金・助成金申請支援 
 

４．特産品販路開拓推進・・・Ⅳ 

① 特産品開発及び特産品認定支援 
② 商品ブラッシュアップ支援 
③ 販路開拓支援（商談会、イベント、催事出展支援） 
④ 宮若じまん振興会との連携支援 
 

５．観光振興事業の提案・・・Ⅴ 

① 観光関連事業者及び宿泊業の集客数実態調査 
② 企業・工場見学者等の集客数調査 
③ 農業体験型施設の集客数調査 
④ 地域集客施設の集客数調査 
⑤ 観光関連事業者及び宿泊業ワークショップの立ち上げ 
⑥ 観光振興プログラムの企画・立案 
⑦ 観光振興プログラムの実施 

 
  ６．創業支援、企業誘致、空き店舗対策・・・Ⅵ 
  ① 創業セミナー・スクールの開催１回（年/１回×５ヶ年） 
② 開業計画書策定支援 
③ 創業資金調達支援 
④ 創業相談窓口の設置 
⑤ 宮若市創業支援制度拡充と連携 
⑥ 商店街空き店舗対策企業誘致 

 
７．商工会組織力活用事業の実施・・・Ⅶ 

  ① 商店街振興事業及びイベントの企画・立案（商工まつり） 
② 商工会（商業委員会・工業員会・観光委員会）の連携事業 

 
８．資質向上対策・・・Ⅷ 
① 職員の小規模事業者支援スキルの向上に関する研修会・勉強会への参加 
② 本経営発達支援計画推進に係る、職員プロジェクト会議での資質向上 
③ 本経営発達支援計画推進に係る、職員プロジェクトOJTの実施 
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【経営発達支援計画実施スケジュール】実施期間：平成２９年度～３３年度 
 

（年度） 

（実施項目） 

 

29年度 

 

30年度 

 

31年度 

 

32年度 

 

33年度 

 

以降 

（修正）

Ⅰ．現状の把握と分析       
① 需要動向調査（住まいニーズ） ● ●     

② 地域資源発掘 ● ●     

③ 宮若市総合計画（進捗経過） ● ● ● ● ● ● 

④ 追加調査等(適宜) ● ● ● ● ● ● 

Ⅱ．情報発信基盤整備       

① 発達支援計画の情報公開 ● ● ● ● ● ● 

② 制度別融資制度 ● ● ● ● ● ● 

③ 事業経営に係る情報提供 ● ● ● ● ● ● 

Ⅲ．経営改善計画の策定支援 ● ● ● ● ● ● 

① 業種別経営改善計画支援  ● ● ● ● ● 

② 経営革新計画申請支援 ● ● ● ● ● ● 

③ 補助金・助成金申請支援 ● ● ● ● ● ● 

Ⅳ．特産品販路開拓推進       

① 特産品開発・認定支援 ● ● ● ● ● ● 

② 商品ブラッシュアップ支援 ● ● ● ● ● ● 

③ 販路開拓支援 ● ● ● ● ● ● 

④ 宮若じまん振興会連携       

Ⅴ．観光振興事業の提案       

① 観光関連事業者及び宿泊業
の集客数実態調査 

● ●     

② 企業・工場見学者等の集客数調査 ● ●     

③ 農業体験型施設集客数調査 ● ●     

④ 地域集客施設の集客数調査 ● ●     

⑤ 観光関連事業者及び宿泊業
ワークショップの立ち上げ 

 

 

 

● 

    

⑥ 観光振興プログラムの企
画・立案 

  

● 

 

● 

   

⑦ 観光振興プログラムの実施   ● ● ● ● 

Ⅵ．創業支援事業の実施       

① 創業セミナーの開催 ● ● ● ● ●  

② 開業計画策定支援 ● ● ● ● ●  

③ 創業資金調達支援 ● ● ● ● ●  

④ 創業相談窓口の設置 ● ● ● ● ●  

⑤ 宮若市創業支援制度拡充と連携 ● ● ● ● ●  

Ⅶ．商工会組織力活用事業の実施       

① 商店街振興事業（商工まつり）   ● ● ●  

② 商業・工業・観光連携事業   ● ● ●  

Ⅷ．資質向上対策       

追加調査項目（適宜）       

① スキル向上研修会 ● ● ● ● ●  

② 職員プロジェクト資質向上 ● ● ● ● ●  

③ 職員プロジェクトOJT ● ● ● ● ●  

追加調査項目（適宜）       
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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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

《現状》 

本会では、経営指導員が四半期に一度（景気動向、金融動向、雇用動向況調査） 

を巡回・窓口対応時に各企業の上記動向をヒヤリングしている。 

《課題》 

課題は、ヒヤリング対象事業者から個別に行うが、対象業種毎（製造業・建設業 

・卸・小売・サービス）から抽出したヒヤリングにより全体的な傾向としての調査 

にとどまっており、実施はしているものの調査数においては十分とは言えない。 

個社の事案に対しては問題への対応、解決に向け支援行うが、各事業者へ業界の傾 

向や情報共有・提供がなされていない。 

《今後の取り組み》 

上記課題を踏まえ、実施方法の改善として新たに下記調査項目を追加し、地域の 

小規模事業者に対して四半期ごとに調査を実施。更に調査精度を向上させるため、 

年に一度職員巡回による調査対象事業者は、域内の全小規模事業者を対象とする。 
※中小企業者３８９社中、３２５社が小規模事業者 

※小規模事業者数：平成２７年度１２月現在 商工会独自調査により宮若市認定 

（事業内容） 

（１）経営動向調査（拡充実施） 

実施時期：四半期/1回 

対象企業：小規模事業者３２５社 

調査項目①：基本調査/景気動向・金融動向・雇用動向 

調査項目②：追加項目/売上高・経常利益・設備投資状況・財務状況・取引状況・ 

顧客状況・環境変化状況（業界・地域） 

 手  段 ：郵便・メールによるアンケート（１，３００社） 

調査項目③：経営改善事業主ヒヤリング（現状の課題等） 

手  段 ：職員巡回によるヒヤリング調査３２５社 

調査分析 ：上記（１）調査から、業種別売上高動向、経常利益動向、設備投資額、

      雇用動向を分析。本会、ホームページ、広報誌、経営発達支援審議会 

      で公開し、事業経営の指標として提示・活用する。 

（定量目標） 

 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 
調査項目① 

基本調査 

 

〇 
1,300 

（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回）

 

HP公表頻度 
 

× 

 

（四半期/1回） 

 

（四半期/1回） 

 

（四半期/1回） 

 

（四半期/1回） 

 

（四半期/1回）

調査項目② 

追加調査 

 

× 
1,300 

（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回） 

1,300 
（四半期/1回）

 

HP公表頻度 
 

× 

 

（四半期/1回） 
 

（四半期/1回） 
 

（四半期/1回） 
 

（四半期/1回） 
 

（四半期/1回）

調査項目③ 

ヒヤリング 

 

× 
325 

(年/1回) 

325 
(年/1回) 

325 
(年/1回) 

325 
(年/1回) 

325 
(年/1回) 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

《現状》 

これまで小規模事業者の経営相談からなる支援は、金融斡旋、税務対策、労働対 

 策、販路開拓支援など、経営改善普及事業のメニューに従い、経営指導員と経営支 

 援員が実施してきたが、その中で特に経営革新、ものづくり補助金、持続化補助金、

経営計画策定支援など、一定の目標を持つ個社支援を行ってきた。しかしながら、 

特に経営に関する諸問題解決や改善について相談が無ければ積極的な提案を行って 

きたとは言えない。 

《課題》 

通常の巡回訪問、窓口による相談事項は、都度支援を継続実施して行き、（１） 

に掲げる経営動向調査から、更に掘り下げた分析とヒヤリング結果に応じ適宜に対 

応をする必要性がある。また、経営分析は一つの問題の解決だけではなく、様々な 

要因が複雑に絡み作用されているケースも多く、その問題を経営指導員と経営支援 

員とが情報を共有して対処するとともに、必要に応じ外部支援機関、中小企業診断 

士、専門家等と連携を図り、永続的な伴走支援を行うことが課題である。 

《今後の取り組み》 

上記課題を踏まえ、会員・非会員問わず、小規模事業者が抱える問題について、 

直面課題、段階的課題・複合課題をトリアージ判定。支援内容の分析結果は職員プ 

ロジェクト会議において共有し、問題が解決に至るまでフォローアップを実施して 

行く。また、より具体的な支援とフォローアップ精度を高めるため、下記管理表を 

活用し実務支援に取り組む。 

  

参考：事業所別フォローアップ管理表（職員用/社外秘） 

 

【分析結果/類別】A．直面課題 B．段階的課題 C．複合課題（A＋B） 

 【指導事項/類別】1．経営革新 2．経営一般 3．情報化 4．金融 5．税務 

          6．労務 7．労働 8．取引 8．環境対策 9.その他  

【支援状況/類別】1. 順調に支援 2.要継続支援 3.修了 

 【経営分析】 

    上記経営分析の実施体制により、具体的な経営分析の指標は、収益性分析、安 

定性分析、生産性分析、限界利益（率）分析、損益分岐点分析で実施。 

特に販売及び収益率に関する分析は、小規模事業者と経営指導員、専門家等とが、 

データに基づき具体的に伴走支援を実施して行く。小規模事業者の経営形態、資本、

規模、管理体制や状況により一律に分析が異なる事が懸念されるが、精度の高い分 

析により経営改善に努める。 

 

 

        
事業所名 業 種 分析結果 指導事項 支援状況 連携の有無 担当者 

１．(株)〇〇 建設業   A   １   ２ 有・無 〇〇指導員 

２．(有)〇〇 小売業   B    ３   １ 有・無 〇〇指導員 

３．〇〇商店 卸売業   C ２．７ ２ 有・無 〇〇支援員 

４．〇〇産業 土木業   B ６  ２ 有・無 〇〇支援員 

５．〇〇(株) サービス  A  4  ３ 有・無 〇〇支援員 
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１． 収益性分析 

① 総資本対営業利益率（%） 

② 経営資本回転率（回） 

③ 売上高（完成工事高）対営業利益率（%） 

④ 売上高（完成工事高）対総利益率（%） 

⑤ 売上高対販売管理費率（%） 

⑥ 売上高対経常利益率（%） 

⑦ 商品回転率（回） 

 

２． 安定性分析 

① 自己資本対固定資産比率（%） 

② 固定長期適合率（%） 

③ 流動比率（%） 

④ 当座比率（%） 

⑤ 総資本対自己資本比率（%） 
 

３． 生産性分析 

① 資本生産性（円） 

② 労働生産性(円） 
③ 労働分配率 

 

４． 限界利益（率）分析 

① 売上高―変動費―固定費＝利益 
② 限界利益＝売上高―変動費（＝利益＋固定費） 
③ 限界利益率＝限界利益÷売上高 

 
５．損益分岐点と対策 

損益分岐点売上高＝固定費÷限界利益率 

損益分岐点売上高とは「利益＝０」の時の売上高 

損益分岐点売上高―変動費―固定費＝利益＝０ 限界利益＝売上高-変動費、 

損益分岐点売上高―変動費＝限界利益＝固定費 

これを変形すれば、限界利益＝損益分岐点売上高×限界利益率＝固定費 

損益分岐点売上高＝固定費÷限界利益率＝固定費÷（1－変動費/売上高） 

 

損益分岐点比率６０％以下  

   《対策》売上高を増やすことが重要 

◇販売数量を増やす 

◇新製品の開発 

 

損益分岐点比率６０～８０％  

《対策》 

    ◇販売数量の増加努力 

 ◇リベート等の再検討 

◇代替材への切替えの検討 



１２ 

 

◇市販品、標準品の切替えを行う 

◇集中購買、海外調達、長期購入 

契約などにより、原材料価格の 

引下げを要請する 

◇無駄な在庫等の経費を節減 

◇運搬費用を減少させる 

◇歩留率を引き上げる 

◇原材料の使用数量を減らす 

◇不良品の更正、屑・廃品の利用 

◇製造方法の効率化 

  

損益分岐点比率が８０％以上 

《対策》 

 ◇管理部門の組織変更と人員整理 

 ◇外注利用を考慮する 

◇支払金利の低減 

◇減価償却費と稼働率の再検討 

◇固定給制度を能率給化 

◇退職金制度等の見直し 

◇広告宣伝費、販売促進費、教育訓練費などの効率化 

◇遊休資産、機械設備売却処分 

 

（定量目標） 

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

経営分析 １２ １５ １５ ２０ ２０ 

 

  販売分析からなる戦略策の提案 

① 節指数  →業種毎の市場繁忙期・閑散期の確認（繁忙期と閑散期の関係性） 

② ABC分析 →売れ筋商品・死に筋商品、売り上げ貢献度の確認 

③ 外部環境分析 

④ 内部環境分析 

⑤ SWOT分析/クロスSWOT分析 
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３．事業計画策定・支援に関すること【指針②】 

宮若市小規模事業者の持続的発展に繋がる支援策として、何よりも優先度が高 

いのは経営基盤の強化である。従って事業経営状況の分析結果、経済動向等を踏 

まえ、需要を見据えた事業計画の策定が基本的な取り組みと考え、すなわち、こ 

れから経営発達支援事業を実行して行くうえでは、現状、課題、今後の取り組 

みを十分に読み取り、本会は小規模事業者の永続的かつ安定的な支援策を講じる 

こととする。そのため支援計画の骨子を下記実施事業別に精査し、A.B.の事業計 

画策定支援については、建設業・サービス業に対し実行する。 

 

A.小規模事業者事業計画策定支援（拡充実施） 

《現状》 

小規模事業者支援として経営革新計画策定支援、小規模事業者持続化補助金及び 

ものづくり補助金申請に係る事業計画策定支援、また、日本政策金融公庫経営改善 

貸付推薦及び普通貸付、県セーフティネット貸付などの斡旋支援を実施している。 

 伴走型支援としては、平成２７年度から福岡県飯塚中小企業振興事務所に設置さ 

れた合同地域中小企業支援協議会において、本会から経営支援モデル事業所を選出 

（３事業所）し、支援状況のモニタリングと進行状況を報告。担当経営指導員から 

は支援状況についてヒヤリングを実施し、県職員、福岡よろず支援拠点、日本政策 

金融公庫福岡支店から支援に関するアドバイス・助言をいただき引き続き伴走支援 

に反映としている。 

《課題》 

現状で記載した３事業所以外、日常・都度発生した相談内容に対応はしているも 

のの連続性のある支援方針が明確になっていない。経営革新については、小規模事 

業者に対し経営革新取組の提案や推薦、承認事業者が持つ優位性の説明などが不十 

分であり、事業者に対しもっと効果的な広報活動と発掘が課題。 

《今後の取り組み》 

上記課題を踏まえ、経営発達支援計画で目標の連続性のある伴走支援を実行する 

ため、事業計画策定支援対象者を明確にして効率的な支援方針に着手する。 

 経営状況の分析に関することに掲げた事業所フォローアップで得る、直面課題、 

段階的課題、複合課題の発生に対し、経営指導員、経営支援員は連携して支援の拡 

充を図る。このことを経営発達支援計画事業の根幹として中長期的に捉える１０年 

後の地域経済状況と個社の良好な経営状況を見据えるための５ヶ年計画とする。 

《事業内容》 

課題を持つ小規模事業者の上記課題の類別判定後、経営指導員、経営支援員は課 

題解決の為具体策を実施する。従来の金融・税務・労働など経営改善普及事業とさ 

れる項目については早急な支援策で対応。段階的課題、複合課題については、事業 

計画策定や経営革新計画策定支援に繋げ伴走支援を実施。 

 

（具体策） 

① 【指針①】で実施する小規模事業者の内、直面課題、段階的課題、複合課題と 
いった経営改善及び事業の持続的発展に伴う支援先を定量目標数に掲げる事 

業所（支援対象者）とする。 

②  事業計画書策定支援に掲げる目標について、個社の付加価値の伸び率を年率 
２．９％以上を目標とし策定する。 
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③ 上記、①で掲げた対象者に対し、経営指導員及び経営支援員は、巡回訪問、中 
小企業診断士、専門家活用等連携により事業計画書の策定を実施する。 

 

経営目標の指標設定（根拠）/ 中小企業庁（経営目標の指標） 

「１．付加価値額」及び「２．一人当たりの付加価値額」 

     付加価値額の定義については、営業利益、人件費及び減価償却費の合計 

 

 

 

    （参 考） 

    経営革新の承認基準 

    N～５年計画 目標伸び率１５％以上 

N～４年計画 目標伸び率１２％以上 

    N～３年計画 目標伸び率 ９％以上  

    ５年後の付加価値額の伸び率を１５％とした場合、年率２．９％の 

伸び率を目安とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 事業承継計画策定支援（拡充実施） 
《現状》 

本会の概況で掲げている高齢化に伴う廃業は、商店街地区に限定した場合、５年 

後には３１％の減少予測となり、事実上事業承継が出来ず、廃業後に同業または異 

業種を誘致している状況である。特に個人事業者についての事業承継対策は進んで 

おらず、抜本的な解決を急がれる状況である。また、行政の支援策で定住化推進策 

（定住の家賃補助制度）はあるが、事業承継についての具体策がない。個別相談に 

ついては福岡県事業引継ぎ支援センターと連携し問題解決に着手している。 

《課題》 

  小規模事業者の中長期的な事業存続に関する問題視（継続意思・廃業意思・不確 

定などの事業存続に対する意識）について聴き取り調査が必要。また、企業が抱え 

る事業承継についても、事業主が選択する事業承継の在り方について、専門的知識 

の習得やスムーズな承継をするには知識習得のセミナーや研修会と言った機会の創 

出が必要。 

《今後の取り組み》 

 事業承継に係る意識調査を現状の把握と分析 動向調査項目⑤追加調査により実 

施。企業が持つ事業承継の現状について把握する。 

事業承継問題については、経営計画同様慎重な取り扱いと対応が必要であるため経 

営指導員、経営支援員は細心の注意を図りながら連携して取り組む。 

１．付加価値額 ＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

２．一人あたりの付加価値額 ＝付加価値額/従業員数 
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●福岡県事業引き継ぎ支援センターとの連携（拡充） 

 ●福岡県商工会連合会専門家派遣 

《事業の内容》 

 ●事業承継セミナーの情報提供 

●個別診断（相談会）の開催 

 

C.創業計画策定支援（拡充実施） 

《現状》 

本会では、宮若市において創業を行う者に対し、創業相談窓口の設置及び創業ス 

クールの開催を行ってきた。（別表４）連携体制図。本会が行う経営発達支援計画 

の（３）中長期的な方針と目標に、宮若市が掲げる「まち・ひと・しごと創生総合 

戦略」の中の基本目標Ⅰ 企業誘致のさらなる推進と企業（ＫＰＩ）では、平成３ 

１年度までの目標を累計４３社、創業・事業拡大・新事業展開の推進等により新規 

雇用者数は６６０人としている。従って、地域内創業及び起業化を地域活性化に資 

する重要な支援業務と位置づけている。 

《課題》 

平成２７年度の創業スクール１２者の受講者から開業へ至ったのは２者であるが 

いずれも地域外での創業であった。創業に向けての進捗状況や内容についても正確 

に把握しているとは言えない。また、職員間の中で創業予定者の情報共有不足。 

 《今後の取り組み》 

１件でも多く地域内創業を推進することから、創業相談窓口及び創業スクール実 

施について幅広く効果的な広報活動の啓発を図り、まずは事業を始める第一段階と 

して商工会の利用を促す。また国は、「女性の職業生活における活躍の推進に関す 

る基本方針を策定（閣議決定）」し、任意ではあるが、地域において女性活躍推進 

に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができるなど、女性の創 

業に関しても、積極的な支援を行いたい。日本政策金融公庫が持つ貸付制度、無担 

保・無保証人で利用できる新創業融資制度の「女性小口創業特例（一部用件を免除 

する特例）」など活用を促進し計画的な開業へ繋げたい。 

 上記に掲げた展開等により発掘した創業計画を立てる者を支援の対象者とし、創 

業予定者には初めての相談から開業至るまで、または計画変更等による一定の結論 

に至るまでの間、経営指導員と支援員は責任を持って創業支援を実施する。 

《事業内容》 

（１）創業窓口の設置（継続） 

（２）創業スクールの開催（継続）（頻度/毎年1回） 

（３）相談窓口・創業スクール実施啓発活動（宮若市広報、ホームページ、広報誌）

（具体策） 

① 創業予定者の開業工程表の作成（新規） 
※工程表：事業計画策定後の実施支援に関すること「指針②」で記載 

初めての相談から開業予定日を設定し、時間軸による開業工程表を作成。 

工程表に従い計画的に進捗しているかを把握し、計画の修正、変更、設立 

に関する事項の整備状況の確認を行う。また、進行状況については、職員 

プロジェクト会議で共有し開業達成まで支援を行う。 

② 開業計画書策定支援 

創業予定者に対し、事業計画書の策定支援 

 創業動機、目標、会社経営ビジョン・・・・・・・・・・経営理念 
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 届出・整備 
開業届（税務署）、許認可（県知事許可等）、事業主加入保険 

（労働保険、雇用保険）、他・・・・・・・・・・・・・公的手続 

 事業内容の明確化 
（サービス・商品・社会貢献・システム・他）・・・・・経営方針 

 開業設備資金、運転資金、自己資金の調達と整合性・・・資金計画 
③ スタートアップ支援 

 開業後の月度別売上高、粗利益、営業経費、収益性の推移状況と事業 
計画との検証と対策（頻度/毎月） 

 会社（事業）の安定状況と事業実施体制の構築度の確認 
 

（定量目標）A.B.C 策定支援目標 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

A.小規模事業者事業計画策定支援後の実施支援 

《現状》 

小規模事業者に対する支援は、課題別に経営指導員と経営支援員が解決策を判断 

し支援している。また、専門的分野については適宜に専門家や専門機関との連携に 

より直接支援を講じている。 

《課題》 

 課題別に対応した結果は解決に至ったケースが大半であるが、事業計画を策定し 

てからの伴走支援は不十分であり、抜本的な解決とは言えず経過観察を含む伴走支 

援が課題である。 

《今後の取組み》 

上記課題から、事業計画書策定後の事業者に対し全社フォローを実施する。また、

定期的なフォローアップとしての項目を定め、売上、経費、収益状況、事業計画の 

進捗状況、新たな課題等を把握し、策定計画を具体的に実行支援して行く。 

 

B.事業承継計画策定支援後の実施支援 

《現状》 

 事業承継課題発生毎に経営指導員を中心に事業承継問題の解決策を講じており、 

特に法人の事業承継や司法処理を伴う支援策としては事業承継支援センターへの派 

遣による指導を実施。 

《課題》 

 事業承継指導後、承継有無問わず経営状況（売上、収益性、取引先の安定、今後 

の方針等）について実施はしているものの、事業の本質やフォロー頻度も少なく不 

支援内容 現在 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

A.小規模事業者  

事業計画策定支援 
（内、経営革新策支援） 

 

１０ 

（６）

 

１０ 

（６）

 

１０ 

（８）

 

１０ 

（８）

 

１０ 

（８） 

 

１０ 

（８）

B. 事業承継計画策定 

（セミナー開催） 

３ 

（１）

 ３ 

（１）

 ５ 

（１）

 ５ 

（１）

 ５ 

（１） 

 ５ 

（１）

C. 創業計画策定支援 

 （スクール開催） 

 ５ 

（１）

 ５ 

（１）

５ 

（１）

 ５ 

（１）

 ５ 

（１） 

５ 

（１）
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十分である。 

《今後の取組み》 

 A．同様、事業承継に関する事業計画の実施支援は、項目を定めて具体的なフォ 

ローアップを実施する。また、項目毎に計画との乖離が生じた場合は、PDCAを実施し、

計画の修正や対策を講じて行く。 

 

C.創業計画策定支援後の実施支援 

《現状》 

創業相談窓口で着手した創業予定者及び創業スクール受講者へ、創業計画通りの 

実施状況の確認及びアドバイス。 

《課題》 

 創業支援を行った事業者へ、経営指導員及び経営支援員が開業後の実施状況・資 

金繰り財務・税務状況等の聴き取りを行っているが、計画どおりまたは不調に係ら 

ず、丁寧なスタートアップ支援が課題である。 

上記に掲げるA.B.C.の事業計画策定後、計画の進捗状況、修正、結果についての 

状況と次の対応策について、PDCAが実行できていない。また、その結果について全 

般的に経営指導員・支援員間で情報共有と見える化（守秘義務の範囲）がなされて 

いない。 

《事業内容》 

A.計画策定支援後の実施として、類別判定後の直面課題、段階的課題、複合課題に

 応じ具体的に伴走支援を行うが、課題発生から解決または、新たな展開や取り組み 

に対し経営指導員・支援員は支援内容を共有し対処する。特に段階的課題で発生す 

ると考える経営革新計画は、項目毎かつ定量的に目標を掲げ実施支援を行う。 

 

B. 事業承継に関し、事業策定計画で掲げる事業承継（後継者）状況を把握後、 

 個社に応じた具体的な支援として計画の項目毎実施状況を定期頻度かつ定量的に実 

施し実行支援を行う。 

 

C.創業計画策定支援（拡充実施）の具体策①に掲げた工程表を活用し、開業に至 

る間の実施状況を実施者と支援者は毎月定期的に確認を行う。また、創業後はスタ 

ートアップ支援に切り替え、A.に掲げる実施支援へ移行する。 

 

 A.B.C.の実施支援する事業者はもれなくフォローの対象とするが、発生した改善 

点や計画の修正は、経営指導員だけでは無く実施体制に掲げる職員プロジェクトを 

中心に解決策に取組み、また必要に応じて専門的機関の活用を行い助言・アドバイ 

スを仰ぎ組織的に取り組む。 
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A.事業計画策定後の実施支援 

    下記の定量頻度で実施するフォローアップ時に、項目別に調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.小規模事業者事業計画策定支援後のフォロー頻度 

 

（定量目標） 

 

B, 事業承継計画策定支援後の実施支援 

下記の定量頻度で実施するフォローアップ時に、項目別に調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 事業承継計画策定後のフォロー頻度 
 
（定量目標） 
 

 

調 査 項 目 

１．売上高推移 

２．経費・管理費の推移 

３．収益高（粗利益） 

４．事業計画の進捗状況 

５．新たな課題等 

支援内容 現在 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
A.計画策定後実施支援数 １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

  フォロー頻度（四半期） ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

 内、経営革新承認後支援数  ６  ６  ８  ８  ８  ８ 

  フォロー頻度（毎月） ７２ ７２ ９６ ９６ ９６ ９６ 

調 査 項 目 

１．事業承継実施の時期 

２．事業承継の手続き 

３．承継完了有無 

４．事業計画の進捗状況 

５．新たな課題等 

６．売上高推移 

７．経費・管理費 

８．収益性 

９．取引状況（安定性） 

10．今後の方針等 

支援内容 現在 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
B. 事業承継計画策定 ３ ３ ５ ５ ５ ５ 
  フォロー頻度（四半期） １２ １２ ２０ ２０ ２０ ２０ 
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C.創業計画策定支援後の実施支援 

 

【創業計画 工程表】 
 

 

 
 

 

 

 

 

※開業予定日は、概ね1年以内で作成（上記表は6ヶ月） 

 

C.創業計画策定支援後のフォロー頻度 
 

（定量目標） 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

《現状》 

本会地区の商業環境と近隣の商業環境の状況から地域内消費喚起事業は行ってき 

た。しかしながら、消費者が求めるニーズの分析と対策は、決して有効な対策であ 

ったとは言えない。半径１０キロメートル圏内に、福岡県飯塚市（人口130,517人/ 

平成27年12月現在）、宗像市（人口96,670人/28年1月）、福津市（人口60,255人/2 

7年12月）と接しており、いずれも大型店商業施設、大手ディスカウントセンターが 

立地し、小規模事業者数についても全て上回っている。日配品・買回り品・サービ 

ス・役務の利用は極めて流出傾向である。 

 また、宮若市においては、特に少子高齢化の加速が懸念され宮若市の人口ビジョ 

ン（平成28年3月発表）では、15歳から65歳の生産年齢人口は減少傾向。一方65歳 

以上の老年人口は2015年：9,291人（32％）、2020年：9,656人（35％）と増加傾向 

にあり、以降は市全体の人口減少が予想されている。 

《課題》 

現在の需要開拓に寄与するためには、地域外事業者の活用に至るファクターや地 

元事業者の未活用の原因を需要動向により調査・分析し、既存事業の拡充と新たな 

地域内の消費喚起へ繋がる対策を講じる必要性が望まれる。 

《今後の取り組み》 

 上記課題を踏まえ、快適な居住環境の整備が困難な高齢者（世帯）が多く見受け 

られる。従って地域内の建設・建築業・サービス業者の活用を普及・促進するため、

「住まい環境の充実支援」を対象に需要動向調査を実施する。 

 

項 目 〇月度 〇月度 〇月度 〇月度 〇月度 〇月度 

1.開業計画作成       

2.資金計画（調達）       

3.届出、申請       

4.契約関連       

5.設備関連       

6.人材確保       

支援内容 現在 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
C.創業計画個社支援数 

（スタートアップ支援含） 
 

５ 

 

５ 

 

５ 

 

５ 

 

５ 

 

５ 
  

フォロー頻度（毎月） 

 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 

 

６０ 
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《事業内容》 

（１）調査項目（住まい環境の充実支援調査） 

① ニーズ調査・・・・内容：居住環境整備関連の調査（高齢者、介護支援等）
② 調査手段・・・・・郵送：住民アンケート調査 
③ 対象者・・・・・・世帯：4,025世帯 行政区（旧若宮地区） 
④ 参 考・・・・・・老齢人口比率/人口（9,291/28,940 32％） 
 

【宮若市若宮地区・世帯調査/平成27年12月現在】 

 

 上記、ニーズ実施後から得た住まい環境の充実に係る要望調査を基に、小規模 

事業者３２５社中、建設業及びサービス業（１０４社）に情報提供を行う。 

具体的に、本会が行う経営発達支援事業に係る需要動向調査は、項目ごとに個社 

支援策として有効な活用を前提に、その個社支援を目的とした需要動向調査の結 

果を提供する。また、対象となる個社の取組の経過・成果を追跡し、中長期的に 

捉えた経営発達支援事業の実施期間5ヶ年で、個社対策と組織対策の両面を検討し 

て行く。 

以下、項目のとおりニーズ調査を実施。実施後はチャート図や項目ごとの調査 
結果を整理し小規模事業者へ事業計画策定に係る経営戦略に反映する。 
《調査項目》住まい環境の充実支援調査（２９年度・３０年度） 
 基礎調査  

住所・氏名・年齢・世帯人数（内訳）、所有権（自己・賃貸） 
 設問項目 

   １．住宅改修（リフォーム・オール電化含む） 
   ２．バリアフリー化（屋外・屋内） 
   ３．手摺・補助機能取付（玄関・廊下・トイレ・浴室・脱衣場・階段・他） 
   ４．給湯・水回り・水漏れ・台所・浴槽・寝室・階段・他改修 
   ５．防音・防水・防炎改修 
   ６．電化製品・電気設備・消耗品の交換（電球、蛍光灯） 
   ７．各種設備の点検・清掃 
   ８．その他 

個社への情報提供後から商談件数、成約件数、売上高、個社全体の収益率の分 
  析行い、ニーズ調査から顧客拡大へと繋げて行く指標とする。 
（定量目標） 

※世帯数から１０％の回答率を設定 
 
 

平成27年 

12月31日現在 

 

若宮地区 

 

山口地区 

 

西校区 

 

吉川地区 

 

合 計 

 

世 帯 数 

 

１，７０９ 

 

５８２ 

 

６４４ 

 

１，０９０ 

 

４，０２５

 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 
１．情報提供数  ４００ ５００ ４００ ４００ ４００ 
２．商談件数   ４０   ５０ ４０ ４０ ４０ 
３．成約件数   １２   １５ １２ １２ １２ 
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 追記：５ヶ年計画中に他の需要動向調査が必要と判断した場合は実施スケジュー

ルの調査③、④により、個社へ反映の調査項目を明確化して適宜に実施。 
 

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》 

小規模事業者の需要開拓に関する事業として、「特産品商談会、テストマーケテ 

ィング、ビジネスマッチング、イベント、催事等参加及び開催支援を行っている。 

また、商店街事業に関しては、毎年企画を思考しながら地域活性化の補助事業とし 

て実施している。 

《課題》 

本会が実施してきた全国展開事業、市委託事業、県提案公募事業を経て、主に宮 

若市特産品の販路開拓推進事業に着手してきた。また、商店街事業についても同様 

に、消費喚起に繋げる商店街集客に売り出し事業やイベント開催してきた。しかし 

ながら、需要開拓として開拓先が見つかるものの、定量的にまだまだ増加している 

とは言えなく、また商店街事業についても一時的集客はあるが、商店街全体の安定 

集客と個社の顧客確保に至っていない。地域全体で捉えれば需要の開拓ができてい 

ない現状である。 

《今後の取り組み》 

上記課題に対し、これまで取り組んできた事業を精査し、効果的かつ合理的な開 

拓を行う必要性が不可欠である。従って、需要同調査後、消費者ニーズと小規模事 

業者ニーズを踏まえた新たな方策で実行支援を実施していくこととする。今後打ち 

出す様々なメニューは、連続性のある小規模事業者支援の一環であることと、会員 

のみならず本地域に属する小規模事業者へ直接個別支援を行う経営指導員、経営支 

援員が理解し、意識を統一させ小規模事業者と一体となった事業計画を遂行する。 

  事業内容としては、食品販売・加工・卸売の２次及び３次産業の小規模模事業者 
が参加する商談会、マッチングフェア、展示会等の支援を強化。参加後は、「効果 
の検証」を実施する。そのため、次に掲げる項目を参加した小規模事業者から収集 
し、次の販路開拓戦略のための新たな指標とする。また、定量的に述べ５５社の参 
加誘致目標に対し商談数の成果目標を掲げて取り組む。 
〔商談会成果表〕 

１． 商談数  ２．商談成立数 ３．継続商談数 ４．商談不成立 
５．情報提供 ６．その他 
※新たな取引による商談件数、成立数、売上高については予め目標 
数を設定。なお、売上高については、対象企業の全体売上高の増 
加（率）を個社毎に分析。 
《商談会・マッチングフェア・展示会 出展シート》 

 

項 目 目標 商 談 内 容 （成果） 売上目標 売上高 
１．商 談 数      
２．商談成立数      
３．継続商談数      
４．商談不成立      ―  ―   ― 
５．情報提供等      ―   ― ― 
６．そ の 他      ―   ― ― 
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本会は、国・県・行政・関連機関等が毎年実施される商談会・マッチングフェ 

  ア・展示会への参加機会を創出し、上記で得た効果の検証から期待される成果を 
小規模事業者全体の指標としてを公開する。（個人情報以外） 
公開の手段：ホームページ、広報誌、資料等 
公開の内容：取引増加件数・売上高、売上増加率・参加事業者コメントなど 
 

《事業内容》 

① 食の都ふくおか２０１６ 
対象者：食品に関する商品を製造・販売・卸売・提供する小規模事業者。 

目 標：需要開拓による売上増加・顧客確保・事業者PRを創出する機会を提 

    供し、小規模事業者の販路開拓を目指す。 

手 段：対象となる小規模事業者を募集し、販路開拓の為の総合的支援を行 

    い商品力強化（ブラッシュアップ）支援、消費者ニーズ、マーケテ 

ィング分析、販売戦略の支援を行い売上増加へ繋げる。 

    参加目標/５社。 

    連 携：福岡県商工会連合会専門家派遣、ミラサポ、福岡よろず支援拠点。 

 

② イオン九州（㈱）福岡うまいものフェア「合同商談会」 
対象者：食品に関する商品を製造・販売・卸売を行う小規模事業者。 

目 標：イオン九州㈱・マックスバリュー系列への取引、委託契約、出店 

（催事含）の契約を目標とし、販路開拓から売上増加を支援。 

手 段：需要動向に対し、小規模事業者が持つ商品を予め選定し募集。出展 

    者には商品力強化、取引制約条件、各種整備（コンプライアンス） 

について指導を図り成約に繋げる。 

参加目標/５社 

    連  携：福岡商工会連合会専門家派遣 

 

③ サンエー２１（ヤマエ久野(株)グループ）との個別商談会 
対象者：食品の製造・販売・卸売・流通（一部、住宅資材・木材加工及び製 
    品を建材・木材店に販売する卸売業で行う小規模事業者。 
目 標：ヤマエ久野(株)グループへの取引、卸の契約を目標とし、取引先開 

    拓から売上増加を支援。 

手 段：需要動向に対し、小規模事業者を募集。商品力強化、取引制約条件 

    各種整備（コンプライアンス）について指導を図り成約に繋げる。 

参加目標/５社。 

 

④ Food EXPO Kyushu 国内外食品商談会 
対象者：食品の製造・販売・卸売に関する小規模事業者。 

目 標：国内需要の全国展開と海外需要動向に応える企業の発掘と販路拡大 

    の可能性を見出す機会とする。 

手 段：Food EXPO Kyushu  国内外食品商談会においては、市場の変化と連 

動して需要動向も変化・進化することから、小規模事業者の商品内 

容においても参画を促していく。 

参加目標/５社 

連 携：福岡県商工会連合会、ジェトロ福岡 
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⑤ 福岡県よかもんフェア商談会 
対象者：食品、特産品に関する商品を製造・販売・卸売・提供する小規模事 

業者。 

目 標：需要開拓による売上増加・顧客確保・事業者PRを創出する機会を提 

    供し、小規模事業者の販路開拓を目指す。 

 

手 段：対象となる小規模事業者を募集し、販路開拓の為の総合的支援を行 

    い商品力強化（ブラッシュアップ）支援、消費者ニーズ、マーケテ 

ィング分析、販売戦略の支援を行い売上増加へ繋げる。 

    参加目標/５社。 

連 携：福岡県商工会連合会、飯塚中小企業振興事務所地域支援協議会。 

 

⑥ RKBラジオまつり 
対象者：食品、特産品、工芸品関する商品を製造・販売・卸売・提供する小 

規模事業者。 

目 標：需要開拓による売上増加・顧客確保・事業者PRを創出する機会を提 

    供し、小規模事業者の販路開拓を目指す。 

手 段：対象となる小規模事業者を募集し、販路開拓の為の総合的支援を行 

    い商品力強化（ブラッシュアップ）支援、消費者ニーズ、マーケテ 

ィング分析、販売戦略の支援を行い売上増加へ繋げる。 

公共の広報力を最大限に活用し、広報、出店、集客と広域にニーズ 

を捉える機会とする。 

    参加目標/１０社。 

連 携：福岡県商工会連合会、飯塚中小企業振興事務所地域支援協議会。 

 

⑦ 中野マルイ百貨店での展示販売会 
対象者：食品、特産品に関する商品を製造・販売・卸売・提供する小規模事 

業者。 

目 標：需要開拓による売上増加・顧客確保・事業者PRを創出する機会を提 

    供し、小規模事業者の販路開拓を目指す。 

手 段：対象となる小規模事業者を募集し、販路開拓の為の総合的支援を行 

    い商品力強化（ブラッシュアップ）支援、消費者ニーズ、マーケテ 

ィング分析、販売戦略の支援を行い売上増加へ繋げる。 

    参加目標/１０社 

連 携：福岡県商工会連合会 

 

⑧ ふくおか農と商工の自慢の逸品展示商談会 
対象者：食品、特産品に関する商品を製造・販売・卸売・提供する小規模事 

業者。 

目 標：福岡県の地域特性を生かした逸品として、福岡県、地域のみならず 

全国展開による売上増加・顧客確保・事業者PRを創出する機会を提 

    供し、小規模事業者の販路開拓を目指す。 

手 段：対象となる小規模事業者を募集し、販路開拓の為の総合的支援を行 

    い商品力強化（ブラッシュアップ）支援、消費者ニーズ、マーケテ 
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ィング分析、販売戦略の支援を行い売上増加へ繋げる。 

    参加目標/１０社 

連 携：福岡県商工会連合会 

 

  〔商談成果〕 毎年増加参加目標を増加し、商談・商談成立数も目標とする 

（定量目標） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

１．参加目標数 55    60 65 70 80 

１．商談目標数 110 120 130    140 160 

２．商談成立  11   12     13     14     16 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

地域活性化の活性化に資する取り組みとして宮若市は、第 1次宮若市総合計画を、 
「市民・企業・行政が協働で創る自立都市を目指して」とし、商業振興を担う分 
野の商工会は、その計画に沿い他連携機関とも相違なく貢献できる活動に取り 
組むこととしている。また、今後も地域特性を生かした取り組みの方向性を共有 
するために、宮若市、宮若商工会議所、宮若市観光協会、若宮企業交流会、若宮 
商店会などの機関と連携強化を図る。 
 
「若宮企業交流会」解説 若宮地域に地域外からまたは新規に進出した事業者で 
構成した異業種交流会 

 
  具体的な取り組み策としては、下記に掲げる事業を柱とし、既存事業（資源）の 
ブラッシュアップと育成支援事業とする。 
 
（１）商店街振興（２）地域ブランドの育成支援（３）観光推進事業 

 

（１）商店街振興 

商店街振興として、国・県・市の商店街活性化補助金等を活用し、かつて賑わい 

をみせた商店街を取り戻すための商店街活性化事業に取り組んできた。しかしなが 

ら、高齢化に伴う廃業や商店街集客減に伴う売り上げ減少や、新たな営業地を求め 

た流出など、５年後の店舗減少予測では現在の３０％減とある。市町村合併に伴い 

町の消費者における買い物事情や地域環境に著しい変化はないが、極めて他地区へ 

の流出傾向が目立ち加速している。本経営発達支援計画の動向調査に基づき、様々 

な角度で需要動向の分析・検討により、傾向と対策を打ち出すとしているが、現状 

の聴き取りや動向を見受け取ると車社会とされる今では、高齢者や車を必要としな 

いもの以外、近隣地区に出向くことはけして脅威ではない。そのような中、国の消 

費喚起策としての「プレミアム付き商品券事業」は、商店街及び地域商店への消費 

の後押しとなり、確実に効果は出ていると言える。毎年、この商品券事業と併せた 

商店街独自の事業を実施してきた。これからは、事業承継問題、空き店舗対策、地 

域に必要とされる商店街として存することが出来るよう具体的振興策を実施して行 

くことと併せ、商工会の組織力を更に活用した商工まつりの実現に向け計画的に取 

り組む。 
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（２）地域ブランドの育成支援 

  本会は、平成２０年度から農商工連携事業に取組み６次化推進事業と併せ新たな 

 特産品の商品開発に取り組んできた。本会地区（旧若宮町）の主たる産業は農業で 

あり、いちごや葡萄、柿などの農業を営む中から、野菜や果実の加工品開発と農産 

品の販路開拓が不可欠であり、宮若市も特産品のブランド化については、推進意向 

が高く具体的な取り組みとなった。先行して取り組んだのはいちごを使ったジャム 

とソースは、「博多あまおう」の完熟したものを使用し、濃厚なジャムとシロップ 

タイプのソースを開発。当時、本会が並行して商品開発支援していた「とうふヨー 

グルト」とセットでの販売を打ち出した。商工会としては全国展開事業を実施し、 

平成２３年度 第１０回グルメ＆ダイニングスタイルショーで大賞を受賞した。 

葡萄については、福岡県飯塚普及指導センター、福岡工業技術センターとの連携 

により、セミレーズンやドライフルーツ商品の開発にも着手したが、商業レベルで 

はマイクロ常温乾燥機の設備や出荷原料の生産量の問題もあり試作に留まった。 

 上記過程を経て、平成２４年３月、特産品販路開拓の推進を担う任意組織「宮若 

じまん振興会」を設立。商工会が特産品を認定し、宮若市の特産品を地域ブランド 

として具体的にPRして行くパッケージ戦略を掲げ、もって小規模事業者の収益性向 

上に寄与して行くこととなった。現在、認定特産品は５２点、会員数２６名で構成 

している。特産品販売としての販路は、商談会、展示会等に出展による新規取引の 

拡大であり徐々にではあるが販路開拓が出来ている。また主たる活動は、毎週定期 

による近隣直売所での委託販売を実施。出荷当時の平成２６年度から現在まで商品 

別顧客も増加し、売り上げも安定傾向になりつつある。平成２７年１２月、会員に 

よる宮若のお米を原料に新酒を発表。本年１月マスコミによるプレス発表がなされ、

速やかに特産品認定を行い新たな市場の獲得を目指している。 

若宮商工会の概要に記載した、「宮若追い出し猫」は、商店街に店舗を設置し、 

地域の祭事のみならず、飲酒運転撲滅やシートベルト着用などの取り締まり期間に 

地元警察と連携し、災いを追い出す名目行事に日々活動がなされている。本来「若 

宮追い出し猫」を本会が意匠及び商標登録を行い、長期にわたり育成してきた経過 

があり、表裏一体としている追い出し猫キャラクターの原点としている。表裏一体 

として表面が災い追い出し、裏面が招福としており、家内安全・合格祈願・健康運 

など、福を招く従来の招き猫としても位置づけをして広く親しまれていることから 

地域伝統文化、ブランドとして今後も特産品同様に推し進めて行きたい。 

 地域ブランドの育成に寄与して行くこととして、強固な基盤づくりが必要なこと 

から、宮若市特産品認定を１００商品、宮若じまん振興会売り上げ目標を下記のと 

おり目標を掲げ取り組む。 

 

（定量目標）                       上段（単位：商品） 下段（単位：千円） 

※現状は、平成２８年４月から９月までの推移状況を記載 

 

 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

特 産 品 

認 定 数 

 

64 

 

75 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

 

売 上 高 

 

1,760 

 

4,000 

 

5,200 

 

6,400 

 

 7,600  

 

8,800 
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（３）観光推進事業 

  市町村合併後、宮若市の観光をイメージした場合、最初に出てくるのは脇田温泉 

 である。現在の宿泊施設は６社、脇田温泉街の利用は年々減少傾向であり、日帰り 

も含めた観光入込客は、平成２２年度の１０２万人を既に大きく割り込んでいる。 

 この状況下、上記４．観光の振興の基本方針（※宮若市観光推進基本計画より抜粋）

 から、市内に散在する観光資源の充実と新たな産業観光の掘り起しを行い、資源を 

有機的に連携させた特色ある観光ルートを目指すとともに、特産品を生かした、一 

年を通して観光客を惹きつける農業観光振興センターの整備を図るとしている。 

本経営発達支援計画の中の観光振興事業の提案から優先度の高い、下記取組目標を 

実施する。 

 

① 観光関連事業者及び宿泊業の集客数実態調査 
② 企業・工場見学者等の集客数調査 
③ 農業体験型施設の集客数調査 
④ 地域集客施設の集客数調査 
⑤ 観光関連事業者及び宿泊業ワークショップの立ち上げ 
⑥ 観光振興プログラムの企画・立案 
⑦ 観光振興プログラムの実施 
 

現状、宿泊関連施設の小規模事業者からは、観光客を含めた集客に対し、ほぼ横 

の繋がりや情報共有されていない状況であり、今後、脇田温泉街全体としての明る 

い将来や期待も持てないとあることから、重要な課題として捉え、中長期から永続 

的に取り組むこととし、具体的に観光入込客１００万人超を目指すことと、観光振 

興プログラムの確立を目標としたい。 

 
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り組み 

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・目的 

小規模事業者支援を実施する商工会及び商工会議所・支援機関・専門機関、行政 

機関と連携を図ることにより、より円滑な体制と制度を高めることが目的。 

小規模事業者支援の課題解決に向け、連携による支援策と情報交換。また専門家の 

見地・ノウハウを活用し、国・県・地域行政・商工会連合会が持つ支援制度を効果 

的かつ有効な実施支援を行う。 

 

（２）実施内容 

１．宮若経済懇談会（若宮商工会と宮若商工会議所）両機関執行部及び事務局代 

  表者による連絡懇談会により、小規模事業者支援状況と協力体制強化及び共 

  催事業の実施。（年/３回開催）【拡充】 

２．直鞍経済連合会（若宮商工会・宮若商工会議所・鞍手町商工会・小竹町商工 

会・直方商工会議所）旧鞍手郡管内の支援機関による情報交換と共有、勉強 

会の開催実施（執行部と事務局会議 （年/１回、事務局会議 年/２回） 

【拡充】 

  ３．管内商工会経営指導員業務研究会による支援状況の情報交換と支援スキルの 

精度向上に向けた勉強会の開催（年/２回）【拡充】 
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４．支援機関が実施するセミナー・勉強会への参加による情報収集・情報交換。 

（年/２回） 【拡充】

  ５．中小企業振興事務所及び支援協議会参加による連携及び情報交換。 

（年/２回） 【拡充】

    ６．産業競争力強化法に基づく行政による地域振興施策の情報交換と市制度拡充 

策の検討。【新規】 

  ７．第１次宮若市総合計画と小規模企業振興支援法及び経営発達支援計画の実施 

状況と整合性に関する情報交換。【新規】 

 

（３）具体的支援力向上事項 

  １．小規模事業者支援メニューの情報交換。 

２．国・県等の振興施策状況（国等の実施する小規模事業者持続化補助金等）の 

情報や支援事例等の情報交換。 

  ３．地域環境変化状況と対処策に関する情報交換。 

  ４．宮若市金融支援制度（創業者・小規模事業者金融支援制度）の情報交換。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 福岡県商工会連合会が主催する一般研修、階層別研修への参加及び中小企業大学 

校で実施する経営指導員研修基礎研修、専門研修、能力研修の受講を義務付けてい 

るおり、経営状況分析、経営計画作成、マーケティング、小規模事業者支援に関す 

る支援能力向上を図っている。また、農商工連携、６次産業化支援、地域資源活用、

IT 活用、ベンチャー企業育成、商談能力向上など専門知識を学ぶ研修会等へ積極的 

な参加に加え、経営指導員等ウェブ研修の受講などにより知識を高める。 

小規模事業者への実務的な支援として、支援スキル向上の為の日本政策金融公庫、 

福岡県信用保証協会、中小企業振興事務所及び支援協議会、弁護士・税理士との勉 

強会、中小企業振興センター、中小企業診断士会との研修・勉強会へ積極的に参加 

をすることで、高度な専門的知識を取得する。また、経営指導員だけでなく、経営 

支援員・記帳指導員についても、経営支援員研修、階層別研修、各専門研修（税務 

・労務・共済制度）に参加し知識を習得。商工会組織として総合的に伴走支援体制 

を構築するために積極的な資質向上に努める。 

本経営発達支援計画を進める中で、定期的な職員プロジェクト会議の開催を位置 

 づけしており、各職員の支援スキル・事業者へのフォロー、情報共有を含めたOJT 

 の要素も兼ね、必要に応じ中小企業診断士や課題別に専門家の招聘も視野に入れ、 

資質向上に努力する。 

 

【職員プロジェクト会議での内容】 

① 各種調査状況及びデータ収集、集計状況の確認。 
② スケジュールの進行状況確認。 
③ 問題、課題の確認と対応策の検討。 
④ 関係機関、専門家、その他との連携状況の確認。 
⑤ 外部有識者への助言・提言・見解の必要性の有無（中小企業診断士・行政職員）

 

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 

本計画の実施状況の見直しとして PDCAサイクルを機能させるため、職員プロジ 
ェクト会議（月２回）を開催し、進捗状況や目標設定の見直し、今後の改善策等を 
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検討。また、進捗状況報告、事業の見直し、事業予算の補正審議等を経営発達支援 
計画審議会（年６回程度）において提議し審議を行う。 
本計画遂行のための評価と見直しは、定期に行う職員プロジェクト会議から審議 
会を経て、年１回開催される会員総会に諮り承認を得る。 

 
「経営発達支援計画審議会」 
解説 本事業計画の達成に向け、次の実施体制にも掲げる「経営発達支援計画審 
議会」を新たに設置。今後発生する様々な問題点を審議・決定する中枢の機関と 
して位置づけをする。委員構成は、本会正副会長、理事、事務局長、経営指導員 
及び商工会員以外の外部有識者をもって構成する。 
なお、外部有識者は会長が委嘱し、職員プロジェクト会議において助言・提言 

・事業の修正等審議が必要と判断したとき、都度会長が招聘することとしている。

 

 

（１）毎月実施する職員プロジェクト会議において、定量目標の確認、事業の進捗状 

況の評価と見直しを検証し、併せて外部有識者（中小企業診断士等）へ検証依 

頼を行う。 

（２）本会審議会において（１）の検討結果について報告し、評価・見直しの方針を 

決定する。 

（３）本計画の遂行状況において変更・修正・追加計画の必要性について、審議会が 

判断したときは、外部有識者（中小企業診断士・専門家・行政の中小企業支援 

担当職員）も含めた審議会議を開催し、事業の成果・評価・見直しを図り事業 

計画に反映する。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を若宮商工会のホームページにより 

(http：//wakamiya-shokokai.jp/)計画期間中公開することとする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（２８年６月現在）

（１）組織体制 

平成２８年６月１日から、本商工会に事務局長設置。事業実施体制にある職員 

プロジェクト会議及び経営発達支援計画審議会で、事務局統括、事務遂行状況 

等について、更に内部統制の構築を図り精度を向上。 

 

事務局長 1名 

●経営発達支援計画事業関する総括 

●職員プロジェクト会議の開催 

●経営発達支援計画審議会の開催 

●経営発達援計画事業に係る事務履行決裁者 

 

経営指導員２名 

●各種動向調査、データの分析、基本的対応策の提案及びＰＤＣＡの実施。 

●国、県、市、商工会の既存及び最新支援メニューの提供と個者支援。 

●経営発達支援計画に係る実施項目の遂行状況、修正及び対応策含む工程管理。

●経営発達支援計画に係る実施事業者及び関係機関との連携。 

 

経営支援員３名 

●経営指導員と本発達計画の内容、取組み状況、情報全般を共有し、経営指導 

員のサポートを行う。 

●本発達支援計画に係る事業所への巡回、各種データ収集と集計、情報収集及 

 び提供に取組み、かつ企画提案及び助言を行う。 

 

職員プロジェクト会議 

   ●月/２回（その他必要に応じ）職員プロジェクト会議を開催。 

   ●各種調査状況及びデータ収集、集計状況の確認。 

   ●スケジュールの進行状況確認と共有。 

●問題、課題の確認と対応策の検討。 

●関係機関、専門家、その他との連携状況の確認。 

 

経営発達支援計画審議会（理事会） 

●理事会を経営発達支援計画審議会として位置づけをし、事業遂行状況を報告。

●本事業計画遂行上問題が生じたときは、協力、助言、解決策等について審議 

検討し、本事業計画の修正・修復を図る。 

●本事業計画に係る事業計画の修正・変更・予算等については、審議会で審議 

 し理事会において承認を行う。 
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                 《組織体制図》 

 

理事会（経営発達支援計画審議会） 

 

会長 １名 副会長２名 

理事１１名 事務局長 １名 

指導員２名 外部有識者３名以内 

 

 

プロジェクト会議 

県連 企画室         事務局長１名        中小企業診断士 

北九州・筑豊拠点       経営指導員２名        よろず拠点 

地域支援協議会        経営支援員３名        

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

若宮商工会 

〒８２２－０１０１ 

福岡県宮若市福丸２５０－１ 

ＴＥＬ ０９４９－５２－０６４０ ＦＡＸ ０９４９－５２－１７６５ 

メール wakamiya@shokokai.ne.jp  ＨＰ http://wakamiya-shokokai.jp/ 

担当：経営指導員 西住孝宏 柴田裕美子 
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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） 

 ２９年度 

(４月以降)
３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

 

必要な資金の額 

 

８００

 

１０５０

 

３５０

 

３５０ 

 

６００ 

 

１．需要動向調査費 

２．専門家派遣謝金 

３．事業遂行管理費 

  （ＨＰ運営管理等） 

４．講習会、ワークシ 

ョップ開催費 

５．事業プログラム策 

定費 

６．通信費 

 

 

 

３５０

２００

１００

 

１００

 

 

 

５０

 

１００

２００

１００

 

１００

 

５００

 

５０

 

     ０

１００

１００

 

１００

  

  ０

 

５０

 

   ０ 

１００ 

１００ 

 

１００ 

 

  ０ 

 

５０ 

   ０ 

１００ 

１００ 

 

１００ 

 

２５０ 

 

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 

 

 

会費、国補助金、県・市補助金、特別賦課金、手数料、使用料、受託料、助成金、雑収入 

 

 

（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 

 

【経営発達支援計画実施支援に関すること】 

 

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 

内容：本発達支援計画に係る調査、分析、修正等に関する指導及び支援。 

国・県・関係支援機関・金融機関等が行う支援制度の情報提供及び活用支援。

 

連携者【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番１５号 ☎：092-622-7809 

内容：事業者が抱える課題に応じて、各専門的見地から効果的な連携支援を実施。 

 

連携者【中小機構九州本部】九州本部長：齊藤 三 

住所：住所：福岡市博多区祗園町４番２号 サムティ博多祇園BLDG. 

 ☎：092-263-0300 

 内容：中小機構が持つきめ細かなサポートとして創業・起業、新事業展開、販路開 

拓、事業承継、経営基盤の強化、経営環境変化への対応などに係る支援事業 

を実施。 

 

 連携者【飯塚中小企業振興事務所 支援協議会】 

 住所：福岡県飯塚市吉原町６番１２号 ☎：0948-22-3561 

  内容：経営支援モデル事業及び経営革新の推進に係るサポート支援。 

 

 連携者【宮若市】産業建設部 商工観光課 商工振興係 観光振興係 

        農政課   農業振興係 

 総合政策部 総合政策課  

       まちづくり推進課 

 住所：福岡県宮若市宮田２９番地１ ☎：0949-32-0519（商工観光課） 

 内容：宮若市総合振興計画と連動し、地域経済団体として商工行政と関連の振興事 

業に連携り取り組む。 

 

連携者【宮若商工会議所】会頭 高井 司  

 住所：福岡県宮若市宮田３６７３－３ ☎：0949-32-1200 

  内容：地域経済団体として経営改善普及事業及び地域活性化事業の取り組みに関し 

情報共有を図り支援事業の連携を図る。 
    ※本会が行う経営発達支援計画について、同市に存する支援団体であるが、共同ではなく

連携の為記載 

 

連携者【宮若市観光協会】会長 安永 孝義 

住所：福岡県宮若市脇田１６ ☎：0949-55-9090  

内容：商工会及び観光関連事業者と観光協会が連携を図り、組織力を活かした観光 

入込客の向上計画の草案づくりやモデル事業の実施と並行し、現状の把握と 

受入体制整備充実を図る。 
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 連携者【日本政策金融公庫 福岡支店】支店長 池隅 剛志 

 住所：福岡県福岡市博多駅前３－２１－１２ ☎：092-411-9111 

  内容：小規模事業者経営発達支援資金、小規模事業者経営改善資金（マル経）、普 

貸付、新規開業資金、女性、若者、シニア企業家支援資金などの制度活用。 

 

連携者【福岡ひびき信用金庫 若宮支店】支店長 畠中 大輔 

住所：福岡県宮若市福丸２２１－２ ☎：0949-52-0038 

 

   【福岡銀行 宮田支店】支店長 山本 就久 

住所：福岡県宮若市宮田５９－１５ ☎：0949-32-0520 

 

【西日本シティ銀行 宮田支店】支店長 野方 孝一 

住所：福岡県宮若市宮田６１－１ ☎：0949-32-2525 
 

【飯塚信用金庫 宮田支店】支店長 小玉 哲嗣 

住所：福岡県宮若市宮田５３－７ ☎：0949-32-0370 
 

内容：地域金融機関各行と商工会が小規模事業者の経営状況、財務分析、地域環 

境の変化、業種・業態の動向等、綿密な情報共有と経営安定の為の適正な 

金融支援を講ずる。 

 

 連携者【宮若じまん振興会】会長 荒牧 博幸 

 住所：福岡県宮若市福丸２５０－１ ☎：0949-52-0640 

  内容：宮若商工会が認定する宮若市特産品の販路開拓、発掘、商品開発支援を推 

進する上で、宮若じまん振興会が実施する特産品販路開拓事業と連携し、 

効果的な広報活動、販売促進活動を実施。 

 

 連携者【福岡県事業引き継ぎ支援センター】 

 住所：福岡県博多区博多駅前２－９－２８ ☎：092-441-6922 

 内容：小規模事業者が抱える事業承継・後継者問題について、課題別に税理士、公 

認会計士、中小企業診断士といった専門的見地から、承継に至る様々な方法 

論やアドバイス支援実施。また、経営指導員・支援員は事業の安定性や事業 

者の伴走支援の在り方について専門家と連携を図り支援する。 

 

連携者【ジェトロ福岡】所長 斎藤 健史 

 住所：福岡県福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 ☎：092-741-8783 

 内容：海外需要が増加する中、小規模事業者が海外市場での新たな展開を計画・実 

行するにあたり、企業間取引の原則や整備、取引のスキーム等知識の習得支 

援や情報提供を行う。また、国内で実施される商談会等への参加についても、

小規模事業者に商談の進め方やアドバイスについて連携し支援する。 
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連携者及びその役割 

 

 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７階 ☎：092-622-7708 

役 割 

若宮商工会が実施する経営発達支援計画の実施状況について、調査、分析、修正、

対応策において、中小企業診断士及び専門家等による策定支援を確認。 

事業者支援として専門家派遣、エキスパートバンク制度を活用し、経営指導員と 

専門家とで、事業主が行う個別課題に対応し、併せて経営計画策定の支援を行う 

ことで、より精度の高い個社支援を行うことが出来る。 

 

 連携者【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番１５号６階 ☎：092-624-3300 

役 割 

事業者が抱える個別課題の財務・資金繰り・人事・労務・税務・IT・事業承継な 

どの問題を、福岡よろず拠点に所属する各専門のサブコーディネーターと連携を 

図り、諸問題に解決に直結する支援を実施できる。 

 

 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 サムティ博多祇園BLDG.☎：092-263-0300 

役 割       

事業者が抱える問題の対応や要望に応じ、中小機構が持つ支援制度の活用として 

新連携、農商工連携、地域資源活用、まちづくり、高度化事業、また各種研修、 

セミナーの開催について連携をとり開催する。 

小規模企業共済、セーフティ共催制度、貸付制度等、経営に資する中長期的な経 

営及びリスクマネジメントを想定し、具体的な方策、整備についての提案を実施す 

る。 

 

 連携者【飯塚中小企業振興事務所 支援協議会】 
住所：福岡県飯塚市吉原町６番１２号 ☎：0948-22-3561 

役 割 

経営支援モデル事業者を選定し伴走型支援として定期的モニタリング会議を開催。

（平成２７年度/３社、１回開催）。PDCAを繰り返し、実働の経営改善支援を実施。

また、経営革新事業非認定事業者の新規性の発掘と認定取得支援を実施。 

 

 連携者【宮若市】産業建設部 商工観光課/商工振興係・観光振興係 
農政課農業/振興係 

総合政策部 総合政策課  

  住所：福岡県宮若市宮田２９番地１ ☎：0949-32-0519（商工観光課） 

  役 割 

担当所管の商工観光課は、消費喚起の具体的な「プレミアム付き商品券事業」実 

施にあたり、実施主体でもある商工会は過去の経験を生かし、より効果的な経済 

効果の検証、分析と宮若市は利用者から寄せられる様々な意見を整理集約し、更 

に拡充した事業推進を実施。また、企業誘致、創業支援、宮若市小規模事業者支 

援制度の拡充を図ると同様に観光振興事業、地域活性化事業についても協力し合 
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い双方が安定した関係性と互いに貢献できるパートナーとしての役割である。 

農政課は、農商工連携、６次産業化等、商工業者との関わりが年々加速向上して 

いることから一層強固な連携を図る。特に特産品の共同開発、活用、販路開拓を 

担う。 

総合政策課は、行政が持つ公的な発信力と広報力を商工業振興に反映を求めると 

ともに、現在各自治体が取り組んでいる「ふるさと納税」にも直結していること 

から連携は欠かせない。 

 

 連携者【宮若商工会議所】会頭 高井 司 
住所：福岡県宮若市宮田３６７３番地３ ☎0949-32-1200 

役 割 

現在は共催による「プレミアム付き商品券事業」、「宮若賀詞交換会」、「創業 

スクール事業」の拡充と継続的開催。地域経済団体として宮若市全体の小規模事 

業者支援について互いの強みと組織力を活かした連携の強化と二つの機関の大き 

な役割として伴走支援、次世代型支援事業の研究と提案を行う。 

 

 連携者【宮若市観光協会】会長 安永 孝義 
住所：福岡県宮若市脇田１６ ☎0949-55-9090 

役 割 

宮若市の観光入込客の減少に伴い、再度観光振興事業を連携して行う上で、観光 

協会が持組織力やノウハウと、観光関連事業者が具体的取組に実行する際の、定 

性的分析と定量的目標を定めた展開が期待できる。 

 

 連携者【日本政策金融公庫 福岡支店】支店長 池隅 剛志 
住所：福岡県福岡市博多駅前３－２１－１２ ☎：092-411-9111 

役 割 

小規模事業者が経営改善、経営の安定、規模の拡大または、新規開業、第二創業、 

女性起業家など、資金の必要性と安全な調達について、企業の成長性、発展、安 

定性を目的に日本政策金融公庫と商工会が連携してもっとも有効な金融支援を講 

ずる。 

 

連携者【福岡ひびき信用金庫 若宮支店】支店長 畠中 大輔 

住所：福岡県宮若市福丸２２１－２ ☎：0949-52-0038 

 

    【福岡銀行 宮田支店】支店長 山本 就久 
住所：福岡県宮若市宮田５９－１５ ☎：0949-32-0520 

 

【西日本シティ銀行 宮田支店】支店長 野方 孝一 
住所：福岡県宮若市宮田６１－１ ☎：0949-32-2525 

 

【飯塚信用金庫 宮田支店】支店長 小玉 哲嗣 

住所：福岡県宮若市宮田５３－７ ☎：0949-32-0370 
役 割 

地域金融機関各行と商工会が小規模事業者の経営状況、財務分析、地域環境の変 

化、業種・業態の動向等、綿密な情報共有と経営安定の為の適正な金融支援を講 
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ずる。 

 

 連携者【宮若じまん振興会】会長 荒牧 博幸 
住所：福岡県宮若市福丸２５０-１    ☎0949-52-0640 

役 割 

若宮商工会が設置した宮若じまん振興会と連携を図ることにより、宮若市の特産 

品を効果的かつ広域に宣伝し、宮若市特産品の認知度を高めると同時に個社の生 

産・販売先・収益向上に繋げて行く。また、宮若市の総合計画と並行し、販売拠 

点の設置を推進し、消費者が容易に購入することが出来る売り場の設置と、観光 

事業との整合性をとり地域への集客と繋げて行く。 

 

 連携者【福岡県事業引き継ぎ支援センター】 
住所：福岡市博多区博多駅前２-９-２８ 福岡商工会議所ビル７階 

☎：092-441-6922 

役 割 

事業承継・後継者問題で解決策や方法論を専門家等のアドバイスが円滑に進むよ 

う事業者と専門家の間に立ち支援する。また、地域事業者間の関係性や関連性に 

ついて、経営指導員・支援員は両者間の妨げにならぬよう最大限の注意を図り、 

安定的な事業活動が出来るよう調整的役割を図る。 

 

 連携者【ジェトロ福岡】所長 斎藤 健史 
住所：福岡県福岡市中央区天神一丁目１１番１７号 福岡ビル４階 

☎：092-741-8783 
役 割 

海外での展開を視野に入れた小規模事業者に対し、事業計画策定支援について連 

携を図り実施する。事前に専門的指導の必要性や知識の習得、事前整備、商談の 

進め方についても、事前にジェトロ福岡を通し情報共有と計画支援を実施する。 
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連携体制図等 

 

 

福岡県商工会
連合会

福岡県よろず
支援拠点 ミラサポ

飯塚中小企業
振興事務所/支援協議会

中小機構
九州本部

宮若市役所
産業建設部
・商工観光課
（商工振興係）
（観光振興係）
・農政課
（農業振興係）
総合政策部
・総合政策課
・まちづくり推進課

地域金融機関
・福岡ひびき信用金庫
・福岡銀行
・西日本シティ銀行
・飯塚信用金庫

宮若市観光協会

日本政策
金融公庫

宮若商工会議所

宮若じまん振興会

ジェトロ
福岡 事業引き

継ぎ支援
センター
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【創業者支援体制図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


