
経営発達支援計画の概要 

実施者名 東峰村商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

東峰村商工会は、進みゆく過疎化と事業者の高齢化への対応として、引き続き観光資源

として大きな柱となっている小石原焼・髙取焼の窯業をはじめとする伝統工芸を活かし

た観光産業の振興に注力し、交流人口の活性化を図り、小規模事業所者の店舗数の維持

及び新規創業や第 2創業の増加を図るために、伴走型支援コンセプトを「地力・活力・

行動力」～未来への創造と掲げ、中長期的な小規模事業者の持続的発展を目指します。

具体的には、「地力(ちりょく)」とは、東峰村で採れる農産物・昔から受け継がれてき

た郷土料理や他の観光資源であり、「活力」とは、地域の経済発展や雇用の確保に尽力

されている商工事業者であり、「行動力」とは、これから伝統工芸や地域文化を育成し、

観光と連携を図り、さらに雇用の場を確保するために地域資源を活かした商品・製品の

開発を促進する新産業の創出を目指すことを意味します。そのための伴走支援策を下記

の通り講じていきます。 

事業内容 

■経営発達支援家事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること 

東峰村及び近隣の市町村における地域の経済動向を、統計調査や他支援機関から情報

収集し分析することにより、地域的経営課題及び業種別経営課題を的確に把握し、小委

規模事業者の持続的発展に資する情報提供を広く行っていきます。 

２. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展に資するため、小規模事業者の実態調査を行い、分析し、

そこから浮かぶ個々の経営課題について、経営指導員の巡回、相談窓口対応時等を通じ

て事業者の支援へ活用し、経営計画策定の掘り起しにつなげます。また、経営分析の重

要性を啓蒙し、実施していきます。 

３.事業計画の策定支援に関すること 

個々の小規模事業所の経営分析から抽出した経営課題について、地域の経済動向分析

を鑑み、需要の動向を見極めながら、その事業者の進むべき方向性を共に考え、事業計

画へ落とし込む計画策定を支援することで、着実な売上の維持及び増加へ繋げていきま

す。また、当村における創業を促進するため、国の産業競争力強化法における創業支援

事業計画認定に基づき、行政と連携し創業支援（第二創業を含む）を行い、創業率増加

目標を達成するための実施を図ります。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

定期的に進捗状況を確認し適切なフォローアップを実施し目標の達成を支援します。

また、巡回の際、国・県・村・商工会の行う支援策を周知し、必要なフォローアップメ

ニューを情報提供します。さらに、支援内容についてデータベース化し、職員間の情報

共有を図ります。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の持続的発展を図るため、新規に交流人口を対象とした消費動向調査を

行うことで、潜在的な消費者ニーズを把握し、今後の需要アイテムの発掘し、その対処

施策を講じます。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

人口減少・過疎化が進む東峰村において消費購買力増加を図っていくには、まず消費

購買者人口を見出すことで、そのために交流人口の増加を図ることが地域の消費購買力

確保に繋げがます。 

■地域経済の活性化に資する取組み 
東峰村の入込客は、年々減少傾向にあります。まずは、入込客＝交流人口の活性化を促

進することこそ、地域経済の活性化に資する取組みに直結します。この入込客数の数値

回復のために、東峰村行政や㈱陶の里（道の駅小石原）や㈱宝珠山ふるさと村（特産品

開発を行う第 3セクター）と連携し「東峰マイル事業(仮称)」検討会の立上げ、地域活

性化の施策を協議します。 

連絡先 

■名称：東峰村商工会 

■住所：〒838-1601 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原 941 番地１ 

■電話：0946-74-2121 ■FAX：0946-74-2284  

■E ﾒｰﾙ：touhou@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．東峰村の現状 
 

１．東峰村の立地 

東峰村は、福岡県中央部の東端にあって、大分県との県境に接し平成 17 年 3 月に旧

小石原村と旧宝珠山村が合併して発足した自治体で、福岡県朝倉郡に属しています。本

村の総面積 51.97 平方ｷﾛのうち山林原野が 86％を占め、北端にある小石原盆地は、標高

460～480m で冬季には積雪をみることが多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．道路・交通アクセス 

本村の幹線道路は、南北方向に本村を縦断する国道 211 号とこれに接続する国道 500

号があります。国道 211 号は、筑豊地方から大分県西部、熊本地方を結ぶ大型トラック

や乗用車の通行量が多く、国道 500 号は朝倉市と本村、筑豊地方を結ぶ重要な道路です。

大分自動車道杷木 I.C まで 15 分、福岡市まで 1 時間と、高速道路網の発展により都市

へのアクセスの利便性は高いと言えます。 

また、JR 日田英彦山線は北九州市と大分県日田市を結び、１日９往復のみ運行されて

います。村内を南北に縦断し３つの駅があり、通勤、通学の主要な交通機関となってい

ます。バス路線は、西鉄バスは、久留米から杷木・宝珠山・小石原間を 1日７往復（土

日・祝日は６往復）ほどとなっています。 

JR や路線バスの駅等から遠くて、JR や路線バスを利用できない公共交通空白地域の

運転免許証を有しない高齢者へは「タクシー初乗り料金」の助成を行っていますが、JR、

バス路線ともにこれ以上の業務縮小や運行回数の削減は、過疎化にますます拍車をかけ

ることになりますので、当商工会としては行政へ存続を働きかけるとともに、村民に利

用促進を図ることも行っています。 
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３．人口の動き 

平成 26 年 4 月 1 日現在の住民基本台帳等に基づく福岡県内 60 市町村の内、高齢化率

の最も高い自治体が東峰村で 38.2%を示しています。 

東峰村の人口は、平成 17 年合併時の国勢調査では 2,749 人、平成 26 年住民基本台帳

では 2,353 人と人口減少向が続いています。年齢別の構成比では、0～14 歳の年少人口

構成比が減少し、65 歳以上の高齢者の構成比が増加しています。ただし、人口でみます

と高齢者人口、生産年齢人口(15～64 歳)共に減少しています。 

平成２年 平成7年 平成１２年 平成17年 平成２２年 平成２６年

（人） 3,371 3,117 2,948 2,749 2,432 2,353

０～１４歳 592 488 397 316 253 225

１５～６４歳 1,990 1,732 1,572 1,420 1,256 1,227

６５歳以上 789 897 979 1,013 923 901

０～１４歳 17.6 15.7 13.5 11.5 10.4 9.6

１５～６４歳 59.0 55.6 53.3 51.7 51.6 52.1

６６歳以上 23.4 28.8 33.2 36.8 38.0 38.3

（戸） 901 866 855 829 798 908

（人／戸） 3.74 3.60 3.45 3.32 3.05 2.59

世帯数

戸当たり人員

※資料：平成２～２２年は国勢調査、平成２６年は住民基本台帳（施設入所者含む）

       年齢３区分別人口の動向

項　　　　　目

実　数
（人）

構成比
（％）

年
齢
階
層
別

総　人　口

 
 

 

４．地域産業の現状 

■地域産業の概要 

本村は、農業・林業の第 1 次産業の就業人口が 16.6%を占め、製造業・建設業の第

２次産業は、28.8%、商業・サービス業等が 54.6%となっており、それぞれが重要な産

業になっています。 

〇第 1次産業： 

農業の経営規模は小さく、農地は棚田が多く生産性や後継者の面で厳しい状況です。

林業は、木材価格の低迷や林業従事者の人手不足、高齢化の問題を抱えています。

〇第 2次産業：製造業では、窯業(小石原焼：国の伝統的工芸品指定)が 300 年以上

の歴史を有し 48 戸の窯元があり、当村の基幹産業を担っています。多方面への販路

拡大や後継者の育成が取り組まれています。他に誘致企業１社(建築部材製造)も含

めて地場企業があり、堅調に事業が行われています。 

〇第 3 次産業：小売業・飲食宿泊・サービス業、押しなべて多くの業者が後継者も

なく高齢化とともに廃業が進んでいます。地域住民の日常生活用品の購入や、村外

からの交流人口への商品・サービス提供の在り方が課題となっています。 
■産業別就業者数の構成

平成7年 平成１２年 平成17年 平成２２年

第１次産業 326 218 251 197

第２次産業 639 545 493 341

第３次産業 630 658 628 646

計 1,595 1,421 1,372 1,184

第１次産業 20.4 15.3 18.3 16.6

第２次産業 40.1 38.4 35.9 28.8

第３次産業 39.5 46.3 45.8 54.6

計 100.0 100.0 100.0 100.0

※資料：国勢調査

実　数
（人）

構成比
（％）
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■観光振興への現状 

東峰村の入込客は、村が独自に行った調査では 2011 年：年間約 80 万人、2013 年：年

間約 73 万人と年々減少傾向にあります。その中で、村の観光を支える小石原焼・髙取

焼を主体とした陶器市＝民陶むら祭は、当村の小石原地区一帯と小石原焼伝統産業会館

を会場に 5月と 10 月に開催され、合わせて約 14 万人の観光客が祭期間中に訪れます。

約５０軒の窯元を中心に、村全体が陶器のムードに染まる一大イベントとなっておりま

す。この民陶むら祭の運営は、東峰村商工会が一手に担っています。 

しかしながら、入込客のうち、日帰りが全体の 95％となっています。このような日帰

り客の一人当たりの消費額の推移は、平成 11 年に福岡県内２番目に創設した「道の駅

小石原」の客単価がピーク時には 1,500 円だったのに対し、直近５年間の平均値が 1,150

円と伸び悩んでいる状況にあります。 

 

 

■ICT を活用した地域活性化への取組み 

東峰村は、福岡県内で唯一ブロードバンドゼロ地域でしたが、平成 18 年 3 月、当時

の麻生福岡県知事の「移動知事室」で東峰村を訪れた際に、村民がその現状を伝えたこ

とが大きなきっかけとなり、福岡県や慶応義塾大学と連携のもと、同年 11 月に IT によ

る東峰村の活性化戦略研究会「東峰村元気プロジェクト」が発足しました。 

平成 20 年 3 月に公設民営方式により ADSL が敷設され、平成 23 年 7 月の地デジ完全

移行に伴い、国がユビキタスネットワークを整備する中、情報通信は電気や水道と同じ

く生活に必着した重要なインフラ整備と位置付け、平成 22 年度に村内全域を対象に光

ケーブル網を構築しました。ケーブルテレビは、全世帯に敷設し、地上デジタル放送を

はじめとする衛星デジタル・FM 放送の多チャンネルサービス、また、自主チャンネルを

「とうほうテレビ」と称し行政情報や各団体などのお知らせのほか、村のイベントや地

域の催しなどの番組を提供しています。また通信の分野では、IRU 方式により村内全域

で光インターネットを利用することができるようになっており、現在では、全世帯の２

分の１にあたる 450 世帯でサービスを利用しています。 

 

 

 

Ⅱ．東峰村の商工業者等の課題 
 

１．東峰村の商工業者数 

166

155

123

114

24 63 2 24

商　工　業　者　の　業　種　別　内　訳

建設業 製造業 卸売業 小売業

23 25 5

飲食店・宿泊業 サービス業 その他

2

23 59 2 23 22 24 2

56 1 21 14 16

合計

平成２７年４月１日現在

内
訳

　会　員　企　業　数

　（小規模事業者数）

　　　総　事　業　所　数

　　　（小規模事業者数）

12 52 1 20 13 15 1

13

業種
事業所数

 
当村の商工業者数は、福岡県内においても田川郡赤村の 127 事業所数（H26 年度経済セ

ンサス）に次ぐ低さとなっています。 
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２．商工業者の課題 

■村内概要 

東峰村の商工業においては、住民の減少や近郊都市の郊外型大型店舗の進出等により

商業活動は厳しい状況にあります。合併以前の旧宝珠山村には、商店街が形成され、シ

ール会を発足し顧客サービス等を実施していましたが、高齢化と共に閉店が相次ぎ商工

会合併時にはシール会も解散されました。今後、個人商店の集積による商店街形成は、

商業を取り巻く状況から困難と考えられます。 

   

下記の表は、本年 4月 1日現在の後継者一覧表です。 

166

72

123

62

10当会青年部 10

商　工　業　者　の　業　種　別　内　訳
合計

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店・宿泊業 サービス業 その他

総事業所数

後継者＝有り

24 63 2

14

23 25 5

7 41 1 9 3 7 4

24

平成27年4月1日現在

16 2

後継者＝有り 7 38 1 7 3 5 1

会員企業数 13 56 1 21

 

 

■商業・サービス業の概要 

商業・サービス業においては、ほとんどの店舗で後継者等は別の職業に進まれ、経営

者の高齢化と共に廃業が続いています。村内の多くの方が近隣の市町へ勤務されてお

り、帰宅の際、郊外店で用事を済ませており、村内需要は減少し経営としては厳しい状

態となっています。ちなみに、本業種での商工会員平均年齢は 61 歳です。 

 

 

■建設業・製造業の概要 

製造業 63 事業所の内、窯業の方が 48 事業所あり、伝統的工芸である小石原焼が、村

の観光の柱となり、交流人口の活性化を担っています。建設業においては、公共事業へ

依存傾向にありますが、雇用面で本村の就業の場を担っています。製造業においては、

当村の立地条件も重なり人材確保と販路拡大が今後の課題となっています。 

 

 

 

３．地域活性化の課題と今後の方針 

当村の活性化は、交流人口の活性化にあります。課題である進みゆく過疎化と事業者

の高齢化への対応として、地域の活性化は、観光資源として大きな柱となっている小石

原焼・髙取焼の窯業をはじめとする伝統工芸を活かし、他の観光施設とあわせて新産業

の創出をめざす必要があります。 
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■交流人口の減少 ～交流施設の活性化～ 

観光資源としては、窯業の他に、道の駅、小石原焼伝統産業会館、親水公園、キャン

プ場、岩屋湧水といった屋外施設が整備されています。特に、平成 11 年にオープンし

た道の駅小石原は、オープンは県下 2番目で、近隣の市町村には同様の施設はなく、陶

器を中心とした販売で売上を順調に伸ばしていましたが、昨今の道の駅や農産物直売所

の相次ぐ近隣市町村でのオープンに伴い、売上が横ばいに推移しています。今後は、地

域資源を有効に活用した新たな商品開発などを通じてさらにオリジナル色をもった施

設づくりが求められます。 

 

 

■過疎化の進展 ～創業支援事業への着手～ 

東峰村では、平成 27 年 5 月 20 日付けで国より創業支援事業計画に係る認定が行われ

ました。今後は、平成 27 年度から平成 31 年度にかけて、第 2次東峰村総合計画の「自

然・伝統・文化を活かした魅力あるものづくり」を基に商工会・金融機関と連携し事業

が推進されます。この中で、当会が担うのは経営指導員による起業相談や「とうほう起

業塾」の開催による起業者の掘り起しで、年間２名の参加、１名の創業が明記されてい

ます。事業費については村で予算化されますが、今後の地域活性化の重要な位置づけと

なる事業なので、村と一緒になって取組んでいくことが求められます。 

 

 

４．商工会のこれまでの取組み 

東峰村商工会では、合併以前の旧小石原村商工会が平成 19 年度に立案した陶器のブ

ランド化５カ年計画事業を継続して着手してきました。（下記に列挙します） 

 

〇平成19年度 福岡県地場産業新展開支援事業  

○平成20年度 小規模事業者新事業全国展開支援事業  

 地域活性化等調査研究事業費  

○平成21年度 小規模事業海外市場進出支援事業 （JAPAN ブランド事業１年目）

 地域活性化等調査研究事業費  

○平成22年度 中小企業海外展開支援事業 （JAPAN ブランド事業２年目）

 地域活性化等推進事業費  

○平成23年度 中小企業海外展開支援事業 （JAPAN ブランド事業３年目）

○平成24年度 地域活性化等  

 推進事業費 ⇒（法人化に向けての事業）

 

 

これらの事業展開を図り、平成 25 年 3 月にブランド化事業に取組んできた窯元 10 軒

で、小石原ポタリー協同組合を設立しました。現在法人化 3 年目であり、3 期連続黒字

経営を営んでいます。平成 21 年度・平成 22 年度・平成 23 年度と国の JAPAN ブランド

事業に着手し、海外の取引も年々増加傾向にあります。その中で平成 26 年 1 月に国の

会計検査を受け、担当された副長から実績が認められ成功事例との評価をいただきまし

た。事業展開詳細は以下のとおりです。 
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小石原ポタリーブランド化事業　実施内容

事業
年度

補助事業名
補助事業
申請先

事業費上限 補助割合 自己負担 事業費額 福岡県確定額 国庫補助金
確定額

東峰村
事業費補助

参加者
負担金

窯
元
数

個人
負担額

備　　考

Ｈ１９
年度

福岡県地場産業
新展開支援事業

福岡県 ４４０万 ２分の１ ２分の１ 4,439,980 2,200,000 1,500,000 739,980
15
+
5

36,999

窯元１５軒

飲食業２

小売業２

建設業１

小規模事業者新事業全
国展開支援事業

全国商工会
連合会

８００万 10分の10 8,017,000 7,953,410 0 63,590

窯元１５軒

飲食業２

小売業２

建設業１

地域活性化等調査研究
事業費

福岡県久留米商

工事務所
5,770,141 3,000,000 0 2,770,141 188,915

(63,950+
2,770,141)/15

小規模事業海外市場進
出支援事業費

九州経済
産業局

３０００万 ３分の２ ３分の１ 15,025,881 9,344,286 3,500,000 2,181,595

地域活性化等調査
研究事業費

福岡県久留米中

小企業

振興事務所
5,051,687 3,250,000 0 1,801,687

中小企業海外展開
支援事業費

九州経済産
業局

３０００万 ３分の２ ３分の１ 15,419,476 10,162,340 3,500,000 1,757,136

地域活性化等推進
事業費

福岡県久留米中

小企業

振興事務所
2,892,896 1,500,000 0 1,392,896

Ｈ２３
年度

中小企業海外展開
支援事業費

九州経済
産業局

３０００万 ３分の２ ３分の１ 14,060,941 8,874,486 3,500,000 1,686,455 10 168,645

Ｈ２４
年度

地域活性化等推進
事業費

福岡県久留米中

小企業

振興事務所
4,172,445 3,000,000 0 1,172,445 10 117,244

74,850,447 12,950,000 36,334,522 12,000,000 13,565,925

事業実施内容補助事業概要

15
+
5

Ｈ２０
年度

Ｈ２１
年度

Ｈ２２
年度

15

14

265,552

225,002

 
  

このブランド化事業で生まれた新たな小石原焼は、「小石原ポタリー」といい、現在

全国に 60 店舗超の取扱店を有しています。さらに、法人化に伴い、当地に小石原ポタ

リーのギャラリーを組合で設置し、全アイテムが全国で見られるのは当地のギャラリー

だけで、小石原ポタリーを購入するために連休には遠く関東・関西方面から購入目当て

に来村される方も多くみられます。当地の小石原焼の宣伝と当地への入込客増加へ一役

を担っています。 
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Ⅲ．東峰村における経営発達支援事業のコンセプト 

 
東峰村商工会は、進みゆく過疎化と事業者の高齢化への対応として、引き続き観光資

源として大きな柱となっている小石原焼・髙取焼の窯業をはじめとする伝統工芸を活か

した観光産業の振興に注力し、交流人口の活性化を図り、小規模事業所者の店舗数の維

持及び新規創業や第 2創業の増加を図るために、伴走型支援コンセプトを「地力・活力・

行動力」～未来への創造と掲げ、中長期的な小規模事業者の持続的発展を目指します。
具体的には、「地力(ちりょく)」とは、東峰村で採れる農産物・昔から受け継がれて

きた郷土料理や他の観光資源であり、「活力」とは、地域の経済発展や雇用の確保に尽

力されている商工事業者であり、「行動力」とは、これから伝統工芸や地域文化を育成

し、観光と連携を図り、さらに雇用の場を確保するために地域資源を活かした商品・製

品の開発を促進する新産業の創出を目指すことを意味します。そのための伴走支援策を

下記の通り講じていきます。 

 

（具体的な支援） 

■小規模事業者の支援目標 

小規模事業者の持続的発展を図るために、必要な情報を収集し、個別企業の事業推進

のための補助金等申請業務支援を図ります。 

 

■交流人口の活性化支援 

目標東峰村は観光立村を掲げており、その原動力となるのが交流人口です。商工会と

して交流人口の増加により、地域の消費購買力確保及び創出での小規模事業者の販売

促進を図ります。 

 

■地域資源ブランド化の支援 

目標地域資源である陶器については先行事例を活かし、新たな取組みでブランド化事

業を推進し、事業者の販路開拓の支援を図ります。 

 

■創業支援 

国より創業支援事業計画に係る認定が行われており、市と連携し「とうほう起業塾」

を推進し、新規創業や第 2創業の増加目標を達成の支援を図ります。 

 

■店舗数維持への支援 

高齢化と同時に廃業の可能性を有する事業者に、商工会が中間に入り当地で創業や第

２創業の予定者に対し、積極的に開業支援の一部を担うことで開業率を高めることに

繋がり、店舗数の維持を図ります。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援の内容  
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 

■現状と課題 

 これまで地域経済の実態把握については、おおむね福岡県商工会連合会や全国商工会

連合会による景況調査や研修会等で入る情報に偏っており、その活用法も相談事業所に

対する個別指導に反映するに留まっていました。経営資源の少ない地域の小規模事業者

は経営情報収集力に乏しいにも関わらず、広く提供できていなかったことが課題です。

 

 

■方針 

今後は、東峰村及び近隣の市町村における地域の経済動向を、統計調査や他支援機関

から情報収集し分析することにより、地域的経営課題及び業種別経営課題を的確に把握

し、小委規模事業者の持続的発展に資する情報提供を広く行っていきます。 
 

 

■内容・手段及び活用方法 

（１）「中小企業景況調査」(福岡県商工会連合会)が四半期毎に実施されており、県内

の景気動向・業種別動向等について情報収集ができます。この情報を分析し、業種別・

地域的な課題抽出を行います。【既存拡充】  

 

（２）日本政策金融公庫から提供される「中小企業景況調査」を分析し、広域な経済動

動向を収集します。また、日本政策金融公庫との懇談会において、朝倉郡近郊のより

地域経済の動向について情報収集を行います。収集した情報は、巡回・相談窓口にお

いて事業者の資金需要に活用していきます。【既存拡充】 

 

（３）福岡県から提供される工業統計調査を活用し、生産及び出荷データを分析するこ

とで、生産出荷計画の基礎情報とします。商業統計調査は、観光地の入込客数や消費

額などを分析することで、観光産業を主体に置く事業所の経営資料とします。 

【新規】 

 

（４）これらの情報は毎月１回の職員会議において共有し、地域巡回の際、情報提供と

して活用します。また分析結果を広報誌に掲載し、広く提供していきます。【新規】 
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■小規模事業者に対する効果 

〇小規模事業者が地域経済の需要動向を把握することで、今後の事業計画を再検討する

ツールとして用いることが出来る。 

 

〇職員会議で地域の経済動向や市場動向の情報を共有することで、小規模事業者の課題

について検討しあい、個々の支援に活かすことができる。 

 

 

■目標 
 現状 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 

調査結果発信回数

（広報誌掲載） 
０ ３ ６ ８ ８ ８ 

公庫との懇談会 １ １ １ １ １ １ 

職員会議 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 

 

 

 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

■現状と課題 

平成 24 年度に会員企業実態調査アンケートを、①業績推移②経営上の課題③今後の

事業の見通し④事業の将来⑤商工会の利用状況等について実施しました。その中で注目

すべき数字は、約 60％の事業所が売上減少と回答され、同様 60％の事業所が、後継者

が未定であったことです。また、事業の将来について、事業の縮小及び廃業と回答され

た方が 32％を占め、拡大したいと回答された方はわずか 18.1%、現状維持でよいと回答

された方は 50％となっており、地域の事業者の経営課題と地域経済全体の閉塞感がアン

ケートから浮かび上がりました。 

地域経済の持続的発展には、個々の企業の活性化が不可欠です。しかしながら、現状

では、金融斡旋時や補助金申請指導時に必要を駆られて経営分析を行うにすぎず、経営

発展に向けた積極的な活用としては、自社を経営分析し今後の販売力向上を目指すため

の取組みとして、経営革新に取り組む事業者を掘り起こしてきましたが、年間１～２事

業者に留まっており、経営分析、経営計画策定の重要性が浸透していないことが課題と

なっています。 

 

 

■方針 

今後は、小規模事業者の持続的発展に資するため、小規模事業者の実態調査を行い、

分析し、そこから浮かぶ個々の経営課題について経営指導員の巡回、相談窓口対応時等

を通じて事業者の支援へ活用し、経営計画策定の掘り起しにつなげます。また、経営分

析の重要性を啓蒙し、実施していきます。 
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■取組内容及び手段 

(1)小規模事業者事業承継アンケートの実施【新規】 

平成 27 年度からは、商工会員事業承継アンケートを実施し、調査項目として①後継者

の有無及び関係、②今後の事業継続予定年数、③廃業後の店舗利用構想について、④

現在直面している課題等について調査を実施し、今後の経計画の策定に活用していき

ます。さらに、会員事業承継アンケート回答から問題点を把握し、店舗利用構想など

将来について事業者からの意見を聴き、事業承継、第 2 創業、業種転換などの対応策

を施すことで、事業目的である店舗数の維持への取組みを行います。 

 

(2)財務及び経営課題分析の実施【既存拡充】 

 金融相談・税務相談・労務相談等において得られた情報について、財務分析や労務管

理分析など経営分析を行い、経営課題を抽出し、経営計画の策定及び見直しを促し、

その策定から実行支援までを包括した伴走型支援を行います。専門的な課題等につい

ては、福岡県商工会連合会やよろず支援拠点、金融機関などの支援機関等との連携を

図り、専門家を派遣し、小規模事業者の持続的発展を図るため丁寧に対処します。 

 

 

■小規模事業者に対する効果・活用方法 

 〇経営資源が限られる当村の小規模事業者にとっては、自発的な経営分析を行ってい

る事業所は少なく、経営課題が大きくなって初めてその深刻さが明らかとなり、商

工会の経営相談を利用する場合が多く見られます。商工会が経営分析を行うことに

よって事業所の抱える経営課題を早期に把握し、傷口の小さなうちに必要な対処施

すことで、事業所の持続的発展支援につながります。 

 

 ○事業承継アンケートの分析を行うことにより、小規模事業者の第二創業及び事業承

継の支援メニューの構築に活用します。例えば、廃業を考えていた事業所について

は、店舗の賃貸等の業種転換を支援するなど廃業率の軽減及び空き店舗の有効活用

に繋げます。 

 

 

■目標 
 現状 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度

経営分析数 ０ ０ ５ ８ １０ １０ 

アンケート 

調査 
０ 内容検討 

アンケート実施 

アンケート分析 

支援メニュー検討 

活用 
活用 

支援メニュー見直し 
活用 
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３.事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
■現状と課題 

これまでは、金融斡旋や補助金申請など相談があるたび対処的に事業計画策定セミナ

ーを開催してきました。また、創業支援につきましては、これまで、地域人口の減少及

び過疎化から、地域で創業を志す事業者への積極的な展開は示しておらず、過去に数件

ほどしかない状態です。地域の現状を踏まえると、域外者の新規創業に比べ、既に事業

を営んでいる事業所の後継者などが業態転換や新規事業に進出する第 2創業支援ニーズ

と考えられるが、支援が行き届いていないのが課題である。 

 

 

■方針 

 今後は、個々の小規模事業所の経営分析から抽出した経営課題について、地域の経済

動向分析を鑑み、需要の動向を見極めながら、その事業者の進むべき方向性を共に考え、

事業計画へ落とし込む計画策定を支援することで、着実な売上の維持及び増加へ繋げて

いきます。また、当村における創業を促進するため、国の産業競争力強化法における創

業支援事業計画認定に基づき、行政と連携し創業支援（第二創業を含む）を行い、創業

率増加目標を達成するための実施を図ります。 
 

 

■取組内容及び手段 

(1)巡回による掘り起し【新規】 

  事業計画作成に関するパンフレット等を活用して巡回の際、事業者に事業計画の認

識度を高め、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

(2)セミナー開催【既存拡充】 

計画策定を希望する小規模事業者を対象としたセミナーを開催し、消費者の需要動

向の情報提供を行い、新商品開発や商品改良など視点を変えた発想の転換となる動機

づけを行います。その後、必要に応じて専門家による事業計画策定による伴走支援を

展開します。 

 

(3)創業・第二創業の支援【新規】 

東峰村行政との連携による「とうほう起業塾」の開催を推し進めていきます。村行

政の予算化の基、事案者を掘り起こすための周知方法や専門家の招聘、金融機関と創

業者に関する情報提供など、連携強化を図り、創業計画の策定を支援し創業者の増加

を図ります。事業承継については、必要に応じて事業承継支援センターを活用し、ス

ムーズな事業承継を支援します。 
 

 

■小規模事業者への効果 

 ○地域の経済動向分析と事業所毎の経営分析により、小規模事業者の課題を早期に見

出し、消費者のニーズや需要を加味しながら、其々の課題に対処した経営計画を作

成することで、持続的発展に繋げる伴走支援が可能となります。 
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〇2011 年中小企業白書によると起業 5年後には約 20％の事業所が廃業に陥っており、

改めて創業時の支援及び創業後のフォローアップの重要性が分かります。創業にお

ける資金計画や事業計画を無理のない計画に落とし込み、開業率の向上及び持続的

発展の支援を行います。また、空店舗の情報を提供する事で、地域経済の活性化に

繋げます。 

 

■目標 
 現状 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 

セミナー開催数 ０ １ １ １ １ １ 

事業計画支援数 ２ ４ ６ ８ ８ ８ 

創業ワンストップ

窓口支援件数 
０ １ ２ ２ ２ ２ 

創業塾開催数 ０ １ ２ ２ ２ ２ 

事業承継支援数 ０ 内容検討 １ １ １ １ 

 

 

 

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 

これまで、経営革新計画については策定後年に１～２回程度の巡回訪問で進捗状況を

確認するに留まっており、また、ものづくり補助金や小規模持続化補助金など補助金採

択事業者や創業者については、事業実施に問題が生じた場合など受動的な対応でフォロ

ーアップを行ってきました。 

 

 

■方針 

今後は定期的に進捗状況を確認し適切なフォローアップを実施し目標の達成を支援

します。また、巡回の際、国・県・村・商工会の行う支援策を周知し、必要なフォロー

アップメニューを情報提供します。さらに、支援内容についてデータベース化し、職員

間の情報共有を図ります。 

 

 

■取組内容及び手段 

（１）事業計画策定支援を行った小規模事業者に対し、３カ月に 1度、事業計画に基づ

く進捗状況を確認します。フォローアップにより、計画の見直しの必要を見極め、的確

な指導と助言を行い、目的達成に向けた伴走型支援を行います。【既存拡充】 

 

（２）一定の要件を満たす事業者については、日本政策金融公庫の「小規模経営発達支

援融資制度」を活用し、事業計画実行を支援します。【新規】 
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（３）創業後、税務及び労務について特に支援が必要な事業所については、当商工会が

主体となる税務相談所及び労働保険事務組合への加入を促し、重点的にフォローを行い

ます。【既存拡充】 

 

（４）支援した内容については、経営カルテとして職員がいつでも当該事業所に係る支

援状況が分かるようにするため、誰が、いつ、どのような支援を行ったのか事業所ご

とに時系列で分かるようデータベース化し、情報を共有します。【既存拡充】 

 

（５）必要に応じて、福岡県商工会連合会やよろず支援拠点、金融機関などの支援機関

等との連携を図り、専門家を派遣し小規模事業者の持続的発展を図るため丁寧にサポ

ートします。【既存拡充】 

 

 

■小規模事業者への効果 

〇個々の事業者の進捗状況を把握し的確な助言指導を行ことで、小規模事業者の持続的

発展が図れます。 

 

〇創業支援及び第 2創業支援により空き店舗の軽減、スムーズな事業承継を促進します。

また、後継者育成にも繋がります。 

 

 

■目標 
 現 状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

フォローアップ件数 ０ ４ ６ ８ ８ ８ 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
■現状と課題 

これまで、プレミアム商品券事業において、消費者の商品券使用状況の分析しか行っ

ておらず、それを活かした情報提供を行っていなかったのが現状です。結果、消費者

ニーズについては、事業所独自の情報取集に頼り、消費者の求める商品や時流に乗っ

たサービスの開発を支援できていないのが課題です。 

 

 

■方針 

今後は、小規模事業者の持続的発展を図るため、新規に道の駅において交流人口を対

象とした消費動向調査を行い、潜在的な消費者ニーズを把握し、今後の需要アイテム

の発掘し、その対処施策と講じます。 
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■取組内容・手段・活用方法 

(1) 交流人口を対象とした消費動向調査の実施【新規】 

今まで行っていなかった交流人口を対象とした消費動向調査（調査項目として、 

農産物・加工品、陶器、特産品などを対象として、①商品の品揃えに対する満足度、

②商品の価格構成の適正性 ③目的の商品及④購入単価・予算など）を行い、分析する

ことで、消費者ニーズの動向を把握し、小規模事業者に対し商品開発・価格見直し等

に反映し、販売促進・交流人口の活性化支援に活用します。 

 

(2)需要動向データの情報提供【新規】 

調査結果のデータを巡回や広報誌掲載により小規模事業者へ情報提供することでの

新たな消費者ニーズに応じた商品展開が期待できます。 

  

(3)セミナー開催【新規】 

(1)の分析結果をセミナーの中で情報提供していきます。広く分析結果を公表するこ

とで、事業展開に直結しやすい環境を提供します。 

 

(4)専門的な支援【既存拡充】 

消費者ニーズが明らかになることにより、店舗の改装や新商品開発に伴う POP 指導

など専門的な支援が想定されます。福岡県商工会連合会が展開する中小企業診断士等

と連携し、小規模事業者のサポートを丁寧に実施していきます。 

 

 

■小規模事業者に対する効果 

 消費者ニーズを把握することで、商品アイテムやサービスの見直しを行う機会とな

り、併せて商工会が経営計画の策定及び販路開拓の支援する事で、小規模事業者の売上

増加に繋げることができる。また、新商品及びサービスの開発の発案材料となる。 

 

 

■目標 
 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

消費者アンケート回数 ０ 内容検討 １ １ １ １ 

調査結果発信回数  

（広報誌掲載） 
０ ３ ６ ８ ８ ８ 

セミナー開催 ０ ０ １ １ １ １ 

 

 

 

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 

 先述の通り、当会は、伝統的工芸品である小石原焼（陶器）のブランド化の成功例を
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持っております。現在でもテレビや雑誌・新聞など多くのメディアからの引き合いがあ

り、女性を中心に多くのファンを作ってきました。しかしながら、九州といえば有田焼

というイメージが定着しており、小石原焼は全国的にはまだまだマイナーな存在です。

更に小石原焼の認知度を高めていくことが今後の課題であり、地域の活性化につながる

と考えています。 

 

 

■方針 

人口減少・過疎化が進む東峰村において消費購買力増加を図っていくには、まず消費

購買者人口を見出すことで、そのために交流人口の増加を図ることで地域の消費購買

力確保に繋げていきます。 

 

 

■内容 

人口減少・過疎化が進む東峰村において、消費購買力増加を図っていくには、まず消

費購買者人口を見出すことで、そのために交流人口の増加を図ることが、地域の消費

購買力確保に繋がります。 

そのためには施策として、 

(1)陶器の首都圏マーケティング事業【既存拡充】 

成功例である小石原焼（陶器）のブランド化「小石原ポタリー」の実績とノウハウ

を活かし、小石原焼を東京の主要施設店舗でテスト販売を実施するとともに、商品の

ブラッシュアップ講座を通じて販路拡大を支援します。重要なことは、各自が信用で

きるデザイナーと連携し、作品を試作していくことであり、個人とデザイナーのコラ

ボでブランド化に向けて作品及び事業計画をブラッシュアップしていくための伴走支

援を行います。 

 

支援展開としては、①マーケティングについて、②流通について、③デザインにつ

いて、④テスト販売、⑤今後の課題、⑥今後の計画策定、⑦ビジョン・コンセプト検

討、⑧事業計画立案、⑨事業計画作成、⑩事業計画フォローアップを行い、ブランド

化を図ります。 

 

(2) 農産物・加工品等の地域資源ブランド化事業の検討【新規】 
陶器のブランド化支援の

ノウハウを生かし、東峰村

で採れる農産物・加工品等

の販売量限定によるブラ

ンド化の展開を図ります。 
東峰村商工会では、平成

20 年に合併する前の旧宝

珠山商工会で取組んでき

た「ふるさと便」事業が今

年で 35 年目を迎えます。現
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在、東峰村ふるさと納税の記念品としても利用されています。 

発足当時は、旧宝珠山出身者をメイン対象として限定 180 名に、特産品を年３回発

送してきましたが、合併後は生産者の減少もあり、現在では年間 100 名限定を対象に

継続しています。 

東峰村は耕作面積が 300 ㌶しかなく生産量に限界があります。今後は、‘限りある生

産量’からの逆転の発想で、農業従事者と栽培契約を結ぶことで生産者に買取保証を

行い、年間販売量限定の農産物及び加工品等を限定者のみに提供していきます。限定

販売することで希少価値を高めブランド化を図ります。 

降雪で道路が通行止めになることもあり、交流人口が落ちる冬季期間の売上高補填

業務として構築していく事も視野に置き事業推進を図っていきます。 

 

(3)商談会・展示会への参加促進【既存拡充】 

福岡県商工会連合会やその他支援機関が主催する商談会及び展示会への参加を促進

し販路開拓を図ります。人的資源が不足する小企業者については、職員がサポートに

入るなど支援を行います。 

 

(4)ＩＴを活用した販路拡大支援を実施【既存拡充】 

フェイスブックの活用支援、ホームページ開設支援、全国商工会連合会が主催する

通販サイト「ニッポンセレクト.com」への出展支援など IT の活用により、商圏を広げ

ることで需要の掘り起こし・販路拡大を目指します。 

 

上記の取組みにおいて専門的な事案については、必要に応じて福岡県デザイン協議会

や福岡県商工会連合会、よろず支援拠点等支援機関との連携で、計画実施を丁寧にサポ

ートします。 

 

 

■小規模事業者に対する効果 

上記各種支援策により、小規模事業者の提供する商品・サービスの需要の掘り起し及び

販路拡大を支援し、経営の安定及び売上の増加を図ります。また、各事業所の進捗状況

や事後フォローを徹底し、消費者ニーズを商品・サービスの改良を支援します。 

 

 

■目標 
 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

首都圏マーケティン

グ支援事業集 
０ 内容検討 １ １ １ １ 

ふるさと便発送個数 100 100 110 120 130 140 

展示会出展支援者数 １ １ ５ ５ ５ ５ 

ＩＴ活用支援者数 １ １ ５ ５ ５ ５ 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 
 

■方針 

 東峰村の入込み客は、2011 年に約 80 万人、2013 年には約 73 万人と年々減少傾向に

あります。まずは、入込客＝交流人口の活性化を促進することこそ、地域経済の活性化

に資する取組みに直結します。この入込客数の数値回復のために、東峰村行政や㈱陶の

里（道の駅小石原）や㈱宝珠山ふるさと村（特産品開発を行う第 3セクター）と連携し

検討委員会を設置し、地域活性化の施策を協議します。 

  

 

■内容 

(1)交流人口を誘引するための「東峰マイル事業(仮称)」検討会の立上げ【新規】 

 東峰村は陶器が基幹作業で 48 の窯元があります。道の駅小石原では、陶器の売上高

が全体の３分の１を占め、続いて食料品・野菜と併せると３分の２を占めます。客単価

は平均 1,150 円程度、近隣には道の駅・農産物直売所など乱立しており、近隣との差別

化を図り当村での消費に結びつけるためのシステム作りが必要です。 

「東峰マイル事業(仮称)」では、来村者の自宅と東峰村の距離間を縮めるための施策

として、来村者に対し村内事業所で使える仮想通貨（マイル）を付与する「東峰マイル

事業(仮称)」の検討を進めて行きます。東峰村に来られた観光客へマイルカードを発行

し、１来村あたり１マイルが付与し、マイルがたまると村内事業所にて仮想通貨として

使用できる仕組みを想定しています。カード発行数やマイルの使用状況や付与数などを

分析することで、来村者の居住エリア、入込数、消費動向などの多くの情報が得ること

ができると考えています。また、それを特産品開発の情報提供に繋げていきます。 

公共交通機関に恵まれていない当村においては、車での来村でしかないのが現状で

す。この距離間（自宅から東峰村までの距離間）を少しでも補うための施策としても有

効であると考えています。このシステムを構築していくための検討委員会を、村や連携

し㈱陶の里（道の駅小石原）や㈱宝珠山ふるさと村（特産品開発を行う第 3セクター）

と連携し展開していきます。 

 

 

■目標 
 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

東峰マイル事業 

検討委員会 
０ 準備委員会 ５ ５ 実施 データ分析

 

 

 

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 
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■方針 

東峰村には地銀と呼ばれる金融機関はなく、東峰村商工会は、これまで㈱日本政策金

融公庫をメインに小規模事業者支援を行ってきました。今後は、臨市に構える金融機関

との連携をも密にとり支援ノウハウを吸収し、支援能力向上を行います。また、各支援

団体との連携を密にとり最新の情報に基づき、本計画の遂行にあたります。 

 

○支援機関等の連携を密にとり支援ノウハウを学び、支援能力の向上を図ります。

福岡県商工会連合会、よろず支援拠点など専門家派遣を要請した場合、個別支援事

業所に対し職員が同行し、支援ノウハウを学び、月例会議や経営支援カルテにおい

て他の職員との共有を図ることで伴走型支援に活かす。 

 

 ○行政、議会、金融機関との協議会を開催 

東峰村の地域経済における最新の情報を収集し、分析することで小規模事業者の持

続的発展を図る。 

 

 ○筑後地区指導員協議会、支援員協議会、県職協経営改善普及研究会などの研修会に

おいて、支援ノウハウ・支援の現状などについて情報交換し、職員間の共有を図る

ことで、支援能力を高め伴走型支援に活かす。 

  

 〇㈱日本政策金融公庫との情報交換 

主催の「小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会」において、金融支援ノウ

ハウ及び地域経済動向について情報交換を行います。 

 

〇「筑後地区中小企業支援協議会」における情報交換 

県、筑後地区の 14 商工会、税理士、診断士等他支援機関が参加する「筑後地区中小

企業支援協議会」において、支援ノウハウを情報交換します。また東峰村商工会小

規模事業所における経営課題ケースを提案し各支援機関からアドバイスをもらうな

ど積極的な活用を行います。 
 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
■現況及び課題 

職員の資質の向上につきましては、これまで福岡県商工会連合会が主催する職種別各

種研修、職員協議会が開催する勉強会、福岡県が主催する研修会への参加だけで図って

きました。しかしながら、限られた時間の中で実施されかつ職種別であることから、当

会における職員間で、研修会等で得られたノウハウを一定の時間を設定して指導ノウハ

ウや情報交換、共有化を図っていないことが支援業務における課題です。 

 

 

■今後の取組み 

(1)職員間の支援ノウハウミーティング 
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商工会及び県や税務署、その他外部支援機関が開催する研修会等で得た支援ノウハウ

を職員で共有化を図るため報告会を開催し、さらにＯＪＴで指導する体制づくりを構

築することで職員の資質向上を図ります。 

 

(2)専門家と連携した支援業務から得る資質向上 

経営指導員及び支援に携わる職員は、外部支援機関や専門家と連携して小規模事業者

を支援する業務を通じて、指導・助言内容、情報収集方法などを習得した内容を報告

し職員間で共有し、伴走型の支援能力向上を図ります。 

 

(3)自己啓発による資質向上 

職員の指導能力の向上は、職員自身の日頃からの自己研鑽が必須であることから、商

工会における研修支援制度の構築を検討し、支援能力の向上を図ります。 

 
 

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 

商工会が実施する事業は、これまで「事業計画を立案」、「理事会で承認」、「総会での

議決」を経て、事業の実施・進捗状況報告・完了報告、最後の完了報告には事務局内部

での事業評価をおこなったものを添えて理事会にて完了報告を行ってきたという基本

的な仕組みで実施してきました。今後において、本経営発達支援計画の記載の事業を実

施していく上で、以下の方法により評価・検証を行い、経営発達支援計画の実施効果を

高めます。 

  

(1)事務局内にて、概ね３カ月ごとに経営発達支援計画進捗会議を実施し、各事業の進

捗状況及び事業内容等の検証と意見交換会を実施し、事業の実施状況及び成果の評

価・見直し案等について検討する。 

 

(2)有識者等で構成される経営発達支援計画事業評価会議を設置し、その事業評価会議

にて、事業の実施状況及び成果の評価・見直し案等について提示する。 

※有識者等：中小企業診断士・東峰村農林観光課長・福岡県商工会連合会・商工業者等

 

(3)理事会にて年３回程度の経営発達支援計画に関する支援会議を開催し、評価結果を

基に目標・計画の見直しの方針を決定する。 

 

(4)事業の成果及び評価・見直しの結果等については、総会へ報告し、承認を受ける。 

 

(5) 事業の成果及び評価・見直しの結果等については、フェイスブック及び商工会ホー

ムページにて計画期間中公表する。 
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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 

（平成 27 年９月１日現在）

（１） 組織体制 

 経営発達支援事業は、事務局長が責任者となり、実務は経営指導員１名、補助員１名・

 記帳選任職員１名の２名がサポートを行い実施していく体制とします。 

経

営

発

達

支

援

事

業

事　　務　　局　(４名）

経

営

改

善

普

及

事

業

地
域
振
興
事
業

総
務
・
経
理

各
種
受
託
業
務

理　　事　　会

会　　　長

副会長 (2名）

理　事 (18名）

総　　　　　　　　　　会

監　事(2名)

工業部

会　　　　　　　　員　（１２３名）

女性部 青年部
商　業・
ｻｰﾋﾞｽ

窯業部

 

　支援企業の課題を明確化し、必要な支援策

　を講じる。外部機関との連携を図り、課題解決

　を図る。企業の意図に応じて対応を図る。

　　　ﾏﾝｼﾞﾒﾝﾄ全般を担い、役割付与、事業成果の明確化を担当

組織マネージャー
事　　務　　局　　長 (１名）

　　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰを業務をサポート

　　しながら、個々の支援能力を高め、

　　伴走型支援に活かす

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

経営指導員（１名）

ｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

補助員（１名） 記帳専任（１名）

 
 

（２） 連絡先 

  東 峰 村 商 工 会 

  ・住 所 〒838-1601 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原 941 番地１ 

  ・電 話 0946-74-2121 

  ・ＦＡＸ 0946-74-2284 

  ・e-mail touhou@shokokai.ne.jp 

    ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚﾚｽ http://www.tohosci.com/（平成 27 年 9 月 1 日現在）
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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）

経営発達支援内容に要する事業費 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

Ⅰ 必要な資金の額 1,450 11,500 9,700 10,400 9,700

1-1 情報分析費用 0 200 200 200 200

2-1 ｱﾝｹｰﾄ内容検討 50

2-1 ｱﾝｹｰﾄ実施・分析・支援ﾒﾆｭｰ検討 2,000 300 1,000 300

3-1 パンフレット制作 200

3-2 セミナー開催 50 300 300 300 300

3-3 とうほう企業塾 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4-5 専門家招聘 200 300 400 400 400

5-1 消費者アンケート 50 1,000 1,000 1,000 1,000

6-1 首都ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 50 5,000 5,000 5,000 5,000

6-2 ＩＴ活用支援メニュー 50 500 500 500 500

Ⅱ 必要な資金の額 50 2,500 4,000 4,000 4,000

1 東峰マイル事業 50 2,000 2,000 2,000 2,000

2 農産物・加工品等ブランド化事業 500 2,000 2,000 2,000  

 

 （備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、村補助金、事業受託、手数料収入、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 

 

Ⅰ-１地域の経済動向調査に関すること 
・地域経済動向調査分析に係る支援 

 

Ⅰ-２経営状況の分析に関すること 
・経営課題調査分析に係る支援 

 

Ⅰ-３ 事業計画策定支援に関すること 
・事業計画策定に係る支援 

・創業・第 2創業・事業承継に係る支援 

 

Ⅰ-４ 事業計画策定後、実施支援に関すること 
・事業計画策定後のフォローアップに係る支援 

 

Ⅰ-５ 需要動向調査に関すること 
・需要動向調査分析に係る支援 

 

Ⅰ-６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
・販路開拓販売促進に係る支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
・「東峰マイル事業(仮称)」検討会の検討 

 

Ⅲ-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 
・支援ノウハウの情報交換 

 

Ⅲ-２．経営指導員等の資質向上に関すること 
・職員の資質向上に係る取り組み 

 

Ⅲ-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 
・事業評価及び、見直しに係る取り組み 
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連携者及びその役割 

 

【東峰村】・【東峰村議会】 

東峰村：村長 渋谷 博昭  東峰村議会：議長 大蔵 久徳 

住所：〒 838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425  

TEL ：0946-72-2311 

・「とうほう起業塾」運営支援 

・「東峰マイル事業(仮称)」検討会の開催 

・地域ブランド向上及び地域経済に係る情報交換 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

・経営発達支援計画事業評価 

・商工業振興に係る支援・指導 

 

 

【福岡県】 

代表者：知事 小川 洋 

住所：〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園 7番 7号 

TEL ：092-651-1111 

・福岡県データ WEB 運営における経済動向・需要動向等に係る情報提供 

・商工業振興に係る支援・指導 

・筑後地区中小企業支援協議会の開催による支援ノウハウの情報交換 

 

 

【福岡県商工会連合会】 

代表者：会長 城戸 津紀雄 

住所：〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター7F  

TEL ：092-622-7708 

・「中小企業景況調査」の実施分析・広報 

・エキスパートバンクによる専門家派遣 

・商談会展示会の企画・情報提供・出展支援 

・研修会開催及び支援ノウハウ情報交換 

・事業計画の指導助言及び事業評価 

 

 
【独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部】 

代表者：九州本部長 齋藤 三 

住所：〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9-15 中小企業振興センター6F  

TEL ：092-622-7809 

・よろず支援拠点における専門家派遣 

・経営革新センターにおける専門家による助言指導 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

【㈱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：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-21-12  

TEL ：092-622-7708 
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・経済動向及び金融課題について情報提供・分析支援 

・金融制度について情報提供・活用支援 

・「小規模経営発達支援融資制度」の活用支援 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

【福岡銀行杷木支店】 

代表者：支店長 寺崎 裕史 

住所：〒838-1511 朝倉市杷木池田 691-1 

TEL ：0946-62-1116 

・経済動向及び金融課題について情報提供・分析支援 

・金融制度について情報提供・活用支援 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

【西日本シティー銀行杷木支店】 

代表者：支店長 林 弘喜 

住所：〒838-1511 福岡県朝倉市杷木池田 802－ 2 

TEL ：0946-62-1138 

・経済動向及び金融課題について情報提供・分析支援 

・金融制度について情報提供・活用支援 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

【筑邦銀行杷木支店】 

代表者：小栁 英樹 

住所：〒838-1511 福岡県朝倉市杷木池田 727 

TEL 0946-62-1125 

・経済動向及び金融課題について情報提供・分析支援 

・金融制度について情報提供・活用支援 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

【福岡県信用保証協会】 

代表者：会長 牛尾 長生 

住所：〒830-8691 久留米市日吉町 24 番地 24 

TEL：0942-38-1021 

・経済動向及び金融課題について情報提供・分析支援 

・金融制度について情報提供・活用支援 

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

【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：〒 838-1792 福岡市博多区博多駅前 2丁目 9-28 福岡商工会議所ビル 7階 

TEL ：092-441-6922 

・アドバイザー派遣による事業承継支援及び情報交換 
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【福岡県デザイン協議会】 

代表者：会長 唐池 恒二 

住所：〒812-8577 福岡市博多区東公園 7-7 

TEL：092-643-3449 

・デザインにかかる助言・情報提供 

 

 

【全国商工会連合会】 

代表者：会長 石澤 義文 

住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号有楽町電気ビル北館１９階 

TEL ：03-6268-0088 

・発達支援計画実施に係る情報提供・助言・支援 

・通販サイト運営による販路拡大支援 

・WEB 研修運営による経営指導員の資質向上支援 

 

 

【㈱陶の里（道の駅小石原）】 

 代表者：代表取締役 社長 森山 元實 

住所：〒838-1601 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原 941 番地の 3  

TEL ：0946-74-2300 

・「東峰マイル事業(仮称)」検討会の開催 

・地域経済活性化に係る支援・情報交換 

 

 

【㈱宝珠山ふるさと村（特産品開発第 3セクター）】 

代表者：代表取締役 社長 渋谷 博昭 

住所：〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井 2296-1 

TEL ：0946-72-2232 

・「東峰マイル事業(仮称)」検討会の開催 

・地域経済活性化に係る支援・情報交換 

 

 
【甘木税務署】 

 代表者：署長 中野 浩二 

住所：838-0061 福岡県朝倉市菩提寺５６５－１ 

TEL：0946-22-2720  

・経営支援ノウハウについて情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東峰村商工会 

連
携 

 その他支援機関 
よろず支援拠点・事業承継支援センター 

福岡県デザイン協議会・全国商工会連合会 

朝倉税務署・筑後地区中小企業支援協議会 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 道の駅小石原 

㈱宝珠山ふるさと村 

 
福岡県商工会連合会 

 
福岡県 

 

東峰村・議会 

 地域金融機関 

信用保証協会 

日本政策金融公庫

 
小規模事業者 

経営発達支援計

画事業評価会議 

 

【評価】 

【見直し】 

【改善】 
支
援 相

談 


