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経営発達支援計画の概要 

実施者名 筑前町商工会（法人番号 9290005007697 ） 

実施期間 平成 28年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目標 

筑前町は農業を主幹産業とする田園地帯でありながら、福岡県内でも有数の人口

集中都市筑紫野市に隣接し、交通の利便性、暮らしやすさ、住宅価格の安さから、

近年の人口は微増状態にある。しかしながら、商圏の縮小と事業主の高齢化は進ん

でおり、事業所の経営力強化及び創業、事業承継による事業所数の維持拡大は必須

課題である。 

また、筑前町には優れた農産品があり町は農産品による町の活性化をめざし「食

の都づくり」を宣言している。農産品による経済効果を最大化させるためには、1

次産品として販売するのみならず、地域内で加工し 2 次産業、3 次産業に波及効果

を広げることが重要である。 

よって、以下の事業を通じて、事業計画策定支援と計画実現に向けた伴走型支援、

創業、事業承継支援よる事業者数の維持拡大、食をテーマとした地域ブランド確立

による域外からの消費拡大を目標に掲げる。 

事業内容 

Ⅰ． 経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査…①景況情報を整理し職員間で共有し会員事業所へ情報提

供する。②行政と定期的な情報交換を行い事業者ニーズに沿った支援策を行政と一

体となって構築する。 

２．経営状況の分析…①定期的巡回訪問による情報収集②わかりやすい支援事例の

提示③記帳支援を通じた経営分析④金融支援を通じた経営分析⑤創業セミナー⑥

空き店舗バンクと創業ワンストップ窓口⑦事業承継ニーズ把握により支援ニーズ

の掘り起しを行う。 

３．経営計画策定支援…職員 2名体制とし、対象者ごとの切り口で事業者の意向を

踏まえ、明確な目標を立て、中長期的事業計画策定を支援する 

４．事業計画策定後の実施支援…2 ヶ月に 1 回巡回訪問し、毎月の指導員ミーティ

ングで進捗状況を確認しながら、適宜必要な支援を行っていく。 

５、需要動向調査に関すること…既存情報や消費者アンケート、「みなみの里ＰＯ

Ｓデータ、民間調査会社等を活用し、総合的調査を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業…①メディア等を活用した宣伝活動支援②商

談会即売会の活用③販促力向上セミナー④商品ブラッシュアップ支援事業⑤ビジ

ネスマッチンク゛の為の支援機関との連携を行う 

Ⅱ． 地域経済の活性化に資する取組 

１．筑前町地域経済活性化協議会（新規） 

２．筑前町特産品ブランド開発推進事業（継続） 

当町農産品を使用した商品開発～販路開拓～販売促進を総合的に支援し、個別事業

所の状況と目標に沿って体系的に支援する体制を整備し、経済効果の最大化を図る

と同時に特産品のブランディングを推進する。 

３. 太宰府からの観光流入可能性調査と観光回遊性向上事業(新規) 

販路拡大、交流人口の最大化と図る。 

連絡先 

筑前町商工会  相談窓口   ： 筑前町商工会 

        住  所   ： 〒838-0802福岡県朝倉郡筑前町久光 1045-1 

        電話番号   ： 0946-22-3724 Fax 0946-24-1047 

        ホームページ ： www.e-net-chikuzen.com/ 

        メールアドレス： chikuzen@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 

 

Ⅰ．筑前町の現状 

①立地 

筑前町は福岡県のほぼ中央に位置

し、福岡市から県南の大分まで続く国

道３号線のほぼ中間地点にある筑紫野

市から、大分県方面へ続く国道３８６

号線沿いに栄えた田園地域である。 

そもそも本町を含む「朝倉地域」は

筑後川水域に広がる筑紫平野北西部に

位置し、耳納山地と三郡山地の狭間に

あることから「良質な水」「豊かな土

壌」「寒暖差」という農業における好条

件に恵まれている。隣接する朝倉市に

は卑弥呼伝説があり、本町には古墳遺

跡があるなど、太古の時代から農業地

帯であったことが窺える。 

 

本町の西側にある筑紫野

市、大野城市、春日市は「福

岡都市圏」と呼ばれ、ＪＲと

西日本鉄道の沿線上にあり、

それぞれ人口 10 万人のベッ

トタウン地域である。本町に

は、筑紫野市二日市から朝倉

市を通り大分へ続く国道３

８６を走る㈱西日本鉄道の

路線バスが通っており、また

車でも福岡市内へ 40 分程度

で行けるため、交通の利便性

が比較的高く、本町からも福

岡市や筑紫野市への通勤通

学者が多い。2010年の国勢調

査の流入流出人口（通勤通学

者の動向）をみてみると、本

町の流入人口は 4,171人であ

るのに対し、流出人口は 9,789人と 2倍に達し本町在住の全通勤通学者数の 63.3％を占
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める。流出先は朝倉市が 1位で、次いで福岡市、筑紫野市、久留米市と続いている。 

九州の道路交通の要所といえる鳥栖インターに近く、筑後小郡インターへは、町南部

の四三嶋地区からは車で 5分程である。 

 

②人口 

人口減少時代にあって、福岡県は沖縄を除く九州で唯一人口が増加している県である

が、県内においても格差があり、福岡市を中心とする「福岡都市圏」のみが増加要因を

牽引している。本町（福岡市から 26km）は、減少傾向だったが、この「福岡都市圏」に

隣接しておりベットタウンとして近年は人口が増加傾向にある。 

筑前町が転入者にアンケートを行ったところ、転入先に筑前町を選んだ理由は、 

１位 住宅価格が適当だから（33.6％） 

２位 緑が多く静かな住環境だから（19.3％） 

３位 親族や知人等がいるから（16.0％） 

４位 交通の便が良く、福岡市にも近いから（10.9％） 

５位 職場や学校に近いから（10.1％） 

となっており、鉄道沿線のベットタウン地区より住宅価格が低く、比較的交通の利便

性も高いことから選ばれていることが分かる。しかしながら、日本全体の少子高齢化に

伴い、将来的には人口は減少していき高齢化が加速していくと予測されている。 

 

 
  

③産業 

農業 
本町の主幹産業は農業である。 

本町は、夜須高原、目配山などの高原や里山があり、緑豊かな自然環境に恵まれ、肥

沃な大地と優れた栽培技術のもと、食の基本となる米・麦・大豆の大生産地である。な

かでも大豆の生産においては、過去に農林水産大臣賞を２回受賞するなど高い栽培技術

を有し、近くには油あげの九州シェア１位のオーケー食品工業㈱など、大豆加工食品製

造業が多い。 

筑前町の最近の人口動向 
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平成２３年に筑前町は「食の都づくり宣言」をし、食を通じた健康増進と、農産物を

活かした産業育成に取り組んでいる。平成２１年には、農産品の地産地消と地域振興を

目的とし、筑前町とＪＡ筑前あさくら、

商工会が出資し㈱筑前町ファーマーズマ

ーケット「みなみの里」(直売所)を開業

し、年々売上を増加させ、平成２６年度

には出荷者数３５０人、年間来場者数８

０万人、年間売上５億円に達した。 

地域農産品を活用した特産品開発にも取り組み、特に「筑前クロダマル(注１)」の生

産、加工品生産に力を入れている。また平成１８年に商工会の会員が発起人となって発

足した「筑前麦プロジェクト(注２)」と一緒に、平成２４年から商工会で取り組む「筑

前町ブランド開発委員会」で、筑前町産の大豆、小麦粉、木酢を中心に、特産品開発、

販売促進の支援事業を行っている。 

 

（注１）筑前クロダマル 

  丹波の黒大豆をもとに、温暖な九州で栽培しやすいよう改良したクロダマル種で

筑前町産のものを「筑前クロダマル」として地域商標を取得している。 

    年間生産量 32 トン  生産農家 23軒 

（注２）筑前麦プロジェクト 

  商工会の会員が発起人となり、筑前町産の小麦 100％に拘って作った小麦を使い、

中華まんやうどん、菓子など、小麦粉を使う商品を開発している。 

    参加企業数 10    商品数 15 

（詳細は後述（Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑前町の産業別事業所数及び就労人口と農家数 
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工業 
製造業については、 食品製造業が全体の 40％を占め、原材料となる農産品と水が豊

富であることが要因である。食品以外では、プラスチック、コンクリート、建材、金属

加工等幅広い業種がある。法人企業が全体の 70％を占め、資本金平均が 277,169千円と

大きく 1 億を超える企業が 16 件ある。交通の便がよいのに対し比較的地価が安いこと

から大手資本の製造業が多く工場を建てていることが窺える。 

一方、建設業の事業所数は多くあるが、その殆どが従業員５人以下の小規模事業者で

ある。一部、新築住宅を請け負う事業所もあるが、殆どが下請け企業で、景気の動向に

大きく経営を左右されている。 

 

 

商業 
 卸小売業については、昭和 50 年代頃までは、篠隈地区、新町地区に商店街が形成さ

れていた。以降モータリゼーションにより、商店街は空き店舗が目立ち始め、昭和 62

年には篠隈地区で協同組合によるショッピングセンターを建設し、小規模事業者がテナ

ントとして入り賑わいを見せていた。その後、Ａコープや大型小売店の出店が相次いで、

ショッピングセンターも空きテナントが目立つようになり、平成 25 年に閉鎖し、現在

は大型小売店に貸し出されている。国道 386号線沿いに大型小売店が相次いで出店して

いる。 

 住民 30,000 人弱に対し、国道 386 号、県道 500 号沿いにドラックストア 3 軒、ホー

ムセンター3 軒、大手スーパー5 軒、コンビニ 8 軒が立ち並ぶ。この他、地元資本の野

菜直売所 2軒、ファーマーズマーケットみなみの里があるが、生鮮食品、日用品は、殆

ど大型小売店が消費を賄っているのが実態であり、生鮮食品、日用品以外は家族経営の

小規模事業者が殆どである。 

 さらに隣接する市には大型ショッピングモールが多く、車で３０分圏内だけでも、筑

紫野市に４軒、朝倉市に１軒、小郡市に１軒あり、消費流出が著しい。 

 サービス業は、小規模な家族経営の生活関連サービス業が大半であるが、特徴的なの

は運輸業が多く、従業員数 20名を超える事業所も 20事業所を超え、自動車整備業やタ

イヤ販売等の自動車関連業が多いことである。 
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観光 

 筑前町の観光資源は、以下の施設が挙げられよう。 

   筑前町立大刀洗平和記念館(民間施設に隣接してＨ21年町立施設を開業) 

筑前町ファーマーズマーケットみなみの里(Ｈ21年開業) 

夜須高原記念の森（自然公園）   

夜須高原カントリークラブ 

花立山温泉（主に日帰り客の温泉施設） 

   仙道古墳（日本最古の武人埴輪が出土） 

   大己貴神社（神功皇后より建立された日本最古の神社のひとつとされている） 

       

 主幹産業が農業の田園地

域であるため、特段の観光収

入はなかったが、平成 21 年

に町外からの消費取込を目

的として設立した「みなみの

里」と、平和への願いを発信

する施設「大刀洗平和記念館

(注３)」が開業したことで、

観光流入は大きく増えてい

る。 大刀洗平和記念館は修

学旅行や研修旅行の立ち寄

り先としての利用が多く、

「みなみの里」は福岡都市圏から 50代、60代の利用者が多い。 

Ｈ27年 6月に太宰府からのバイパス道路が開通し、福岡都市圏からの交通アクセスが

更によくなった。年間 800 万人の参拝者がある太宰府天満宮から車で 15 分ほどに短縮

され、「みなみの里」の利用者が増えることが期待されている。 

 

 
 (注３)筑前町立大刀洗平和記念館……筑前町立の施設。旧陸軍大刀洗飛行場跡にあ

り、現存する唯一の零式艦上戦闘機三二型が展示されている。 

みなみの里ポイントカードの 

エリア別登録者数 

施設の利用者数の推移 
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Ⅱ．課題 
 

１．事業主の高齢化と事業承継 

 商工会の会員事業所の事業主平均年齢は 60 歳となっている。既に後継者対策が必要

な時期に入った事業所が大半といえるが、2012年に実施した会員へのアンケートによれ

ば、後継者がいる事業所は全体の 25％程度で、75％は後継者未定又は無回答(廃業予定

を含む)であった。後継者がいる場合、後継予定者は親族が 90％を超える。 

  

 また、「現在抱えている経営上の課題」に対する問いでは、同業者や大手企業との競

争の激化が 35.7％で一位になっている。事業者にとって、事業後継者は欲しいものの、

競争の激化、人口減少による商圏の縮小により将来に期待ができず、親族に事業承継を

勧められない状況がある。 

 
 一方、創業者数も年間 10件程度あるものの廃業者数に追いついていない状況である。 

 

２．域内消費の流出と町内商圏の縮小 
 前述の通り、域内商業において、生鮮食品日用品は大型小売店が消費のほとんどを占

めている。一方衣料品、書籍等は域内に事業所がなく消費は隣接地域の大型商業施設に

流出している。通勤通学する町民の 63.3％が昼間町外に流出していることも要因の一つ

であろう。今後人口減少が予測される中、町内商圏はますます縮小することが見込まれ

ており、域内の消費を流出させる状況が長く続けば、域内商業は大型小売店等を除いて

ほぼ壊滅するのではないかと懸念されている。そのため域外からの消費の取り込みは、 
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本町の必須の課題である。 

 近年「みなみの里」の開業により域外消費の流入が増えつつあるが、福岡都市圏から

の来町者の目的地は、本町から更に東部に行った秋月、朝倉、日田方面で、そこへいく

途中の立ち寄りが多く、町内で回遊する仕組みができていない。その為、「みなみの里」

や「大刀洗平和記念館」の来場者の経済効果はその施設に限定されている。町内で特産

品開発を行う飲食店や小売店への回遊性を高め、町内の滞在時間を延ばすことが課題で

ある。 

  

Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興の在り方と事業

目標・方針 
 

【筑前町総合戦略】 
平成２７年度、筑前町総合戦略会議に筑前町商工会からも経営指導員１名が参加し、平

成２８年１月に「筑前町総合戦略」を策定した。この中から、商工業に関する部分を要

約して、抜粋する。 

 

基本目標① 活力ある筑前町を維持するため人材の育成と雇用を創出する 

 町の基幹産業を農業とし、「食」と「平和」をテーマとしたまちづくりにより農業者

の所得向上のため高付加価値の６次化を推進。また既存商工業者の育成、新規事業者の

開業支援に力を入れ、雇用を改善し、すべての就労者が安心して働ける環境づくりに努

め、若年層の労働力流出を食い止める。 

数値目標 基準年度 基準値 目標年度 目標値 

事業所数 Ｈ23 896 Ｈ31 965 

その方向として、 

・商工会や農業協同組合等の関係機関と連携し、地域資源を活かした農商工の連携、特

産品のブランド化を目指す。 

・商工業の振興 

 まちづくりにおける商工業振興の核となる商工会を中心に、既存事業所の育成を図る

とともに、新規起業者を支援する。 

  

基本目標② 地域魅力の情報発信により、筑前町への新しいひとの流れを創出する 

「食」と「平和」まちづくりをすすめ、福岡都市圏、久留米広域圏まで１時間圏内とい

う立地の魅力を発信し、定住人口、交流人口の増加を目指す。 

その具体的施策として、 

 ・ブランド開発商品、ブランド開発商品の実販売額に目標値を定める。 

 ・観光ルートの開発 

 ・空き家実態調査（移住者、創業者向け） 
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 
本町は福岡都市圏に隣接する町としての利便性から域内人口は微増傾向を示してい

るが、全国的に少子高齢化が進むことにより今後は当町の人口も減少に向かうことが予

測される。地域活性化の一翼を担ってきた商工業者の経済活動は地域力のバロメーター

であり今後も地域文化の担い手として重要な役割を果たしていくことが望まれている。

本町では、前述した総合戦略会議の中で農業を主幹産業として位置付けながらも今後、

商工業と農業の融合による 6 次化を推進し町の特産品開発やブランド開発を目指す方向

性が示され、さらには広大な土地活用策としての企業誘致にも取り組み雇用の場を確保

していくことが計画されている。 

その実践にあたって商工会は、生産者との連携による地域ブランド確立に取り組むと

ともに、自然豊かで住みよい地域づくりによる人口増加策を支えるため、住環境整備の

必要性も意識しながら、有益な情報提供を積極的に行い地域商工業者の士気向上に努め

ていくこととする。そのためには中長期的に需要の変化を見据えて明確な目標設定を行

い、事業者が地域における役割を果たしていくことができるよう、継続的な支援活動を

行うことが必要不可欠である。 

商工会は、地域の商工業者、特に小規模事業者の支援に特化し、積極的に関わりを持

って事業者支援を実施し、事業活動の維持発展と新規開業者支援に取り組むため以下の

目標を設定する。また、職員の資質向上はもとより支援体制をより強固なものとするた

めの組織改革についても並行して推進することとする。 

 

【目標とその実施方針】 
目標 1 事業計画策定支援と計画実現に向けた伴走型支援 

既存事業者の経営力強化のため事業計画策定支援を継続的に実施するにあたり、事業

者の経営内容や財務状況等の情報収集に加え、事業者へ提供する各種の情報を職員間で

共有し活用を進めていくことが必要である。 

各事業者へ有効な情報提供を行い、経営改善、商品開発等の方向性などを示しながら

伴走型支援を継続していく。 

この活動の中から発掘した事業計画策定支援数に基づき各職員の目標管理を行う。 

 

具体的方針 

・計画的巡回による事業所基本情報の収集活動を強化する 

・各種情報の整理・分析を行い、個別支援に役立つツールを作成する 

・成功事例を提供し、事業者へ「気づき」の動機付けを行い士気の醸成を図る 

 

目標 2 創業、事業承継支援による事業所数の維持拡大 

 本町では国道沿線や旧商店街地域において高齢、後継者不在、営業不振による個人商

店廃業に伴い、空き店舗も見られるようになり「町の賑わい」に影響を与えているため、

事業承継や後継者マッチング、新規創業者への支援を強化することによる事業継続や新

規開業店舗誘致を促進し、町の魅力創出に取り組み、消費や地域雇用の維持拡大を図る。 

 達成基準としては把握可能な廃業予定事業所数、後継者未定事業所数、創業予定者数 

に基づき経営指導員で目標管理を行う。 
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具体的実施方針 

・町と連携して、地域商工業発展のための施策を調査研究する。 

・創業支援のためのワンストップ窓口を創設し、創業者を継続的に支援する体制を構築

する 

・空き店舗、遊休地の情報を集約し、創業者、移転希望者等へ情報提供する 

 

目標 3 食をテーマとした地域ブランドの確立により域外からの消費拡大を目指す 

 本町の豊かな農産物を資源と捉え、地元ＪＡ、町農林商工課と連携を強化し地域特性

を打ち出せるブランド開発事業を推進し「食の都ちくぜん」のブランドイメージを確立

する。また、販路拡大のための各種商談会・求評会への参加、販売力向上セミナー等の

開催により当町特産品の市場拡大に取り組む 

 支援する各事業所の年間売上高増加、顧客数増加状況を判断の基準とする。 

 

具体的実施方針 

・筑前町ブランド開発委員会が中心となり各種団体と連携し、新商品開発、ブランド確

立に向けて協議を重ね、事業を推進する 

・開催目的に合わせ、的を絞りこんだ商談会・求評会等への出品と販促支援 

・隣接観光地「太宰府」観光客誘致の可能性について調査を実施し、交流人口増加策に

取り組む 

・町内観光スポット（みなみの里、大刀洗平和記念館、大巳貴神社、花立山温泉他）を

効果的に回遊させる仕組みについて町企画課、農林商工課、朝倉観光協会等との研究を

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 28年 4月１日～平成 33年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

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】 

地域の現状と課題を的確に把握し、その結果を今後の取組に繋げていくため、地域経

済の動向調査を行い、事業者に対し経営発達計画を策定する際に有益な情報提供を行う

他、地域の現状と課題を、筑前町と情報共有し商工施策の計画実行の基礎資料として活

用する。 

地域経済は、事業者の経営活動と市場の動向が相互に影響して成り立っているが、行

政の商工施策の方向性によって大きな影響を受ける。そのため、行政の商工施策がどの

ように推移するか予測を立てながら、地域実情に即した施策運営を行っていくことが重

要であり、その施策をタイムリーに事業者に提供していく必要があると考える。 

 

（現状と課題） 

①定期的に外部団体等からの景況調査報告を回覧しているが、職員各自の自発的活

動に任せられているため職員による情報の多寡に差があり、共有が行われていない。

また会員への情報提供も行っていない。 

 

②毎年 1回、商工会と行政による懇談会を開催している。行政からは町長、副町長、

総務課長、企画課長、財政課長、農林商工課長、商工会からは正副会長、各部会長、

及び事務局長、経営指導員が参加し、商工業施策に関する意見交換を行っている。

しかし、商工会からの一方的な要望、陳情に終始しており、商工施策の企画提案に

までは至っていない。 

 

（取組） 

①既存の景況情報を整理分析し、役職員で情報共有を行い、情報提供する。(新規) 

・税務相談所会員の確定申告データ（独自）……年１回更新 (域内業種別景況推移) 

・労働保険事務組合受託事業所の入退社者数の把握（独自）…４半期 (雇用動向) 

・公共職業安定所の労働情報通信誌……………………毎月 （有効求人倍率推移等) 

・全国商工会連合会の小規模企業景気動向調査………４半期(売上,資金繰り,業況) 

・福岡県商工会連合会の景気・金融・雇用動向調査…４半期(売上,資金繰り,業況) 

・日本政策金融公庫の刊行物……………………………随時 (消費者動向調査,DI等) 

・信用保証協会の景気金融動向調査……………………４半期(保証利用度推移) 

・国土交通省交通センサス………………………………随時 (町内幹線路の交通量) 

・経済センサス……………………………………………年１回(事業所数、従業員数) 

これらのデータに加え、福岡県、筑前町と連携を密にし、地域における経済状況の
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情報を収集し、今後は経営指導員会議を毎月行い、状況把握分析、共有を行う。そ

れを取り纏め、半年ごとにレポートを作成し、ホームページに公開する他、商工会

広報誌に掲載し会員巡回の際に配布するなど、情報提供を積極的に行う。 

 

②行政と定期的情報交換を行い、地域課題を捉えた施策提案、情報提供を行う 

(拡充) 

毎年１回開催している筑前町と商工会の懇談会において、現在、情報を提示さ

れている農産物直売所ファーマーズマーケット「みなみの里」の売上推移や、平

和学習施設大刀洗平和記念館の来館者数に加え、町内の人口動向（転入転出、高

齢化率、人口における年齢構成など）や地域の開廃業者数、域内事業者数などの

情報交換を積極的に行い、地域経済の動向把握に努めつつ、行政の商工業施策の

情報収集を行う。これにより、地域の小規模事業者の動向、実態について、商工

会と行政が同じ現状認識と問題意識を持ち商工業支援策を検討していく体制づく

りをする。 

また、筑前町農林商工課（商工業を担当）、企画課（観光を担当）の担当者とも

定期的に連絡会議を行い、商工会の事業内容、運営状況の他、地域商工業の諸課

題について情報交換を行う。 

 

（目標） 
                             ※現状は H26年度実績 

項目 現状 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 

経営指導員会議 随時 12 12 12 12 12 

景況レポート公開 0 2 2 2 2 2 

情報提供数 0 560 560 560 560 560 

町担当課と連絡会議 随時 4 6 6 6 6 
   

 

（効果） 

①過去の景況状況から今後の予測を行う他、域内経済の動向、消費者動向を把握す

る。また、事業計画策定の際の資料として活用する。 

 

②町行政の施策に企画段階から参画し、より事業者ニーズに沿った支援策を行政と

一体になって構築していく。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

800 を超える地域内商工業者に対し一律に質の高い支援を行うことは困難である。本

会は、支援が必要な事業者の抽出、ニーズの把握を行い、適切な経営支援を行っていく

為に、下記の取組を行う。 

その際、本会では自発的に課題解決に取り組む事業者を積極的に掘り起こし、事業者

自身が課題解決に取り組む啓発を行うため、以下の２点を基本的な考え方として事業を

行う。 
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１．これまで商工会に経営相談をしたことがない事業者に対し、経営課題を認識し経

営力強化に取り組む啓蒙の機会創出に取り組む。 

２．既に商工会の経営支援を利用している方に対しては、より深く質の高い支援がで

きるよう、経営課題の抽出を行い、経営力強化の為の事業計画策定の提案を行う。 

   

（現状と課題） 

①  商工会を利用していない事業所に対して 

地区ごとに担当職員を設け、会員事業所約 550件に対し、年 2 回の訪問を行い、

施策パンフレットを持参し、情報提供を行っている。しかし、一方的な情報提供

では事業所との深い信頼関係が築けず、事業所の財務状況などの立ち入った情報

は収集が難しく、相談を受けるまでに時間がかかる。また、2 年前に行った全会

員アンケートの結果によれば、「商工会に対して何を相談したらよいか分からな

い」という回答が７割近くあった。また利用する内容についても、記帳、税務、

金融の利用が３割程度あったものの、経営改善、経営力強化に関する相談は 15％

しかなかった。施策パンフレットを配布し説明しても、支援施策をどのように活

用したらよいのか分からず、経営力強化の支援は受けられないという認識を持っ

た事業所が多いと思われる。 

 

②  既に商工会の経営支援を利用している事業者に対して 

事業者から金融、税務、労務に関する相談を受け、その都度課題解決を行ってい

る。その際、金融、税務、労務に対しそれぞれ対応する担当者が異なる為、支援情

報の職員間共有がなされておらず、個々の課題解決で支援を完結しており、事業所

の経営状況の全体把握、企業分析は行えていない。そのため、課題のもととなる根

本的原因を解決できないままになっているケースがあると思われる。 

また、記帳継続支援は、確定申告のための事務代行的認識が強く、経営状況の分

析、説明は確定申告時に偏っており、記帳に基づく経営分析には至っていない。 

 

③  創業予定者に対して 

毎年１０名程度の創業に関する相談を受けているが、殆どが創業後の税務、労務

の支援依頼である。また創業前の場合は、創業資金の融資相談や、物件の紹介依頼

もある。 

創業資金支援の場合は、融資申し込みの為に事業計画書作成を支援するが、創業

までの短期的計画が多く、中長期的事業計画策定にまでは至っておらず、その他の

相談の場合は、事業計画策定支援も行ってきていない。 
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（取組） 

①  定期的な巡回訪問により事業者情報の収集と支援施策の周知（拡充） 

年間２回行っている会員巡回キャンペーンに合わせ、一方的な施策の情報提供

だけなく、毎年定期的に収集する項目と、年度ごとに集中的に収集する項目を定

めアンケート調査を行い、企業情報を収集する。収集した内容は商工イントラ（会

員情報システム）にデータ入力、永久保存し、随時閲覧可能にする。巡回の際に

ヒアリングする項目を設け、事業所との対話の時間を持ち情報収集をしつつ、商

工会の支援施策について具体的に説明する機会を持ち、施策の利用方法を知って

いただく。その中で支援ニーズのヒアリングを行い、支援が必要な事業所を把握

する。 

≪情報収集する項目≫ 

毎年 

・基本情報（事業所名、住所、代表者名、連絡先等、従業員数） 

・従業員数   ・景況感   ・経営課題 

年度ごとの収集項目 年度ごとに以下より選択 

・年商  ・取扱商品   ・取引先  ・保有技術,ノウハウ,技術者 

・財務内容   ・保有設備  ・後継者の有無 ・事業承継の予定 

 

②  わかりやすい支援事例の提示による自発的支援ニーズの掘り起し（新規） 

２ヶ月毎に発行する「筑前町商工会だより」に身近な経営支援策の具体例を掲

載し、商工会の利用の仕方を会員事業所に紹介する。支援事例の裏面には、経営

相談申込書をつけ経営課題を記載できるようにし、手軽に相談しやすいように工

夫し、自発的に経営支援の要望を出していただける仕組みづくりをする。巡回の

 項 目 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 

個 別 

巡回指導   回 1,571 1,519 1,352 

巡回指導   企業数 290 298 305 

窓口指導   回 411 342 449 

窓口指導   企業数 164 154 198 

創業指導   回 14 34 24 

創業指導   企業数 4 12 8 

講習会 
集団      延人 141 128 196 

個別      延人 92 88 38 

金 融 
斡旋件数 44 42 36 

斡旋金額    千円 336,600 226,490 187,800 

労 務 労働保険委託事業所数 145 147 150 

税 務 

確定申告支援  件数 261 252 244 

記帳継続指導  件数 211 216 217 

記帳機械化   件数 50 46 40 
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際の支援施策の周知にも活用する。相談申込書をもとに、事業所へヒアリングを

行い、必要に応じで財務分析、商品分析、商圏分析などを行い課題解決に向けた

支援を行う。 

 

③  記帳支援と通じた経営分析（拡充） 

記帳継続指導対象者に対し、4 半期ごとに 1 回以上接触し、財務状況を定期的

に説明し、経営課題を随時把握していく。また管理会計、事業計画の必要性を認

識してもらい事業計画策定を促す。 

経営支援員が対応できない経営課題がある場合は、指導員と一緒に対応する

為、ペア制度を導入し、複数の担当者で事業所の状況把握を行う。 

 

④  金融支援を通じた経営分析（拡充） 

金融相談を受けた際は、斡旋のみでなく、財務分析、企業力分析を行い、結果

を事業者に説明し、経営課題の抽出、課題解決の提案を行う。 

財務分析は、中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」を利

用し、過去３期程度の財務資料を基に、安全性、収益性、生産性の観点から分析

し、事業者の現状の経営状況と、これからの企業としてあるべき姿について検討、

説明し、事業者の意向を踏まえ、顧客ニーズや市場動向、企業の強みを取り纏め、

短期、中長期的経営計画の策定を提案する。 

経営指導員だけでは企業分析が難しい場合は、他の支援機関や専門家による企

業分析を積極的に活用し、より高度な支援を行う。 

 

⑤  創業セミナーの開催（新規） 

筑前町、㈱日本政策金融公庫、地元金融機関、専門家と連携して、創業予定者、

創業後間もない事業者を対象に、創業セミナーを開催する。創業期は経営課題が

山積しやすく、安定期に入るまで継続的に支援できる信頼関係を築くため、セミ

ナーでは経営指導員がサポーターとして受講者を継続的に支援する。また、創業

を考え始める時期から接触し支援することで、創業者の計画性、資金力、営業力、

事務処理能力等、経営者としての資質を総合的に分析把握し、課題解決を図りな

がら、実現性の高い創業計画を立て着実に創業してもらう。 

 

⑥  筑前町空き店舗バンクと創業ワンストップ窓口の創設（新規） 

町内の不動産業者と連携し、町内の空き店舗、遊休地情報を集積し、創業者

へ情報提供する為、新たに「筑前町空き店舗バンク」を創設する。これを大き

く広報し、町内で創業を検討されている方が、店舗を探す際、商工会に問い合

わせればワンストップで創業までの支援が受けられる体制を作る。 

 

⑦  事業承継ニーズの把握(新規) 

会員巡回を通じて、事業承継予定者がいる事業所を把握し、既存事業の財務分

析、企業力分析、承継予定者の経営者としての資質を総合的に分析し、スムーズ

な事業承継が出来るよう情報提供、助言を行う。 
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承継予定者がいない場合、承継者の育成支援、マッチングを行い、可能な限り

事業が継続するよう支援する。特に経営者の親族以外の従業員がいる場合は、事

業の廃止は雇用の場の喪失につながるため、事業売却も含めた承継支援を行う。 

 

※収集した企業情報、分析内容については、商工イントラに可能な限り入力し保

管する他、商工会サーバーに整理保管し、支援のペアとなる職員間で情報を共有

するとともに、担当者以外も閲覧可能にする。 

 

（目標） 

 現状 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

巡回訪問回数 1,352 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

筑前町商工会

だよりの発行 
６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

財務分析企業

数（記帳） 
0 16 20 24 28 28 

財務分析企業

数（金融） 
4 16 20 24 28 28 

創業セミナー

参加者数 
0 5 10 10 10 10 

※現状は H26年度実績 
（効果） 

・巡回を通じて、事業所と経営上の課題をヒアリングする機会を増やし、支援ニー

ズのある事業所の抽出を行い、経営改善の提案を行うことができる。 

・身近な支援事例を示すことで、商工会の利用方法を知っていただき、自発的な支

援要望を促す。 

・記帳、金融支援を通じて経営分析を行うことにより、より深い経営課題の抽出を

行い、適切な指導を行うことで、経営力強化を図る。 

・創業予定者と早期に接触することで、創業予定者の課題を把握が出来る。 

 

３．経営計画策定支援に関すること【指針②】 

 

地域経済が持続的に発展していく源泉は、地域の事業者が発展していくことである。 

小規模事業者が持続的に発展していくために、場当たり的な経営を脱し、中長期的経営

計画に基づいた経営に発達していなかければならない。 

その為に、本会は地域の経済動向と事業所の経営分析を踏まえ、事業主との対話を通

じて中長期的なビジョンを引き出し、明確な目標を据え、需要を見据えた具体的な事業

計画策定の支援を行っていく。 

 

（現状と課題） 

これまで事業者に対する事業計画の策定支援は、金融支援の際に短期的目的のた

めに行うに留まっている。ここ数年は、経営革新認定や各種補助金活用のため、必
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要に迫られて行う中期的経営計画の策定支援が増えつつある。 

しかし、経営計画策定の際、短時間で事業計画を作成しているのが現状であり、

事業者の意向を十分に踏まえた課題解決策や事業計画案の提案ができていない。そ

のため、事業計画を立てても、計画が進まず頓挫してしまうケースも見受けられる。

継続的に計画の進捗状況をフォローしながら、計画の見直しの提案を行っていくこ

とが必要である。 

 

（取組） 

以下の対象者に対し、専門家と連携し、該当企業の経営課題の洗い出し（商品構

成、市場ニーズの調査、競合調査、財務分析）を行い、職員の各担当分野を越え横

断的な支援ができるよう、担当指導員１名、副担当１名の２名体制で計画の作成か

ら実施まで、継続的に支援を行っていく。支援の内容については、商工イントラに

可能な限り入力し保管する他、商工会サーバーに整理保管し、支援のペアとなる職

員間で情報を共有するとともに、担当者以外も閲覧可能にする。 

事業計画の策定には、事業者の意向を踏まえ、地域経済の動向や消費者ニーズを

的確に捉えた内容になるよう、指導員ミーティングで素案の作成を行い、複数の職

員で支援に当たる他、他の支援機関の支援策や専門家による助言も活用する。 

事業計画は、事業者の意向を踏まえ、明確な目標を据えて、確実に実施できるよ

う、具体的な内容になるよう配慮し策定支援する。 

 

（対象者ごとの取組） 

①計画的巡回や経営支援事例の提示により支援ニーズを発掘した事業者(拡充） 

経営課題の抽出を行い、その課題解決のため、事業主の意向を踏まえて事業計画

の策定を行う。経営指導員では困難な案件については、他の支援機関や専門家を

活用し適切な課題解決策の提案を行う。 

 

②記帳継続支援対象者、確定申告支援対象者（拡充） 

記帳、確定申告を通じて把握した経営課題の解決策を提案し、財務強化による経

営力強化を図るため事業計画の重要性を説明し、事業者との対話を通じて経営者

の意向を踏まえた上で、顧客のニーズと市場動向、事業者の強みを活かした事業

計画の策定を支援する。 

記帳支援を担当する経営支援員だけでは対応できない経営課題がある場合は、指

導員と一緒に対応する為、ペア制度を導入し、複数の担当者で事業所の状況把握

を行う。 

経営指導員では課題解決策の提案が難しい場合は、他の支援機関や専門家による

企業分析を積極的に活用し、課題解決策の提案を行う。 

 

③金融支援対象者(拡充） 

融資の相談を受けた際の財務分析、企業分析した結果を事業者に説明し、経営課

題の抽出、課題解決の提案を行い、事業計画作成の必要性を説明していく。 

財務分析を基に、安全性、収益性、生産性の観点から、事業者の現状の経営状況
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と、これからの企業としてあるべき姿について検討、説明し、事業者の今後の意

向を踏まえ、顧客ニーズや市場動向、企業の強みを取り纏め、短期、中長期的経

営計画の策定を提案する。経営指導員だけでは企業分析が難しい場合は、他の支

援機関や専門家による企業分析を積極的に活用し、より高度な支援を行う 

また、㈱日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」について説

明し、活用する。 

 

④補助金等活用事業者（拡充） 

補助金等活用を目的として事業計画の策定支援を行う事業所に対し、顧客ニーズ

や市場動向、企業の強みを取り纏め、短期、中長期的経営計画の策定の重要性を

説明し、補助金等活用のための事業計画に留まらず、中長期的な事業計画の策定

支援を行う。 

経営指導員では支援が難しい場合は、他の支援機関や専門家による支援を積極的

に活用し、事業計画の策定支援を行う。 

 

⑤経営セミナー、経営革新セミナーの参加者（新規） 

持続的経営発展のため事業計画策定の重要性を啓蒙するセミナーを開催し、経営

革新計画の成功例など、事業計画策定のメリットを紹介し、経営計画の策定の重

要性を説明し、計画策定を参加事業者に促し策定支援を行う。 

 

⑥創業者・創業予定者（新規） 

創業セミナーで経営に必要な基礎知識を学んで頂く中で、事業計画策定の重要性

を理解してもらい事業計画策定を支援する。 

創業計画に向けては、ビジネスプラン、商圏分析、自社の強み弱み把握、資金計

画について、十分に分析、検討し、明確な目標を据え、事業者の創業計画をブラ

ッシュアップし、より具体的な事業計画の策定支援を行う。 

経営指導員では支援が難しい場合は、他の支援機関や専門家による支援を積極的

に活用し、創業計画、事業計画の策定支援を行う。 

 

⑦事業承継予定の事業者（新規） 

事業承継の予定がある事業所は、承継予定者の人材育成、承継の方法など計画的

に進めていかねばならない課題がある。それらの課題を一つずつ確認し、解決が

必要な場合はその課題解決を含め、承継後も安定した経営が出来るよう、承継後

3 年目までを目途とした事業承継計画の策定支援を行う。計画の策定には、よろ

ず支援拠点や福岡県事業引継ぎ支援センターと連携しながら、専門家を活用し進

める。 

 

これらの経営計画策定事業者の中で特に新規性、先進性の高い事業計画で、経営

革新や国の法定認定事業に該当する場合は、その認定が取れるよう適切な支援を行

う。また、経営計画策定支援の中で、事業資金が必要になる場合は、「小規模事業

者経営発達支援融資制度」を活用する。 
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（目標） 
※現状は H26年度実績 

 

（効果） 

・巡回やセミナー、記帳、金融など様々な支援の機会を通じて、事業所に事業計画

策定の重要性を説明し、事業計画策定を通じて経営力の発達強化を図り、事業所

の継続的発展に資する。 

・創業者の事業計画策定により計画がブラッシュアップされ、創業後の事業が円滑

に進められるようになる。また計画策定支援を通じて、経営指導員等との信頼関

係が構築され、持続的に商工会に経営相談をしやすくなる。 

・事業承継予定の事業者は、承継までの課題を明確にし、その課題解決を通じて承

継予定者の経営力を強化し、承継後の安定的事業運営に資する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

伴走型支援とは、単に事業者の活動に同伴し、同じ目線で活動支援することではなく、

事業計画の実施状況を第３者的目線で点検し、その過程における課題を的確に把握指摘

し、計画に沿った事業の発達、改善ができるよう、必要な情報、助言を提供し事業者の

経営力を向上させることである。 

本会は、事業計画を策定した事業所に対し、その事業計画を実施する過程で発生する

様々な経営課題を、事業者とともに解決策を検討しながら、計画の着実な実行を支援す

る。また実行の結果を検証し、改善策を事業者とともに検討し、必要に応じて計画の変

更を行い、継続的に支援する。 

 

（現状と課題） 

これまでは、経営課題に対し相談を受けた際、個別の経営課題に対する支援を行

いその解決で完了していた。しかし、個別の経営課題の解決は、継続的な事業の継

続、発達における一局面でしかないにも関わらず、中長期的視点で事業者の経営発

達、改善に踏み込んでいなかった。 

これまで中長期的経営計画策定の支援を行った事例としては経営革新計画が挙げ

項目 現状 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ31年度 

①計画的巡回、事例提示

からの事業計画策定数 
0 4 8 8 8 8 

②記帳、確定申告からの

計画策定数 
0 4 8 8 8 8 

③金融相談からの計画

策定数 
0 3 6 6 6 6 

④補助金申請件数 8 8 8 8 8 8 

⑤セミナー参加者への

計画策定数 
0 4 8 8 8 8 

⑥⑦創業、事業承継計画 0 3 6 6 6 6 

計画策定数（合計） - 26 44 44 44 44 
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られるが、認定企業数のノルマに追われ、計画の策定が目的になっている傾向があ

り、その後の定期的なフォローアップには踏み込んでおらず、事業者からの相談に

受動的に対応するのみであった。 

また、事業所の支援は担当指導員が各々で行っており、伴走支援能力に個人差が

生じている。 

 

（取組） 

事業計画策定後は必要に応じて２カ月に１度巡回訪問し進捗状況の確認を行うと

ともに、計画の実行に伴い発生する課題を把握し、随時必要な指導、助言を行う。 

計画の進捗状況に応じ、国、福岡県、筑前町、福岡県商工会連合会(以下福岡県連)、

筑前町商工会の行う支援策等を活用できるよう情報を提供する。 

１ヵ月ごとに、経営指導員会議で支援中の企業の状況を報告しあい、今後の支援

の方向性や具体的支援策について、互いに助言し合いながら経営支援ノウハウの共

有を図る。 

 

≪フォローアップ支援メニュー≫ 

・金融支援……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 

筑前町制度資金、福岡県制度資金 

・税務…………経営支援員により計数管理支援、政策税制の情報提供 

・労務…………労務管理指導、助成金の活用支援 

・販路開拓……持続化補助金等、専門家活用、商談会、広報支援 

・その他………専門性の高い内容については、よろず支援拠点、ミラサポや福岡県連

の専門家派遣制度を活用する。 

≪連携先≫ 

・㈱日本政策金融公庫…小規模事業者経営発達支援資金等の活用について連携 

・筑後地区中小企業支援協議会…福岡県中小企業振興事務所が主催し、中小企業診断

士、中央会、税理士会、金融機関、商工会、商工会議所等が連携し、それぞれが有

する支援策を活用し、よりきめ細やかな実行支援を行う。 

※その他、後述の別表４の連携先に記載 

 

（目標） 

項目 現状 H28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

経営指導員会議 随時 12 12 12 12 12 

フォローアップ企業数  13 39 83 114 132 
 Ｈ28年計画策定分  13 13 13   
 Ｈ29年計画策定分   26 26 26  
 Ｈ30年計画策定分    44 44 44 
 Ｈ31年計画策定分     44 44 

 Ｈ32年計画策定分      44 
  ※現状は H26年度実績  
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（効果） 

・経営状況の分析や市場動向の調査結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画を策定

した事業所に対し、定期的な巡回により計画の進捗状況を把握し、適宜必要なタ

イミングで必要な情報、助言を提供することができる。 

事業計画を着実に実行し経営を発達させることで、事業者の利益拡大を得る。 

・常に複数での支援体制を整え、定期的な指導員ミーティングで支援状況とノウハ

ウの共有を図り、経営指導員等の資質向上につなげる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
（現状と課題） 

本会では、町が行う「食の都づくり」に対応して平成 18 年度から特産品開発事業に積極的に取り

組み、大都市商圏での商談会、求評会等に出店を重ねながら事業者へのフィードバックと改善指導を

実施してきたところである。しかしながら事業者の多くは「作ること」から「売れる商品作り」への

意識転換を図っていくまでの研究と経験が十分とは言えないこと、さらに、新商品やサービスを提供

すべきターゲットの絞り込みを行うために有効と思われる各種データ等に関する調査・分析が今まで

十分に行われていないことが地域性や年代別ニーズに対応した商品開発、販路開拓に取り組む際の障

壁となっているのが実態である。 

そこで、支援先の状況に応じて市場ニーズや地域固有の潜在的ニーズを調査し、有効な情報提供を行

うため、以下の取組を実施する。 

 

（取組） 

商品開発・販路開拓に際しては、自社の強みの把握、原材料の調達手段、原価管理、安心安全認識等

の基本事項を事業者と共有した上で、事業計画を策定する際に「誰に」「何を」「どこに」「どのよう

に」を決定していくために、既存情報の活用に加え、必要な独自調査によるデータの活用を図り、事

業者に提供していくこととする。 

 独自調査については特に本町に身近な商圏内の動向を把握するため商工会が関わりを持っている

組織、事業をフル活用し、そこから得られる生データとして事業者支援に役立てていく。 

また得られた情報は、広報、ホームページ、巡回の折に配布するなど、地域商工業者に対し広く周知

を図り、事業者の経営改善のための基礎資料として積極的に提供していくこととする。 

 

①事業計画の策定実行支援を行う事業所に対し、個別事業者の商品、役務の市場規模や需要動向を把

握し、需要を見据えた計画策定、実行支援のために以下の調査を実施する。 

支援対象者はあらゆる業種に及ぶが、同業種であっても、その対象とするターゲット、商品構成が

異なるため個別事業所ごとの商圏、業界動向、取引先の状況等から需要の予測を立てることとし、調

査した内容は、他の事業者に対し活用できる情報として、整理保管し情報を蓄積することで、随時支

援ツールとして活用する。 

 

調査１既存情報を活用し、商圏、潜在的需要量から市場規模等を調査する。 

※調査資料を活用し具体的支援を実施する先（以下、対象者と記載する） 

＜対象者＞事業計画策定実行支援対象の事業者 

＜収集手段・調査項目＞ 

・年齢別人口統計 ……商圏の母体となる人口の動向とその属性   

・家計調査 ……………家計の項目別支出額とその動向 
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・中小企業白書 ………経済動向、企業環境と動向 

・小規模事業者白書……小規模事業者の実態と動向 

・日経テレコン 21POS 情報 ……売れ筋商品、消費者トレンド、業界動向 

＜活用方法＞ 

個別事業者の事業計画策定にあたっては上記既存情報を十分に理解した上で取り組むことが

重要であり、各事業者が認識すべき項目について計画へ反映させ実行支援を行っていく。  

また、業種別に整理して他の事業所支援に活用できるよう情報を共有し保管する。 

 

調査２個店の消費者ニーズ調査（新規） 

＜対象者＞事業計画策定支援対象者、および実行支援対象者 

＜収集手段＞ ・各店舗等での顧客アンケート（支援対象各店舗へ依頼） 

       ・一般消費者によるモニター調査 

＜調査項目＞品揃え、価格、接客、属性別嗜好等 

＜活用方法＞ 

顧客の生の声を確認する絶好の機会として捉え各店舗で収集したアンケート結果をもとに

潜在的ニーズの発掘、顧客の属性、個店の問題点を把握し、効果的な販売戦略を検討する判

断材料とする。 

 

②食品を扱う事業者に対しては、上記の調査に加え、顧客の対象地域ごとによりきめ細やかな需要動

向情報を提供し、域外消費の拡大に取り組んでもらうため、以下の独自調査を行う。 

 

調査３みなみの里の POS データ（新規）←対象地域（域外からの消費流入） 

＜対象者＞みなみの里出品事業者、商品開発に取り組む事業者（※Ｐ４「みなみの里」参照） 

＜収集手段＞POS データから得られる月別資料＋販売員からのヒアリング 

＜調査項目＞ 利用者の地域、年齢、購入品、購買額の各月集計、売れ筋商品、季節変動状

況、顧客の意見要望 等 

＜活用方法＞ 

直売所へ出荷する個別事業者に対し消費者ニーズを把握し、事業計画策定の際の判断材料と

して提供する。有益な情報は巡回にて配布するほか広報誌、ホームページでの定期的情報提供

により出荷者の業績向上に結びつける。 

 

調査４町内イベントでのアンケート調査（拡充） 

←対象地域（域内・近隣地域からの消費） 

＜対象者＞ イベント出店事業者および関係団体 

＜収集手段＞ 町内イベント(注４)において来場者にアンケートを実施 

＜調査項目＞ 開発した特産品の評価調査を行う為、利用者の地域、年齢、開発品に対する

評価のアンケートを行っていたが、さらに購入品、購買額、属性別嗜好性、健康意識、食生

活ﾊﾟﾀｰﾝ等の項目を追加し域内消費者の潜在的ニーズ把握に取り組む 

＜活用方法＞ 

集計結果は個別指導資料として出店事業者へ提供する。 

また出店者会議、企画会議等の関係者会議で情報提供を行う。 

特に地域性を意識した商品の開発、選択、販売方法等の研究に力を入れる支援先に活用する。 

（注 4）町主催イベント ど~んとかがし祭り 11 月 来場者 3 万人 

商工会主催イベント大国様物産展 2 月 来場者 3 千人 

その他共催、応援イベント 

 

調査５商談会・求評会でのバイヤー意見(拡充) ←対象地域（商談会を行う都市部消費地） 
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年間出店回数 17 回（26 年度実績） 

 

＜対象者＞出品事業者、商品開発に取り組む事業者 

＜収集手段＞商談会・求評会での各バイヤーからの意見、指摘事項を取りまとめ検証 

＜調査項目＞ 価格、品質、表示、納品体制等の指摘事項 

＜活用方法＞ 

個別事業者の商品開発、改良の必要がある場合の判断材料として活用するほか、需要の動

向や消費者トレンドについて、商談会ごとに報告書を作成し職員間で共有し活用する。 

公表が可能な情報については、広報誌、ホームページで広く情報提供する。 

 

手段６民間調査会社や専門家の活用による個別調査 

 ①、②の調査で不足する場合は、民間調査会社や専門家を活用し、市場規模、需要の見込

み、潜在的ニーズについて内容を補完する。 

＜活用方法＞ 

  個別事業所の事業計画策定、実行における判断材料として活用するほか、業種ごとに整理分析

して保管、職員間で共有し、他の事業所の支援にも活用する。 

 

 (目標)                          ※現状は H26年度実績 

項目 現状 H28年

度 

H29年

度 

H30年

度 

H31 年

度 

H32年

度 

需要動向調査実施企

業数 
随時 13 26 44 44 44 

町内イベントでのア

ンケート回収数 
250 250 300 350 400 400 

  
調査 1~6 については、各支援対象事業所の実情に応じて必要な組合せを行い、柔軟に活用してい

くことに併せ、地域商工業者全般の経営に共通して有効と判断される情報はホームページ、広報誌（年

3 回町内全戸配布）で積極的に発信を行い、経営改善に向けた啓蒙活動を推進していくこととする。 

    

 (効果) 

・適宜必要な情報を提供できるよう体系化して整理保管し、需要を見据えた事業計画策定及び実施支

援のため活用する。情報の蓄積によって、個別支援に役立つツールとして活用し事業所の支援方針の

決定にも役立てる。 

 

・年々増加する「みなみの里」の売上や売れ筋商品などを情報提供することで、事業者の「みなみの

里」への出店意欲を高める効果が期待でき、域外消費の拡大が進む。 

 

・地域商工業者に対し、有効な共通情報を定期的に発信することにより事業者の意欲向上を図り、自

発的改善に向けた「気づき」の動機付けを継続的に行う結果、新たな支援対象者の掘り起こしが進む。 

 

 

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】 

 

今後人口減少、ＩＣＴの活用加速化、グローバル化が進展していく状況の中で、小規

模事業者の商品、サービスの情報を、最適なターゲットに向け効率的に発信していく必
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要がある。そのため、商圏や、顧客属性ごとに効果的に情報発信するため、以下のメニ

ューの活用を支援し、事業者の商品やサービスの宣伝を行うほか、新商品開発や販促ノ

ウハウの習得により、新たな需要の開拓に寄与し、利益の増加に資する。またＢtoＢの

商品、サービスについては、他の多様な支援機関と連携し情報交換することでビジネス

マッチングを行う。 

 

（現状と課題） 

事業所の商品、サービスを広く宣伝する為、商工会の広報誌をはじめ以下のよう

な様々なメニュー各支援機関と連携して活用している。これらの宣伝活動により、

問合せの増加、売上の増加を得ている事業者もある。 

また、毎年１１月に開催される「筑前町ど～んとかがしまつり」では、特産品試

食販売コーナーを設け、特産品の試作、試食を行い、多くの町民に商品を知ってい

ただく機会になっている。また、２月に開催する「大国様物産展」においては、特

産品の地元飲食店等の出店により、売上を上げている。 

今後も、幅広い業種の小規模事業者の需要に寄与する為、効果的な広告支援が継

続的に必要であり、今後も以下のメニューを継続していく。 

また、ＢtoＢの商品、サービスについては、商工会内でのビジネスマッチングを

行っているが、地域外については情報が不足するため、他の多様な支援機関と連携

し、最適なマッチングを行う体制を構築する必要がある。 

 

 

（取組） 

①メディア等を活用した宣伝活動支援（継続） 

支援を希望する事業者の商品、サービスのターゲット層に応じたメディアを選定

し、効果的な宣伝活動の提案を行い、以下のメニューを活用し支援する。 

 

 

項目 頻度・部数 範囲 実施主体 

筑前町商工会だよ

り 

隔月 年 6回 

560部 

町内会員事業所 独自 

商工会広報誌「筑前

あきない」 

年 3回 

12,000部 

筑前町全世帯 独自 

ＳＮＳ 

「筑前町をぐっと

盛り上げる隊」 

随時 

フォロワー500 

近隣消費者、筑前町

出身者等 

独自 

商工会ホームペー

ジ 

随時  独自 

業種別、異業種懇談

会での事業所紹介 

年５回 町内 独自 

福岡県連ニュース 年 6回 

50,000部 

福岡県内会員事業者 福岡県連 
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福岡県連 

プレスリリース 

随時 県内メディア 福岡県連 

福岡デザインアワ

ード出展 

年１回 10月 県内 福岡県 

 

（連携先) 

福岡デザインアワード……福岡産業デザイン協議会（福岡県） 

 

②商談会、即売会、アンテナショップへの出店による販路拡大とテストマーケテ

ィング（継続） 

支援を希望する事業者の商品、サービスのターゲット層に応じた商談会、即

売会等を選定し、都市圏や通信販売における需要動向を調査しつつ、その結果

を踏まえた商品のブラッシュアップを行い、より売れる商品づくりを支援し、

売上増加を支援する 

 

(連携先) 

商談会…………福岡県連、全国商工会連合会 

    さとふる………ふるさと納税のため町が運営委託する通販サイト 

     

③販促力向上を図るための情報化セミナーの開催（拡充） 

個店でのＳＮＳやメディアの活用方法等ＩＴを使った広報、販促手法のセミナ

ー、ＰＯＰセミナー及び個別支援を行い、事業者自身のノウハウ技術向上を図る。 

(連携先) 

セミナー講師、専門家派遣………福岡県連、ミラサポ等 

 

④商品のブラッシュアップ支援事業（継続） 

付加価値の高い商品を開発する為には、商品のデザイン性向上が必要不可欠で

ある。そのため、商品力の向上を希望する事業者に対し、福岡デザイン協議会と

項目 回数 ターゲット 実施主体 

商談会商談会等への出展 秋・冬 

各 1回 

県内、関東、関西 福岡県連、 

全国連 他 

イベント出店即売会 

・ど～んとかがしまつり 

・大黒様物産展 

・みなみの里周年祭 

年３回 町内、近隣市町村 独自 

アンテナショップむらから

まちから館への出店 

１か月～

６ヶ月 

東京有楽町 全国連 

ニッポンセレクト.com へ

の出店 

随時 インターネット

通販 

全国連 

ふるさと納税「さとふる」 随時 インターネット 筑前町 
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連携しデザイナーを斡旋する他、福岡県連や筑後地区中小企業支援協議会が開催

する求評会に出店し、商品のブラッシュアップを行い、商品力の向上による売上

の拡大を支援する。また、国等の新商品開発や販路開拓を支援する施策も積極的

に活用する。 

  （連携先） 

     福岡産業デザイン協議会………デザイナーマッチング 

     福岡県連…………………………専門家派遣 

     ミラサポ…………………………専門家派遣 

     筑後広域連携拠点………………他支援機関との連携による支援を実施 

 

⑤ビジネスマッチングの為の他の支援機関との連携（拡充） 

ＢtoＢの需要開拓を支援する為、以下の支援機関とも連携し、効果的なマッチ

ング先を紹介する。 

(連携先) 

・金融機関…………………筑後信用金庫では、事業マッチングの為の冊子を

作り情報提供を行っている。その他の金融機関におい

ても企業情報を多く持っている。 

・㈱日本政策金融公庫……インターネットビジネスマッチング 

・筑後広域連携拠点………筑後地区の企業情報を保有しており、ビジネスマ

ッチングの実績あり 

 

（目標） 

項目 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

「筑前あきない」への 

掲載企業数 
15 15 20 20 30 30 

商談会への出展企業数 5 5 10 10 20 20 

ＩＴ・販促セミナー参加

者数 
5 10 10 15 15 20 

 

※現状は H26年度実績    
（効果） 

・商品開発や販促ノウハウの乏しい小規模事業者に対し、商品力向上、販売力向上

に資する事業支援を提案し実施する中で、事業者自身の経営力向上を図り、売上

の増加による利益の拡大を得る。 

・多様な支援機関との連携を通して、ＢtoＢの需要開拓に資する効果的なビジネス

マッチングの体制を構築することにより、事業者の売上増加、経営力向上を得る。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

１．筑前町地域経済活性化協議会による商工施策の調査研究（新規） 

 

 地域の多様な機関が連携し、今後の地域経済活性化の方向性を検討するため、「筑前

町地域経済活性化協議会」を新たに設立し、地域の特性をとらえた地域活性化事業の検

討を行い、中長期的商工施策の調査研究を行い、実施する。 

  ≪構成機関≫ 

筑前町農林商工課(商工施策を担当) 

筑前町企画課（観光施策を担当） 

㈱筑前町ファーマーズマーケットみなみの里 

朝倉広域観光協会 

ＪＡ筑前あさくら 

筑前町商工会 

筑前町議会産業建設委員会 

  

２．筑前町特産品ブランド開発推進事業（拡充） 

（現状） 

筑前町には優れた品質の農産物がある。農産品をそのまま販売するより、農業と

商工業が連携し、それらを加工して販売することで、売上額を大きく飛躍させるこ

とができる。そのため、特産品を使用した商品開発を地域事業者に勧め、同時にそ

の販路開拓支援を行っていく。 

その中でも「筑前クロダマル（注５）」「筑前麦プロジェクトによる筑前小麦（注

６）」「木酢（注７）」を使用した商品開発及び販路開拓事業は平成 21年度から取り

組んできた。現在も平成 23年度に発足した「筑前麦プロジェクト」や平成 24年度

に発足した「筑前町ブランド開発推進委員会」は活発に活動しており、「筑前クロ

ダマル」「筑前町産小麦」を使用した特産品開発を行った事業所が 15件に上ってい

る。25年度からは、事業者が開発した特産品を販売するため県内、関東で商談会や

イベントに参加し消費者をはじめ、バイヤーに商品をアピールし、数件ではあるが

大手企業との取引を開始した事業所もある。 

 
（注５）筑前クロダマル…筑前町産のクロダマル種の黒大豆 

筑前町が地域商標を取得し、町の特産品として売り出している。 

現町長の発案で筑前町の特産品として「筑前クロダマル」をブランド化し、

町としては５億円の売上を目指している。 
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（注６）筑前小麦…筑前町産の小麦粉 

(注７）木酢………筑前町の三箇山地域で栽培される柑橘類 

 

「筑前町ブランド開発推進委員会」 

構成：特産品開発を行う会員事業所、福岡県、筑前町、ＪＡ筑前あさくら、 

㈱花立山農業研究所、商工会 

 

平成 24 年度より福岡県の提案公募事業に採択され、継続的に実施している事

業。商工会、筑前町役場が連携して「筑前クロダマル」「筑前小麦」「木酢」など

の地域の農産品を使用した商品開発～販路開拓を支援する事業。 

「当町の特産品を PRするため、「美味しい」「新鮮」「驚き」を意味する造語「美

味っと（ビビット）筑前町」のキャッチコピーを応募により決定。これを全商品

の共通ブランドコピーとして福岡・大阪・東京等で開催される商談会・販売展示

会等に積極的に出展している。 

またマスコミ等を活用した販

促活動も行い、筑前町役場、ファ

ーマーズマーケット「みなみの

里」と連携して特産品開発による

地域活性化を推進している。 

 

 
 

「筑前麦プロジェクト」 

事業者（飲食店）・JA 筑前あさくら・㈱太陽製粉の３者が協力して１００％筑前

町産の小麦粉を流通させ、様々な商品開発に取り組むプロジェクト。平成２６年

にはメンバーのうどん店はミシュランガイドに掲載される。「筑前麦太郎」「筑

前麦夏ちゃん」の 2種類の小麦粉を販売し、その小麦粉を使用した商品の開発、

宣伝を行っている。現在 10事業者により 15件の商品開発が行われた 

 

(課題) 

筑前町は旧朝倉郡にあるが、「朝倉」は「旧朝倉郡」の地名が広域であったこ

とや、㈱西鉄大牟田線に「朝倉街道駅」があること、朝倉三連水車などの観光資
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源が豊富で地名としてブランド力がある。一方、筑前町産の農産品をブランド化

する上で、筑前町の知名度は、全国どころか県内でも低く、筑前町ブランド力の

構築がなかなか進んでいない。 

また、各々の事業者が多くの商品を開発しているが、それらの商品を一堂に揃

えた販売の拠点がなく、消費者に対する訴求力が低い。各々店頭での販売を行っ

ており、関東関西での商談会で好評を得ている商品もあるものの、インターネッ

ト通販を行うノウハウを各自が持っておらず、一括して販売管理を行う拠点づく

りが大きな課題になっている。 

 

（取組） 

①筑前町ブランド開発委員会、筑前麦プロジェクトの、中期的事業計画を検討し

ながら、商工会・役場・JA・民間企業の連携を強固なものとして、継続して特

産品開発、販路開拓、事業者マッチングの総合的推進を継続していく。（継続） 

②現在、特産品を多く取り扱っている㈱筑前町ファーマーズマーケットみなみの

里とも協議しながら、販売拠点の開設運営について調査検討する。（新規） 

③地域ブランド力のある「朝倉」と広域化してブランド力を更に高めていくこと

ができるのではないかと考えられ、隣接する朝倉市との広域ブランド開発を調

査研究する。（新規） 

 

（目標） 

個別企業への支援は（Ⅰ．経営発達支援事業の内容）で前述の通り、事業を推進

しながら、広域的総合的取組として本事業を遂行することで、地域ブランド力を

高め、地域の農産品を使用した特産品の販売額を 10％増加させる。 

 

３. 太宰府からの観光流入可能性調査と観光回遊性向上事業(新規) 

 

（現状と課題） 

筑前町は福岡市中心部から自動車で 50 分程度、福岡都市圏南東部からは 20 分

～30分程度で往来が可能である。平成 27年 4月には太宰府と筑前町山麓地区を結

ぶ新バイパス道路が開通し、太宰府から車で 15分の距離になった。年間 800万人

の参拝者を抱える太宰府天満宮からの観光客の取込が課題となっている。 

町内には「ファーマーズマーケットみなみの里」「大己貴神社」「夜須高原」「大

刀洗平和記念館」「花立山温泉」などの観光スポットが点在し、隣接する朝倉市に

は「秋月城下町」「キリンビール園」「朝倉三連水車」「原鶴温泉」などの名所があ

る。新バイパス道路の開通により福岡～太宰府～朝倉の日帰り観光ルートに注目

が集まっており、その中間地点にある「みなみの里」の利用者が増えることが期

待されている。 

しかし、前述の通り、「みなみの里」への流入人口は増加傾向にあるが、町内へ

の回遊性が低いので、地域特産品を取扱う飲食店や小売店へ経済効果を波及効果

が低い。新バイパス道路開通という追い風要因を本町における経済効果に結実さ

せるには魅力ある観光のＰＲと、周辺の店舗への回遊性を高める仕掛けづくりが
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不可欠である。 

 

 

（取組） 

①筑前町観光連携協議会の開催（新規） 

筑前町、朝倉広域観光協会、商工会で協議会を開催し、太宰府市との連携を図

り、太宰府からの観光流入の可能性について調査研究する。 

 

②町内観光スポット・町内商店への回遊作戦を行う。（新規） 

「みなみの里」や「大刀洗平和記念館」の他、各イベントへの来場者にスタン

プラリーカードを配布し、町内飲食店や小売店の売上増加を図る。 

 

（タイアップする主なイベントは以下の通り） 

●みなみの里創業記念祭り（みなみの里主催）春と秋の 2回開催。 

ここで開催するイベントで町内特産品の PR を行っている。「みなみの里」を本町

における特産品販売の中核施設と位置付け商工会との連携を強化し魅了ある商品

開発と販売促進を推進する。 

●筑前町どーんとかがし祭り（筑前町主催）１１月に開催（２日間） 

特産品試食と商店・商品の PRチラシ・観光ルートマップを配布。 

●大国様物産展（商工会主催）2月に開催。(１日間) 

日本最古の神社という説がある｢大己貴神社｣を会場に御神体である大国様をテ

ーマに筑前町の歴史と特産品を紹介するイベント。大国様神輿レースには多くの

参加者が集まっている。会場では特産品を使用した食品類の即売や町内商店、観

光名所を案内するチラシ等を配布。またマスコミでの宣伝も行っている。 

●草場川桜並木ライトアップ（商工会主催）4月に開催（10日間）。 

平成元年に筑前町が「ふるさと創生事業」で整備した全長 500m に渡る桜並木。 

これをライトアップし観光資源としてブラッシュアップすると共に隣接する「ふ

れあい広場」において特産品の PR販売を行い、交流人口増加を図る事業。 

 

（目標） 

 現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 H32 

協議会開催回数 0 2 2 2 2 2 

スタンプラリー参加企業数 0 30 35 40 40 40 

スタンプラリー回遊者数 0 100 200 300 300 400 
現状はＨ26年実績 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力

向上のための取組 
 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

① 朝倉地区経営支援協議会（新規） 

朝倉地区の各種支援機関を対象として「経営支援協議会」を設置・開催し、朝倉

管内商工会と朝倉商工会議所の職員間で「支援ノウハウ」「支援の現状」「地域経

済の状況」についての情報交換・意見交換を行う。 

 

② ㈱日本政策金融公庫との情報交換会（拡充） 

各年、下期と上期に 1回ずつ㈱日本政策金融公庫と地域経済における景気動向、

融資動向等に関する勉強会・意見交換会を開催する。 

 

③ 管内金融支援協議会(新規) 

管内の金融機関の融資担当者と経営指導員で支援ノウハウと地域経済の状況に

ついて情報交換を行う協議会を発足させ年１回開催する。 

 

④ ふくおか商工会定期便の活用（拡充） 

福岡県連が毎月発行する支援事例を回覧し、他の商工会の支援事例からえたノウ

ハウを積極的に活用する。 

 

⑤ 筑後地区中小企業支援協議会（新規） 

事業所の経営支援について福岡県、商工会等、金融機関、税理士、診断士等の支

援機関が連携をとり支援する。支援ノウハウの情報交換が行われる。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

① 講習会への参加（継続） 

福岡県連、福岡県商工会職員協議会、福岡県中小企業振興事務所が主催する研

修への年２回以上参加する。また、関係行政機関（税務署・労働局・金融公庫

等）が主催する各分野の講習会・勉強会等に参加し専門分野の知識習得を図る。 

 

② スキルアップセミナーの定期開催（拡充） 

職場内で 1 月に 1 回の頻度で「スキルアップセミナー」を開催し、商工会業務

に関するテーマについて職員自らが講師となるセミナーを実施している。 

今後は、スキルアップセミナーの実施計画を作成し、従来の内容に経営力強化

のためのテーマを加え、専門家や他の支援機関と連携し、小規模事業者の利益

に直結する経営支援能力の向上を図る。 
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③ 支援ノウハウ共有のための職員ミーティンク゛の実施(新規) 

  経営指導員と経営支援員が保有する企業情報を共有し、経営支援の必要性、方向

性を協議検討するため、毎月職員ミーティングを実施する。また、経営支援進

捗状況を共有し、支援ノウハウの共有も合わせて行う。 

   

④ 支援ノウハウ共有のためのペア制度の導入（新規） 

若手職員については担当先輩職員との「ペア制度」を導入し、OJTにより支援ノ

ウハウを共有し伴走型支援能力の向上を図る。 

「ペア制度」の進捗状況については毎月の職員ミーティングで検証し、その後の

指導方法を協議検討する。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

  

商工会は、地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般

の福祉の増進に資することを目的としている。本会では、経営発達支援事業を重点

とした経営改善普及事業、地域振興事業を行い、地区内の個社支援による事業者の

持続的発展による地域の持続的発展を目指す。 

そのため、商工会業務全般に渡り、事業の効果測定を行い、その優先順位を明ら

かにし、事業計画を策定し、効果的な事業運営を図る。 

毎年度、以下の方法により評価検証を行い、翌年度以降の事業計画に反映させる。 

 

① 福岡県連に登録する中小企業診断士等の外部評価者により事業の実施状況、成果

の評価・見直し案の提示を行う。（１２月） 

② 商工会総務委員会において中間報告、年度報告を行い事業の評価、見直しの方針 

を決定する。（２月） 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については商工会理事会・監査会に報告し、

協議の上、承認を受ける。（２月） 

  ④ 事業評価・見直し案を反映させた、翌年度以降の事業計画を策定する。（４月） 

⑤ 成果・評価・見直しの結果を筑前町商工会ホームページで公開、商工会報「あ

きない筑前」に掲載する。（随時） 

 

事務局 理事会で承認 

外部専門家 
事務局 

計画 

評価 改善 

実行 
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役 員 

会長１名・副会長２名・理事２０名・監事２名 

事務局 

事務局長１名 

 

記帳指導員 

経営支援員 

経営指導員 

主に経営革新・経営支援業務 …経営指導員４名  

主に経営改善事業、補助的業務を担当…経営支援員４名 

 

主に記帳指導、補助的業務…経営支援員１

名 

 

筑後連携拠点(福岡県商工会連合会) 

広域経営支援コーディネーター２名 

地区担当・小企業者等担当指導員１名 

 （別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

      

（１）組織体制 

 

 

 

                         

 

 

 

 

   (平成 27年 1月現在） 

                         

 

 

 

 

 

 

 
（２）連絡先 

    相談窓口   ： 筑前町商工会 

    住  所   ： 〒838-0802福岡県朝倉郡筑前町久光 1045-1 

    電話番号   ： 0946-22-3724 Fax 0946-24-1047 

    ホームページ ： www.e-net-chikuzen.com/ 

    メールアドレス： chikuzen@shokokai.ne.jp 

会員事業者 

建設業 180  

工業 60  

商業 172  
サービス業 148  

その他 5  

合計 558  

筑前町商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関 

筑前町 

福岡県 

福岡県商工会連合会 

中小企業振興ｾﾝﾀｰ 

管内商工会・会議所 

ＪＡ筑前あさくら 

朝倉広域観光協会 

㈱日本政策金融公庫 

金融機関 

各種団体 等 

外部評価者 

 

中小企業診断士等 

総代会 

理事会 

事務局 

評価依頼 

事業評価 

見直し案提示 

事業報告 

事業報告 

評価報告 
連携 

mailto:chikuzen@shokokai.ne.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
28 年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

必要な資金の額      1,100   1,100 1,100 1,100 1,100 

 

 

●需要動向調査 

●スタンプラリー作成 

●チラシ ポスター 

●新規創業セミナー 

●事業評価  

     

   200           

200      

100 

      500 

100             

            

      200    

      200        

100 

      500 

100 

       

 

      200    

      200 

      100 

      500 

100 

                  

 

      200    

      200 

      100       

      500 

100 

                 

 

      200    

      200           

100 

      500 

100 

          

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

会費収入・各種手数料収入・県補助金・町補助金・事業受託費 

 

 

（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 

当商工会では関係する機関と連携して、以下の事業を行う。 

 

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     取組② 

  ２．経営状況の分析に関すること          取組④⑤⑥⑦ 

  ３. 事業計画策定支援に関すること        取組①～⑦ 

  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること  取組全般 

  ５．需要動向調査に関すること        取組全般 

  ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 取組①～⑤ 

  

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  １．筑前町地域経済活性化協議会による商工施策の調査研究 

  ２．筑前町特産品ブランド開発推進事業 

  ３. 太宰府からの観光流入可能性調査と観光回遊性向上事業 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

  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に関すること 

  

  

１．筑前町 

  代表者 筑前町長 田頭 喜久巳 

   住 所 福岡県朝倉郡筑前町篠隈 373 

   電話番号 0946-42-3111 

 本会に対して、経営指導員等の人件費を含む経営改善普及事業、地域振興事業に補助

金を支給している。地域商工業の育成を連携して行う。 

 

２．福岡県 

  代表者 福岡県知事 小川 洋 

   住 所 福岡県福岡市博多区東公園 7-7 

   電話番号 092-651-1111 

 本会に対し、職員の人件費を含む経営改善普及事業に補助金を支給している。地域商

工業の育成を連携して行う。 

 

３．中小企業庁 

   代表者 長官 豊永 厚志 

  住 所 東京都千代田区霞が関 1丁目 31-1 
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   電話番号 03-3501-1511 

  ・ミラサポによる情報提供、専門家派遣 

 

４.福岡県商工会連合会・全国商工会連合会 

  福岡県商工会連合会 

  代表者 会長 城戸 津紀雄 

   住 所 福岡県博多区吉塚本町 9番 15号 

   電話番号 092-622-7708 

  全国商工会連合会 

  代表者 会長 石澤 義文 

  住 所 東京都千代田区有楽町 1丁目 7番 1号有楽町電機ビル北館 19階 

  電話番号 03-6268-0088 

 本会の指導機関であり、県連合会には本事業を進めていく上で、専門家派遣を依頼す

る際の派遣元となる。また筑後広域連携拠点のコーディネーターに支援案件ごとに専門

家の推薦を依頼する。 

  ・全国連・県連が開催する商談会、展示会、ニッポンセレクト.com 

  ・専門家派遣 

  

５．金融機関 

㈱日本政策金融公庫福岡支店 

 代表者 支店長兼国民生活事業統括 池隅 剛志 

   住 所 福岡県博多区博多駅前 3-26-29 九勧博多ビル８階 

   電話番号 092-411-9111 

  福岡銀行夜須支店 

   代表者 支店長 池田 好一 

   住 所 福岡県朝倉郡筑前町篠隈 350-2 

   電話番号 0946-42-2002 

  西日本シティ銀行甘木支店  

代表者 支店長 佐藤 正信 

   住 所 福岡県朝倉市甘木 958-2 

   電話番号 0946-22-3841 

  筑後信用金庫甘木支店  

     代表者 支店長 丸山 裕一 

   住 所 福岡県朝倉市甘木 1182-2 

   電話番号 0946-22-3729 

  筑邦銀行甘木支店 

   代表者 支店長 香山 恭秀 

   住 所 福岡県朝倉市甘木 1061-1 

   電話番号 0946-22-3920 

 

  ・事業資金のあっせん融資 
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  ・事業所のマッチング情報 

  ・創業予定者の発掘 

  ・地域の景況や諸施策についての情報提供 

 

６．筑後地区中小企業支援協議会（福岡県久留米中小企業振興事務所） 

   代表者 会長 上野 孝徳 

   住 所 福岡県久留米市城南町 15番地の 5 

   電話番号 0942-33-7220 

  ・経営支援ノウハウの提供 

   

７．（公財）福岡県中小企業振興センター 

   代表者 理事長 高木 郁夫 

   住 所 福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 

   電話番号 092-622-0011 

  ・経営革新センター 

  ・福岡県よろず支援拠点 

 

８．福岡県事業引継ぎ支援センター 

   代表者 統括責任者 奥山 慎次 

   住 所 福岡市博多区博多駅前二丁目 9-28 福岡商工会議所ビル７階 

   電話番号 092-441-6922 

  ・親族、従業員、第三者への承継支援、М＆Ａ支援 

 

９．管内商工会・会議所 

  朝倉商工会議所 

   代表者 会頭 小川 哲彦 

   住 所 福岡県朝倉市甘木 955-11 

   電話番号 0946-22-3835 

  ・地域経済動向の情報共有 

  朝倉市商工会 

   代表者 会長 井手 信彦  

   住 所 福岡県朝倉市宮野 2053-2 

   電話番号 0946-52-0021 

  ・地域経済動向の情報共有 

  東峰村商工会 

   代表者 会長 森山 元實 

   住 所 福岡県朝倉郡東峰村小石原 941-1 

   電話番号 0946-74-2121 

  ・地域経済動向の情報共有 

 

10．ＪＡ筑前あさくら 



３７ 

 

 

   代表者 代表理事組合長 深町 琴一 

   住 所 福岡県朝倉市甘木 221-1 

   電話番号 0946-23-2222 

  ・地域農産品の育成指導 

  ・地域農産品の流通 

 

11．朝倉広域観光協会 

   代表者 会長 井上 善博 

   住 所 福岡県朝倉市甘木 1320 

   電話番号 0946-24-7658 

  ・地域観光情報の集約、発信 

  ・交流人口拡大のためのイベント開催 

 

12.株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里 

   代表者 代表取締役 田頭 喜久巳 

   住 所 福岡県朝倉郡筑前町三並 866 

   電話番号 0946-42-8115 

  ・テスト販売      

・観光客誘引 

 

連携体制図等 

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 

 
 

２．経営状況の分析に関すること ３．事業計画策定支援に関すること 

商工会 事業者 

【筑前町】 

町長・課長級職員 

農林商工課・企画課 

議会 

地域情報 

経済情報 

施策情報 

施策提言 

情報提供 

補助 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 
 

５．需要動向調査に関すること 

 
 

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組 

商工会 事業者 

【他の支援機関等】 

みなみの里(販売) 

福岡県連(ﾒﾃﾞｨｱ活用,商談会,専門家） 

全国連(商談会） 

福岡デザイン協議会(ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ） 

専門家(ｾﾐﾅｰ、ﾌﾞﾗｯｼｮｱｯﾌﾟ） 

金融機関(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ）  等 

相談 

支援 

情報提供 

支援依頼 

専門家派遣 

情報提供 

商工会 

事業者 

【他の支援機関等】 

みなみの里 

福岡県連、全国連(商談会) 

民間調査会社 

専門家 

相談 

支援 

情報提供 

支援依頼 

専門家派遣 

情報提供 町・関係機関 

商工会 事業者 

【他の支援機関】 

福岡県連･ミラサポ 

日本政策金融公庫・金融機関 

筑後中小企業支援協議会等 

福岡県中小企業振興センター 

相談 

支援 

情報提供 

支援依頼 

専門家派遣 

情報提供 

商工会 事業者 

【他の支援機関】 

福岡県商工会連合会(以下福岡県連) 

ミラサポ 

筑後中小企業支援協議会 

福岡県中小企業振興センター 

福岡県事業引継ぎセンター等 

相談 

支援 

情報提供 

支援依頼 

専門家派遣 

情報提供 

【筑前町・不動産業者】 

空き店舗、遊休地バンク 情報集約、提供 
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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 

 
 

 

 

 

 

商工会 
筑後地区中小企業 

支援協議会 

近隣商工会議所・商工会 

景気動向 

支援ノウハウ 

金融機関 

日本政策金融公庫 

福岡県連 
支援ノウハウ 

地域景気動向 

支援ノウハウ 

支援ノウハウ 

「朝倉地区経営支援協議会」 

商工会 
筑前町 

近隣商工会議所・商工会 

広域観光 

情報発信 

JA 

観光協会 

みなみの里 

良質な農産物の生産 

販路活用 

町の販売拠点 

農商工施策 

観光施策 

広域的地域ブランド・広域観光 
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