
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
広川町商工会（法人番号 5290005008815） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

 
 個社支援と創業支援を丁寧かつ徹底的に実施し経営力強化を図ること、人口減少
に対応して町外への販路拡大、新規顧客の獲得を支援し優良企業の育成、雇用の拡

大と地域資源を活用した広川町のブランド化で地域経済の活性化に寄与すること

を目標とします。目標達成のため以下の事業を核として事業者支援を行います。 
（１）伴走型個社支援の拡充による個社経営力の強化事業 
（２）セミナー「創業塾ｉｎ広川」の開催及び創業インキュベート事業 
（３）地域資源を活用した地域ブランド化 
（４）販売促進、Webサイト等による販路開拓事業 
 

事業内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  
１．地域の経済動向調査に関すること  
（１）中小企業景況調査等による情報収集 
（２）行政・金融機関等の調査レポートよる情報収集 
（３）収集した情報の分析・把握・提供 
２．経営状況の分析に関すること  
（１）ローカルベンチマークを活用した自社分析・財務分析支援  
（２）経営課題の抽出と共有 
（３）専門家等と連携した支援 
３．事業計画策定支援に関すること  
（１）自社の経営資源の強みを活かし、需要を見据えた計画策定支援の実施  
（２）創業塾ｉｎ広川の実施及び受講者に対する創業計画策定支援 
（３）経営計画つくるくんの活用 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること  
（１）資金調達支援に関する金融機関との連携強化 
（２）創業者のフォローアップ支援 
（３）経営計画の変更 
５．需要動向調査に関すること  
（１）潜在的消費者ニーズの把握や分析結果の提供 
（２）特産品販売所の POSレジデータの提供 
（３）アクセス解析による消費者動向などの調査 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること  
（１）物産展や商談会の情報提供・参加による販路拡大支援 
（２）専門家によるブラッシュアップ支援 
（３）集客用Webサイトの構築と分析支援、サイト運営支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
（１）久留米絣を活用した広川ブランドの確立と産業観光の活性化 
（２）広川町の 3大まつりにおける行政や他団体などとの連携 
（３）主催イベント開催による消費拡大 
 

連絡先 

 

所在地 福岡県八女郡広川町大字日吉 1164-6 

TEL 0943-32-0344  FAX 0943-33-1068 

Email hirokawa@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．広川町の概要 
（１）立地 

昭和 30 年 4 月、上広川村、中広

川村が町村合併により村を廃し、広

川町として発足しました。さらに同

年 12 月、下広川村の一部が編入し、

13 の大字からなる現在の広川町と

なりました。 

その後、平成の大合併により八女

郡の5つの町村が八女市と合併した

ことにより広川町は一郡一町とな

りました。 

広川町は、福岡県南部八女郡に位

置し、東西約 14km、南北 5.4km の地

域を占め、面積は 37.94km2を占めま

す。 

東は刑部谷の諸山をもって八女市上陽町

に、南は長峰山脈をもって八女市に接し、西

は筑後市、北は久留米市に隣接して耳納山系

に囲まれた通称広川谷と呼ばれる広川盆地を

なす地域です。 

町の中央部を国道 3 号線が南北にはしり、

これと並行して東部に県道 82 号線（久留米立

花線）、西部には国道 209 号線がはしっていま

す。さらに、県道 84 号線（三潴上陽線）が、

町の中央部を東西に横断しており、これらを

基幹として、縦横に町道をめぐらせています。 

また、町のほぼ中央を九州縦貫自動車道がはしり、町内に広川サービス

エリア及び平成 10 年度に開通した広川インターチェンジを有しています。

久留米市まで 25 分、西鉄電車を乗り継げば、福岡市内まで約 1時間、さら

に高速道路を利用すれば福岡市までの時間短縮が可能であり、交通の便に

恵まれた位置にあります。 

 

 

（２）産業 

この地域は、石人山古墳をはじめとした多くの古墳が残っていることか

ら、古くより稲作農業による人類の生活が営まれた肥沃な土地であること

がわかります。この豊かな土壌の恩恵を受けた広川町の主要産業のひとつ

である農業は、いちご・ぶどう・なし・桃・茶などの生産が盛んですが、

近年では、電照菊をはじめガ－ベラなどの花卉栽培もその生産量を伸ばし

西日本一となっています。 
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また、久留米絣、竹細工等の家内工業

は、江戸幕府に農業とともに発展しまし

た。時代とともに従事者は減少したもの

の、久留米絣製造業においては少数なが

ら地場産業として集積しており、当地区

の地域資源として重要役割を担っていま

す。 

さらに町では、これまで広川中核工業

団地、久留米・広川新産業団地の造成を

行い、各団地への企業誘致に成功してい

ます。 

しかし、長期にわたる景気の低迷、国

際間競争の激化等を背景に厳しい情勢となっているため、既存企業の体質

強化や新産業創出に向けた新たな取組を実施しています。 

近年、広川町は、いわゆる箱物建設ではなく、社会インフラの整備、特

に道路整備に重点をおいてきています。このことは、工業団地への企業誘

致の成功による産業振興、雇用の場確保という大きな成果を上げています。 

 

 

（３）人口 

広川町の人口は、福岡・久留米市の急激な発展の影響を受け、特に久留

米都市圏の外延的拡張に伴いベッドタウン的役目を担ってきたことや、広

川町中核工業団地における企業立地の進展により、国道３号線沿いを中心

に都市化、宅地化が進んできたことにより増加傾向にありましたが、平成

22 年をピークに減少に転じています。 

世帯数は平成２年以降一貫して増加を続けており、平成 17 年には 6,527

世帯となっていますが、核家族化や世帯の多様化の進行により１世帯当た

りの人数は減少しています。広川町は、少子高齢化・人口減少が確実に進

み、平成 28 年 2 月 1 日現在の世帯数は、7,371 世帯、人口 19,979 人となっ
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ています。 

広川町では、将来的な人口減少に対応するため、「広川町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を策定し、広川町人口ビジョンにおいて平成 32 年に総

人口 19,868 人を確保することを目標としています。 

 

 

 

２．広川町の商工業を取り巻く現状と課題 
（１）概要 

商 工 業 者 数 659      

内）小規模事業者数 513      

内）小企業数 416    (事業所) 

業 種 建 設業 製 造 業 卸小売業 飲 食 業 サービス業 そ の 他 計 

商 工 業 者 数 90 105 204 52 134 74 659 

（出展元：福岡県商工会連合会実態調査 平成 27 年 4 月 1日現在） 

 

 

（２）商業・サービス業 

小売サービス業は、商店街などの集積はなく町内に点在しており、そのほと

んどが後継者のいない事業者であり廃業が進んでいます。町内に大型店はな

く、スーパー、ドラッグストアチェーン店などの中型店舗、コンビニエンスス

トアがしのぎを削っています。飲食業などの中には、これらとは競合しない地

域密着ビジネスを行う事業者もいますが、大部分の事業者は高齢化とともに非

常に厳しい現状にあります。 

広川町の交通の利便性の良さは、反面で地区外への消費流出という問題を生

んでおり、商業・サービス業の小規模事業者においては、自社の強みを活かし

た商品開発や販売促進支援による商圏拡大が必要です。 

 

 

（３）工業・建設業 

工業は、広川町の工業団地誘致により、平成 28 年度現在で製造業を中心

に 25 社の企業が進出しています。 

広川町の製造業の特色としては、200 年余の歴史を持つ綿織物「久留米絣」

の織元が 13 事業者あり当地区の地域資源として広川町を代表する産業とな

っています。平成 16 年度から 5年間にわたり商工会が中心となって実施し

た JAPAN ブランド事業(後述)および関連事業によって、久留米絣製品の販路

開拓支援はもとより後継者育成や新技術開発支援が行われ現在に至ってお

ります。これらの事業所の中には、独自技術など強みを活かし、中小機構の

地域資源活用事業に取り組むなど新たな分野にチャレンジする小規模事業

者も出てきており、これらの新たな販路開拓の支援が求められています。 

また、建設業は、従来、公共事業の下で、多くの事業者が共存共栄するこ
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とが出来ましたが、現在は公共事業も縮小しており、パイの奪い合いは今後

益々激化し 企業の再編淘汰は必至と考えられます。強みを生かした経営に

より差別化を図る必要があります。 

 

 

（４）小規模事業者の課題 

課題① 経営基盤の弱さ 

町内の小規模事業者の中には、経営者の経験と勘に頼った経営を行ってい

る事業所が多く、金融、税務、労務等の課題に直面してから、商工会へ支援

を要請する傾向があり、商工会としても場当たり的な対処支援にならざるを

得ません。 

経営者は時代の要求を認識し自社を正当に評価することが必要であり、経

営環境の変化に対応するためには、経営分析により課題の早期発見と外部環

境や内部環境としての自社の経営資源を徹底的に棚卸して、強みを活かした

経営計画を立てることが必要です。また、商工会をはじめとした地域の支援

機関の連携により、伴走的に支援することで付加価値や生産性の高い事業を

行うことにより経営力の強化を図らなければなりません。 

 

課題② 創業者支援 

広川町の総合戦略において人口減少を抑制するために、創業支援に取り組

み活気ある地域づくりを目指しています。 

創業に際しては様々な準備が必要であり、早期に経営を軌道に乗せるため

には、的確なビジネスプランの作成が不可欠です。特に経営経験の浅い経営

者に対しては、創業後に発生する経営課題への対処の遅れが命取りとなるこ

とが多いため、創業した事業者に対して計画遂行状況をみて、発生した経営

課題に対する早期の対応と計画を見直し等の伴走支援が必要です。 

 

課題③ 付加価値の高い商品開発の推進 

新規顧客の獲得には消費者需要に沿った商品やサービスの開発が必要で

あり、業種によっては、毎年季節ごとに新たなアイデアが必要になってきま

す。そのような小規模事業者が直面する自助努力で解決できない課題に対す

る細やかな支援が必要です。 

特に広川町では久留米絣や果実など地域資源が豊富であり、地域資源を活

用した商品開発に対する支援ニーズが高まっています。 

 

課題④ 新規顧客の獲得、新たな販路開拓 

当地区の現状として、地の利の反面で地区外への消費流出が課題となって

おります。今後、人口減少が進む中で、小規模事業者にとって、新規顧客の

獲得、新しい販路の開拓は最も重要課題と言えます。IT を活用した販路開

拓に取り組む支援を行ってきましたが、まだ十分に活用されているとは言え

ず、例えば、集客用の Web サイトを持った事業者は一部でしかなく大半の小

規模事業者は自社サイトを持ちません。持ってはいても SEO 対策が不十分で

あるため、キーワードで検索をかけた時に上位にランクされず、集客に結び

付いてはいない現状です。 
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３．広川町商工会の取り組み 
（１）JAPAN ブランド事業 

広川町商工会では平成 16 年から平成 20 年の５年間にわたり、JAPAN ブラ

ンド事業に取り組みました。 

久留米絣は 200 年以上もの歴史を持つ当地域の伝統産品です。その伝統技

術を継承し、そこに新しい光を当てて、久留米絣のブランド化を目論むプロ

ジェクトとなりました。 

この事業では「新風」というブランドを誕生させました。これには若い後

継者たちが新しい風を巻き起こして、世界に羽ばたかせるという意味が込め

られたものです。「ただ単にいいものをつくれば売れる」という考え方では

なく、今の時代に通用するものづくりとは・・・を学んだ事業となりました。

伝統をとり入れつつも現代に受け入れられるものをつくる。如何に時代のニ

ーズに対応できるかというコンセプトづくりから始めました。 

事業参加者は発足当時から減って最後の年には数社とはなりましたが、そ

の分プロジェクトとしての密度は濃くなり、各事業所の意識は高いものとな

りました。最後まで残った織元 4社が皆、若い後継者だったため新しいもの

への対応力も高く、積極的に色んな取り組みに挑戦し、海外などに向けても

果敢にアプローチが出来ました。その結果、海外展示会でのデザイナーやク

リエーターとの出会いが、彼らには大きな刺激となって久留米絣を革新へ導

く原動力となっているものと思います。 

 

（２）広川町産業展示会館指定管理者 

広川町商工会は平成 23 年 4 月、商工会

創立 50 周年を機に、商工会の次の 50 年を

見据える事業として広川町産業展示会館

の指定管理者を受託しました。 

広川町産業展示会館は、広川町工業団

地企業の製品を紹介する施設として 25 年

前に建設され、展示場のほか大ホールや会

議室などを備えたコミュニティ施設です。 

指定管理者を受託したことにより、商工会の拠点も広川町産業展示会館へ

移転しました。その移転に合わせ久留米絣

を中心とする地域の特産品販売所「ひろか

わ藍彩市場」をオープンし、会員企業のビ

ジネス拡大を図ること、職員の意識改革を

図ることを目的に事業を開始しました。 

また、賑わいをつくることと併せて地域

住民の利便性向上と会館の採算性向上のた

めに大ホール等のレンタルや集客イベント

も開催してきました。 

スタートから約 5年が経過しましたが、「ひろかわ藍彩市場」の売上高は

2倍以上、会館利用も活発になり大きな成果を上げ、商工会の自主財源の確

保という観点からも大きく貢献をしています。 
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（３）個社支援 

広川町には商店が点在し商店街などの集積がないことから、共同事業では

なく、個店を強化する支援方針に早い段階で切替えて経営支援を実施してき

ました。経営革新計画、融資計画、及び補助金計画をはじめとする事業計画

策定支援においては個社支援の一環として重点的に実施してきました。特

に、平成 27 年度の小規模事業者持続化補助金の申請数は 25 件であり採択率

は 100%でありました。その他補助金も含め、申請を契機に相談者の自社の

強みの確認と経営力の向上、売上増進のため 1件 1件、丁寧に、とことん納

得いくまで事業者と話し、支援を行ってきました。 

補助金を使って実施した事業の成果（売上増・客数増）が比較的すぐに表

れている事業者が多いことは、申請時の事業計画と採択後のフォローの体制

が構築できていることにあります。 

今後は、これらの成功事例を町内の小規模事業者へ紹介し、その波及効果

によってやる気ある事業者を 1 件ずつ着実に優良企業へと育てていくこと

が重要だと考えています。 

更に、販路拡大支援など売上・利益の向上につながる一歩踏み込んだ伴走

支援を行う必要があります。 

 

◇過去 3年間の個社支援実績表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 25 年度 

(件) 

平成 26 年度 

(件) 

平成 27 年度 

(件) 

福岡県経営革新計画 3 4 4 

小規模事業者持続化補助金 0 1 25 

中小企業販売力強化支援補助金 0 5 8 

も のづくり補助金 0 3 2 

創 業 補 助 金 0 1 0 

金 融 斡 旋 29 43 56 
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４．中長期的な振興のあり方 
広川町では、総合戦略の中で、「賑わいと活力あるまちづくりの一環とし

て、商工会と連携し商業活性化を図る」としており、これまでも町と連携し

て地域経済の活性化に取り組んできました。 

また、町では人口減少に対して危機感を持っており、前述の「広川町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」において、町の魅力度を向上することで創業者

を含む移住者を増やすプロジェクトが実施されています。 

その実践にあたり商工会では、創業支援とともに、地域経済の活力を創出

するため、個社の経営力の底上げにより小規模事業者の持続的な発展を目指

します。 

さらに、久留米絣などの地域資源活用による商品開発を支援し、地域ブラ

ンドの確立を目指します。よって販路開拓支援を強化し、小規模事業者の売

上及び利益の増強を図り、その波及効果により町全体の地域経済活性化に結

び付ける事を中長期的な振興のあり方としてとらえています。 

 

 

 

５．経営発達支援事業の目標と方針 
（１）発達計画支援事業の目標 

これまでの基礎的な支援から、経営計画策定による経営力の強化を行い、

販路開拓支援へとシフトすることで、事業者の売上げおよび利益の確保を

目的とした支援強化を実施致します。 

また、将来にわたり近隣の大型店への消費流出は避けられない状況にあ

り、これに対応するためには、新たな商品開発を支援し、積極的に商圏を

広げていくことが必要であると考えています。地域資源を活用した新商品

や久留米絣など技術的な付加価値の高い製品については、消費者の需要に

沿った商品ブラッシュアップの支援を行い、また、国内外を問わず広い地

域に、販路拡大するための支援を実施していきます。 

そして、新たな創業を増やし地域の経済活性化を図って行きます。事業

実施については、関係機関、特に広川町行政当局との強い連携支援を頂く

こととしています。 
 

 

（２）目標達成のための基本方針 

①地域を支える小規模事業者の経営力の強化 

巡回、窓口指導及びセミナーの開催によって事業者の実態を把握し、事

業計画策定についての啓発を図ることによって策定する事業者を掘り起こ

します。 

策定にあたって専門的な課題については専門家と共に徹底したサポート

を実施します。事業実施に当たっては、事業者と共に悩み考える伴走型支

援によって事業者の持続的発展を図ることを目標とします。 

 

②創業支援による新たな事業者育成 

創業塾を開催し、創業にかかる事業計画の作成支援を実施します。創業
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ワンストップ拠点として、創業支援のためのインキュベート室および創業者

同志の協業施設を設置し、的確なビジネスプランの策定から、進捗状況に合

わせた適切な情報提供、及び PDCA による計画の随時見直しを図りながら数

年間にわたり継続して支援を実施し事業を軌道に乗せることを目標としま

す。 

 

③地域資源を活用した地域ブランド化 

久留米絣を始めとする地域資源を活用して商品開発をする事業者を支援

します。まず、第一に「広川かすり祭」や「ひろかわ藍彩市場誕生祭」な

ど四季を通じて開催するイベントによって顧客ニーズの調査を行い商品開

発の基礎情報として事業所への情報提供をします。 

開発された商品に対しては JAPAN ブランド事業によって構築された専門

家のネットワークを活用して商品のブラッシュアップ支援を実施します。

そのテストマーケティングの場として広川町産業展示会館の特産品売場

「ひろかわ藍彩市場」を活用します。 

久留米絣を中心とする特産品のアンテナショップを東京に出店するため

の調査研究を実施し準備を進めます。おおむね５～７年後の出店を目標と

します。 

 

④販売促進、Web サイトによる販路開拓 

サイトを持たない事業者及び効果が得られていない事業者に対し、低コス

トで最大の効果が得られるサイトの構築を支援します。サイトの分析につい

ても無料のサービスを活用し、キーワードの選択やコンテンツの書き方を指

導し、まず検索結果順位の向上と Web サイトでの売上獲得の達成を目標とし

ます。 

 

⑤商工会の内部環境の整備と効果的な支援体制の構築 

地域ブランド化やアンテナショップ、観光事業について広川町商工会職員

だけでは対応できない業務については、「ひろかわ藍彩市場」の職員が対応

する体制を作ります。 

他の支援機関、専門家、行政と連携し効果的な支援体制の構築を図ります。

週 1回の朝礼および職員ミーティング、月 1回の勉強会によって情報の共有

と支援能力向上を図ります。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

1．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
（1）現状と課題 

現状では、福岡県商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」において

情報を収集するにとどまっており、その分析、把握と情報の共有が行われて

いませんでした。また、小規模事業所への情報提供も窓口相談時などの限定

的なものとなっていました。 

 

 

(2)地域の経済動向調査の目標 

今後は、広域的地域の経済動向情報として全国的データから県内および

広川町近隣地区そして町内の経済動向について網羅的に行政・金融機関等の

調査による情報を収集し、分析、整理し、地域・業種別の課題を把握し小規

模事業者に提供し事業計画策定に活用します。 

 

 

（3）実施内容・手段 

①［新規事業］日本政策金融公庫が四半期ごとに提供する「中小企業景況

調査」により広域的な経済動向を分析します。 

調査項目：業種別業況 DI 売上 DI 資金繰り DI 経営上の問題点等 

手段方法：職員会議にて収集データの分析整理、情報共有を行います。 

調査頻度：年 4回 

 

②［拡充事業］福岡県商工会連合会が四半期ごとに実施する「中小企業景況

調査」において県内の景気動向、業種別の動向について情報収集し分析

を行います。 

調査項目：売上、資金繰り、業況 

手段方法：職員会議にて収集データの分析整理、情報共有を行います。 

調査頻度：年 4回 

 

③［拡充事業］不定期に開催されるマル経協議会※において広川町近隣エリ

アである筑後地区、八女地区の金融動向を金融機関へのヒアリング調査

によって情報収集し、分析を行います。 

調査項目：倒産動向、融資需要動向、設備投資動向 

手段方法：職員会議にて収集データの分析整理、情報共有を行います。 

調査頻度：不定期（年２回～３回実施） 
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※マル経協議会…広川町商工会、八女市商工会の経営指導員 8名と日本政策金融公

庫久留米支店の 3名による金融会議。地域経済における景気動向、融資動向等に関

する勉強会・意見交換会として年に 2-3 回開催されている。 

 

④［拡充事業］毎年 2月に開催される広川町中小企業融資制度推進会議※に

て広川町地区内エリアに対する金融動向を地元金融機関へのヒアリン

グ調査によって情報収集し、分析を行います。 

調査項目：創業融資需要動向、創業地区、創業者数、業況 

手段方法：職員会議にて収集データの分析整理、情報共有を行います。 

調査頻度：年 1回（2月） 

 
※広川町中小企業融資制度推進会議…地元金融機関（筑後信用金庫広川支店、福岡

銀行広川支店）と広川町産業振興課と広川町商工会による金融会議。地区内の創業

動向及び地区内の金融動向について情報交換を行う場として毎年 2 月に開催され

ている。 

 

 

(4)活用方法 

これらの情報をもとに分析を行い、地域的な課題の抽出を行います。分析

結果はデータごとに整理し、ホームページや広報誌に掲載するほか、巡回時

に小規模事業者に提供します。 

総合した情報を毎週 1回開催する職員ミーティング時に職員間で共有し、

巡回指導時に活用します。 

 

 

(5)小規模事業者に対する効果 

広域的な経済動向だけでなく地域内の経済動向も把握し過去の景況状況

下から今後の予測を行うことで、より実態に即した事業計画の策定が可能と

なります。 

 

 

（6）定量目標 

内 容 現状 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

ホームページによる情報供

回数（①②③④） 
3 8 8 10 12 12 

広報誌による情報提供回数 

（①③④） 
0 4 4 4 4 4 

金融機関等との情報交換会

議の開催（③＋④） 
2 3 3 3 3 3 

※現状は平成 28 年度 10 月末現在実績数 
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2．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（1）現状と課題 

 現状では、小規模事業者は、自社の経営を客観的にとらえる数値把握が不

得手であり、問題が大きくなってから経営相談に来られることが多い傾向が

あります。商工会において経営状況分析は、経営革新申請支援時や補助金申

請支援時やなど少数の事業所に支援するにとどまっていました。 

 

 

(2) 経営状況の分析における目標 

企業が持続的な経営を継続するためには、経営者が企業の置かれている現

状を正しく理解することが必要です。そのためには、市場の変化、競合の有

無などといった外部環境から、自社で保有する技術・ノウハウ、財務状況と

いった内部要因まで様々な要素を把握する必要があります。 

今後は持続的発展に資するために、経営分析シートを使用し、小規模事業

者の実態把握を実施します。経営分析により経営課題を抽出し、経営計画策

定へとつなげます。 

 

   

（3）実施内容・手段 

① ［拡充事業］巡回や窓口相談およびセミナーによる掘り起しをします。 
経営者が企業の置かれている現状を正しく理解し、正しい経営判断を行う

ためにも経営分析が非常に重要です。巡回において経営状況分析を行う事業

所の掘り起こしを行います。また、金融相談など窓口相談時は金融斡旋だけ

でなく経営分析へつなげます。さらにセミナーを開催し、経営分析に対する

啓蒙を実施します。 

 

② ［新規事業］ローカルベンチマークによる定量・定性分析を行います。 
「ローカルベンチマーク」とは、財務情報と非財務情報のデータをもとに、

企業の経営状態を把握するためのツールです。 

具体的には、決算書から「財務情報」と事業者へのヒアリングを実施して

強み弱みなどの「非財務情報」に関する各項目を分析することにより、事業

者の経営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気付き、早期の対話

や支援につなげていきます。 

財務状況は、自社の内部環境を把握する上で最も基礎的な指標であり、将

来の経営計画を検討する際にも現在の財務状況がベースになること、また、

倒産に至る前の兆候として財務状況の悪化がみられることから、経営者は日

頃から財務状況の把握に取り組む必要があります。 

「ローカルベンチマーク」では、財務の指標が 6 項目のチャートで表示さ

れるため、視覚的に見やすく、同業と比較した数値から点数が与えられて、

総合評価点も表示されるため、わかりやすく、また、非財務のヒアリングシ

ートは、「経営者」「関係者」「事業」「内部管理体制」の 4 項目に着目して分

析できます。財務諸表や企業の状況の可視化が図れます。 
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【定量分析】財務情報を入力シートに入力すると分析結果が表示される 

 

 
【定性分析】上記、非財務情報についてはヒアリングにより整理分析を行う 

 

 

(4)分析項目 

【定量分析】 

①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生産性（生

産性）、④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）、⑤営業運転資本回転期間（効

率性）、⑥自己資本比率（安全性） 

 

【定性分析】 

①内部環境、②外部環境、③強み、④弱み（SWOT 分析） 
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（5）活用方法 

分析により見つかった改善すべき事項について職員ミーティングに諮り、

改善策の提案を作成し事業者の支援にあたります。また、経営分析により強

み・弱みなどを把握することで、事業展開、経営戦略を改めるきっかけとな

るため、事業計画策定につなげます。また、専門的な改善項目については、

専門家と連携し迅速に対応し課題の早期解決を図ります。 

 

 

(6)小規模事業者に対する効果 

巡回・窓口相談・セミナーを通して経営指導員等とのヒアリングの機会が

出来ることで、経営分析の必要性を認識でき、伴走型の支援により経営課題

の早期改善につながります。また、自社の強みを数値として認識するより具

体的な攻めの事業計画の策定につながる。 

 

 

（7）定量目標 

内容 現状 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

経営分析事業所数 20 25 25 28 30 30 

※現状は平成 28 年度 10 月末現在実績数 

 

 

 

3．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（1）現状と課題 

現状では、補助金申請のための経営計画策定が多く、地域経済動向や経営

分析需要動向調査などの情報をもとに経営戦略を立てる策定支援に至ってい

ませんでした。 

 

 

(2)事業計画策定支援の目標 

経営者は時代の要求を認識し自社を正当に評価することが必要であり、経

営環境の変化に対応するためには、経営分析により課題の早期発見と外部環

境や内部環境としての自社の経営資源を徹底的に棚卸して、強みを活かした

経営計画を立てることが必要です。 

今後は、小規模事業者の経営課題を解決するために、1．地域動向調査、2．

経営状況分析、5．需要動向調査の結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画策

定を支援し、事業者の持続的発展に資することを目標とします。 
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（3） 実施内容・手段 

① ［新規事業］業経営計画策定支援を望む事業者に対して『経営計画つくる
くん』を活用し、経営計画策定の支援を実施します。 

『経営計画つくるくん』とは中小企業基盤整備機構が作ったアプリで、 

・ほとんどの項目を選択肢から選ぶだけで、容易に経営計画が策定可能 

・楽しみなら経営について学習可能 

このような特徴を持つ事業計画作成アプリとなっています。 

これまで経営計画を策定するのは、専門的な知識が必要になるなど大変な

作業であり、経営計画を策定することには数々のメリットがあるにも関わら

ず、策定していない事業者が少なくありません。 

簡単に事業計画を作成できる当アプリをタブレットに入れて活用すること

で、場所を選ばず策定支援をすることができます。現在タブレットは経営指

導員一人当たり 1 台配布されており、今後は経営支援員と共有して使用する

ことで、小規模事業者は、誰でも、どこでも事業計画の策定支援が受けられ

る体制を構築します。 

必要に応じ専門家等派遣を活用して事業者とともに経営計画策定を実施し

ます。 

 

②［拡充事業］創業予定者に対しては、町と連携した創業セミナー「創業塾

in 広川」の実施において、経営に必要な基礎講座の中で、事業計画策定の重

要性を啓発し、事業計画を支援します。 

創業計画については、経営分析により自社の強み弱みの把握を行い、また、

資金計画について十分に分析検討を行います。また、明確な目標を据えるため、

専門家と連携し、事業者の創業計画のブラッシュアップを行うことにより具体

的な事業計画の策定支援を行います。 

また、創業支援の PR をホームページ等で広く周知を行うことで、創業塾の

受講者を増やし、Uターン・Iターン創業を促進し地域経済活性化を図ります。 

 

③［拡充事業］久留米絣などの地域資源を活用して新商品開発を行う事業所に

対しては、事業者の意向を踏まえた上で、消費者ニーズと市場の動向、商品の

強みを生かした経営計画策定を支援します。 

特に、付加価値の高い新商品開発する事業者に対しては、中小企業基盤整備

機構などの支援機関と連携し、地域資源活用事業の計画策定を支援します。 

 

 

(4)小規模事業者に対する効果 

小規模事業者は 1.地域動向調査、2．経営状況分析、5．需要動向調査の結

果を踏まえ、需要を見据えた事業計画を立てることにより、中長期的な目標

が明確になり、進捗状況の把握や実行段階で発生した課題の早期解決が可能

となります。 
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（5）定量目標 

内容 現状 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

事業計画策定事業所

数①＋③ 
10 15 18 20 22 22 

創業計画策定事業所

数② 
0 1 2 2 2 2 

※現状は平成 28 年度 10 月末現在実績数 

 

 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（1）現状と課題 

これまでは経営革新認定後のフォローアップ支援は定期的にヒアリングを

行ってきましたが、創業者やその他の事業計画策定者については、不定期な

巡回や窓口支援での進捗確認にとどまっていました。 

 

 

(2)事業計画策定後の実施支援の目標 

今後は、経営計画策定後も継続して定期的なフォローアップを行うことによ

り、経営計画を完遂し、事業者の売上げ、利益が確保出来るよう強力な伴走支

援を実施します。 

特に創業者については、町と連携をし、商工会館にインキュベート室を設置

し無償提供(半年)することにより、創業者は随時商工会の経営支援を受けるこ

とができる体制を構築し、創業を強力にバックアップする取り組みを行いま

す。 

 

 

（3）実施内容 

①［拡充事業］事業計画を策定した事業所に対し、4 半期ごとに 1 回のペー

スで巡回し事業の進捗確認を行います。計画実施後に直面した課題に対して

は、適切な助言を行い問題解決に導きます。また必要に応じて計画変更に関

する支援、さらに金融機関と連携した金融支援等のフォローアップ支援を行

います。これにより事業者の経営計画が完遂され、売上げ、利益の確保がで

きるよう支援します。 

 

②［新規事業］創業者については当館 2 階の創業インキュベート室（半年室

料無料）の提供を行い、税務・労務・金融その他経営全般にかかる支援を行

います。また、経営計画実行の支援を実施し事業の進捗確認を行います。さ

らに、計画実行時に発生が予測される課題の早期把握に努めながら、随時必

要な指導、助言等を行います。これらの支援については当館 2 階にある事か

ら必要に応じ適宜実施します。 

 

③［新規事業］久留米絣などの地域資源を活用した新商品開発を行う事業所

に対しては半期ごとに 1度巡回訪問して事業の進捗確認を行います。また、
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計画実行時に発生が予測される課題の早期把握に努めながら、随時必要な指

導、助言等を行います。計画の進捗状況によっては国、福岡県、広川町、福

岡県商工会連合会、広川町商工会の支援策を活用できるように情報提供を行

います。 

 

④［新規事業］事業計画に取り組むにあたって資金需要にたいしては、日本

政策金融公庫「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、事業の進捗

確認、予実管理を行うなど、きめの細かいフォローアップに取り組みます。 

 

 

(4)小規模事業者に対する効果 

計画策定から実行支援まで商工会が伴走的に支援を行うため、定期的な

進捗確認により適宜必要なタイミングで情報や助言を得ることにより、事

業計画を着実に実行することができます。 

 

 

（5）定量目標・項目 

内容 現状 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

フォローアップ 

事業所数（①②③） 
10 16 20 22 24 24 

※現状は平成 28 年度 10 月末現在実績数 

 

 

5．需要動向調査に関すること【指針③】 
（1）現状と課題 

現状は、相談内容によって必要がある場合を除き、需要動向調査はほとん

ど実施していませんでした。また、調査した場合についても調査結果をその

まま使用するのみで、消費者ニーズの抽出や消費行動の分析など売上拡大に

つながる分析に繋がっていませんでした。 

 

 

(2) 需要動向調査の目標 

今後は、地域資源を対象とした消費者動向調査や、アクセス解析による消

費者行動や消費者動向の調査を実施し、潜在的消費者ニーズの把握、分析結

果を整理し、有効な情報として小規模事業者に提供することによって売上及

び収益の増加を図ります。 

 

 

（3）実施内容・手段・活用方法 

① ［新規事業］当会運営の「ひろかわ藍彩市場」POS レジデータの分析を行
います。久留米絣などの地域資源を活用した新商品を開発する事業者につい

ては、広川町産業展示会館内のひろかわ藍彩市場の POS データの分析と過去

5 年間のデータも活用し今後の消費者の需要動向の予測について分析をしま

す。 
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また、現場の店長からヒアリングによりお客様に対し顧客ニーズの収集をし

ます。これらの情報を久留米絣などの地域資源を活用した新商品を開発する事

業者に知らせることによって商品アイテムの見直しや次の商品開発に生かし

ます。 

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、顧客意見要望など 

調査対象：ひろかわ藍彩市場の POS データ及びお客様へのヒアリング 

手段方法：ひろかわ藍彩市場の POS レジデータの分析及びお客様に対する 

顧客ニーズの収集 

情報提供先：久留米絣などの地域資源を活用した新商品を開発する事業者 

 

 

② ［新規事業］グーグルアナリティクス※によるアクセス解析 
Web 販促を実施する小規模事業者については、グーグルアナリティクスを活

用してアクセス解析を支援します。また、希望する小規模事業者については、

分析方法を指南することにより事業者自身がリアルタイムに販売促進に活用

できるように支援します。 

アクセス解析はアクセス数を知るだけではなく、売上アップのためのヒン

トがたくさん隠されています。アクセス解析からわかることとして次の 4 点

があげられます。 

 

 アクセスの多い人気キーワードの把握 
サイト訪問者の検索キーワードや、商品ページの検索数などから消費者の

ニーズを知ることができます。どのようなキーワードから実際に購入に至

った商品を知ることができます。キーワードの中には、お店側も知らなか

った潜在的なニーズを探すきっかけになります。 

 

 隠れたヒット商品を探す 
商品のアクセス数に対して、売れた比率を示す数値を『転換率』といいま

す。転換率が低い商品の中でもアクセス数が多い商品は“隠れたヒット商

品”の可能性も秘めています。このようにアクセス解析を参考にして、販

売戦略を組み立てることで効率的な値下げを実施することが可能となり

ます。 

 

 お店の回遊性を知る 
商品ページに直接アクセスしてきたユーザーに対し、別のページヘの誘導

ができているかを推し量る指標として『直帰率』と『離脱率』があります。 

 

 どこからアクセスしてきたのかを知る 
『参照元』を知ることで、どのサイトから自分のサイトへのアクセス元を

知ることができます。アクセス元を知ることは広告戦略をする上でも参考

になるデータです。参照元をチェックして、どちらの検索エンジン経由か

らのアクセスが多いのか調べることにより効果的にリスティング広告を

打つことができます。 
※リスティング広告とは、検索エンジン（Yahoo!や Google など）でユーザーがある
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キーワードで検索した時に、その検索結果に連動して表示される広告の事です。 

※グーグルアナリティクスとは、Google が提供しているアクセス解析ツールです。「サ

イト訪問者の数」「1 ページ当たりの訪問数」「どこからやってきたのか」など、サイ

トへのアクセスに関するさまざまなデータについて詳しく分析することができます。

Google アカウントを取得すれば、基本的には無料で利用することが可能です。また、

グーグルアナリティクスを導入した場合でも広告バナーなどは一切表示されません

ので、サイトデザインなどへの影響も気にせず導入することができます。 

 

調査項目：ページビュー数、サイト訪問数、直帰数、検索キーワード、転換

率、直帰率、離脱率、参照元、アクセスに使用した端末の種類等

(PC・スマホ・タブレットなど)等 

調査対象：グーグルアナリティクス 

手段方法：グーグルアナリティクスを活用してアクセス解析 

情報提供先： Web 販促を実施する小規模事業者 

 

 

(4)小規模事業者に対する効果 

①久留米絣など地域資源を活用して新商品を開発する事業者については「ひ

ろかわ藍彩市場」の絣商品関連の売上や売れ筋商品、消費者ニーズの把握に

よって新商品開発の基礎情報として活用します。 

 

②Web 販促を実施する事業者については潜在的な需要の動向及びサイト訪問

者のニーズを把握して販売促進に繋げます。 

 

 

（5）定量目標 

内容 現状 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

POS データ情報提

供事業所数 
3 10 13 15 18 20 

アナリティクス 

分析支援事業者数 
0 10 20 30 40 50 

※現状は平成 28 年度 10 月末現在実績数 

 

 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
（1）現状と課題 

現状は、「ひろかわ藍彩市場」への出展および、福岡県商工会連合会主催の商談

会出展支援を行って来ました。また、これまでの取り組みにより、ホームページ

を保有する事業者は増えては来ましたが、ほとんどの事業所がショッピング機能

を持った Web 構築には至っていません。 
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（2）需要開拓の目標 

今後は将来的に訪れる人口減少を見据え売上減少を回避するために新たな

顧客や販路の開拓を支援し小規模事業者の持続的発展に資することを目標と

します。 

 

（3）実施内容・手段 

①［新規事業］商談会等出展希望事業者に対しては、福岡県商工会連合会が

実施する商談会・展示会出展案内配信制度を活用します。小規模事業者は福岡

県や福岡県商工会連合会等のリアルタイムな商談会出展情報を入手すること

ができ、出展計画が立てやすくなります。 

 

②［新規事業］久留米絣を始めとする地域資源を活用して商品開発をする事業

者に対しては、まず、前述の顧客ニーズの調査を行い商品開発の基礎情報とし

て事業者への情報提供をします。また、これに合わせ地域経済動向調査や経営

分析を踏まえた事業計画の作成を支援します。次に、事業計画に沿って開発さ

れた商品に対しては JAPAN ブランド事業によって構築された専門家のネット

ワークを活用して商品のブラッシュアップ支援を行います。そのブラッシュア

ップ後の商品のテストマーケティングの場として、広川町産業展示会館の特産

品売場「ひろかわ藍彩市場」を活用します。さらには四季を通じて開催する「広

川かすり祭」や「ひろかわ藍彩市場誕生祭」などのイベントでは優先枠を設け

て出展支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イベント名 

(開催時期、開催日数) 

来場者 

（人） 

売上規模 

（万円） 

広川かすり祭 

（毎年 9月の 2日間） 
2,000 2,300 

あいさい市場誕生祭 

（毎年４月の１日間） 
800 450 
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③［新規事業］Web 販促を実施する事業者については、少ないコストで自社の

行うショッピング機能付きサイト作りを支援します。具体的な方法として、セ

ミナーを開催して無料で商用利用可能な WordPress※を使いサイト構築を支援

します。サイト構築にあたって専門的な課題が発生することが想定されるた

め、当地区の専門事業者と連携して支援を実施します。具体的には、サイト構

築事業者、グラフィックデザイナー、サイト運用事業者の 3者を必要に応じて

活用します。 

 
※WordPress…無料のサイトやブログを簡単に作成できるシステムです。カスタマイ

ズ可能な何百ものモバイル対応デザインやテーマをすべて無料で利用できます。グ

ーグルアナリティクスとの連動性に優れてアクセス解析等が簡単にできます。 

 

 

(4)小規模事業者に対する効果 

① 出展案内配信制度を活用により出展計画が立てやすくなります。 
② 開発した商品のブラッシュアップ支援により付加価値が向上します。
また、テストマーケティングを行うことで、消費者の生の声を商品改

良に活用し、価格決定の参考にできるなどの効果があります。 

③ WEB 販促により商圏が拡大することにより売上利益の向上につながり
ます。また、地域の専門事業者と連携することにより、サイトの設定

や運営上のトラブルにも迅速な対応が図れます。 

 

 

（5）定量目標 

内容 現状 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

出展案内配信制

度を活用事業所数 
0 ２ ５ ５ ７ ７ 

ブラッシュアップ支

援者の売上高(千円) 

（テストマーケティ

ング、イベント出展） 

０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００ 

Web 作成事業者数 ２ ５ ７ ７ １０ １０ 

※現状は平成 28 年度 10 月末現在実績数 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 

１．地域経済活性化事業 
 

(1)広川町の 3大まつりの開催によるにぎわい創出 

①広川かすり祭(開催時期：毎年 9 月の第 3 土日 2 日間、場所：広川町産業展

示会館) 

「絣の町ひろかわ」をアピールするイベントとして毎年 9月に実施して今年

で 26 回目を迎えました。広川町商工会では広川町観光協会業務として取り組

むもので広川町、ＪＡと連携しながら実施しています。久留米絣や農産物など

の地場産品を出展して 2日間で町内外より 2,000 名超の来館者で賑わいます。

今年の広川かすり祭には 33 事業者が出展して、その経済効果も 2 日間全体で

2,000 万円超となっていて広川町のブランド化を推進し、地域経済活性化を図

る事業となっています。 

 

 
 

 

 

②広川まつり(開催時期：毎年 10 月の第 3土日 2日間、場所：広川町中学校) 

広川まつりは、広川町民の親睦・融和・慰安を目的に開催される地域イ

ベントとして今年で 35回目を迎えました。広川町商工会では地域振興業務
として取り組むもので広川町、ＪＡと連携しながら実施しています。広川ま

つりの予算規模は 700 万円程で、まつりコンセプトは「みんなが主役！音
楽で町づくり」です。ダンスパフォーマンスとミュージックエンターテイメ

ントで地域の賑わいを創り出すイベントです。ここ数年は 2 日間で、町内
外より 30業者以上の出展者を集め来場者数 3,000人超の規模になって来て
います。 
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③ひろかわ古墳まつり(開催時期：毎年 11 月の第 2日曜日、場所：弘化谷・

石人山古墳公園) 

広川町の西の方には、国・県の重要文化財を含む多数の古墳や文化財が

存在しています。その中でも、弘化谷・石人山古墳は、歴史的遺産として価

値あるもので地域のシンボルとしても後世に継承する必要があると考えら

れています。広川町商工会では観光協会業務として取り組み、広川町、地域

行政区と連携しながら町の文化振興を図るイベントとなります。今年で 25

回目の開催になりますが、広川町商工会としては昨年度より関わり始めてい

ます。 

 

   
 

 

 

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 
他の支援機関との情報交換を積極的に行い、個人の支援ノウハウ・知識

を職員間で共有し小規模事業者の持続的発展を支援します。 

 

■日本政策金融公庫及び地元融機関（筑後信用金庫、福岡銀行）と情報交

換会（マル経協議会、広川町中小企業融資制度推進会議）を年 3 回実施

し、金融・創業支援等に関するノウハウを学び支援能力の向上に努めま

す。 

 

■中小企業支援協議会※において筑後地区の商工会や福岡県やよろず支援

拠点など他の支援機関との経営指導のノウハウを情報交換することによ

って支援スキルの向上に努めます。支援機関からの専門家派遣時にも同

行して支援ノウハウを修得しながら支援スキルの向上に努めます。 

  
※中小企業支援協議会…福岡県、筑後地区 14 商工会、金融機関、税理士、中小

企業診断士、福岡県中小企業団体中央会、福岡県よろず支援拠点の地域支援機

関で構成され、地域の小規模事業者の支援検討及び情報交換を行う。（年 2回の

全体会、及び月例幹事会） 

 

■習得した個人の支援ノウハウや知識・スキルを職員ミーティング・勉強

会において全職員で情報共有します。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
小規模事業者の経営支援のための幅広い知識の習得を図り、そのノウハウ

や事業者の状況分析結果等を共有することによって経営指導員等の資質向上

を図ります。 

 

■金融指導、財務諸表分析、Web 販促など細かいテーマ毎に職員全員参加によ

る勉強会を月 1 回必ず開催し、組織内で経営指導員等のノウハウを共有し

ます。 

 

■経営支援については、チーム間でも連携して対応し、多くの小規模事業者

を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、Ｏ

ＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図ります。 

 

 

■分析した結果を職員ミーティングにおいて分析者が報告、確認を行い得ら

れた情報の共有を図ります。 

 

■福岡県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業整備基盤機構

が主催する「支援者向けセミナー」に経営指導員が年間１回以上参加する

ことで、売上げや利益を確保することを重視した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 
本計画に記載の事業を実施、進捗状況及び取り組み成果について、以下の

方法により評価・検証し、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 

■年に 1 度、外部有識者である中小企業診断士および広川町産業振興課担当

者と会長・副会長および事務局で組織した「経営発達支援計画評価委員会」

に事業進捗状況及び事業成果、連携効果を説明し、計画の見直し及び修正

について意見を聴取します。 

 

■これらの聴取した意見に対し、正副会長を含めた連絡会議を設け、検証し

最終的な計画の見直し及び計画の変更・修正を行い、理事会へ報告し承認

を受けます。 

 

■事業の成果・評価・見直しによる計画変更修正等についてホームページで

随時公表するとともに通常総代会において報告します。 

 

広川町商工会：http://www.hirosho.org/ 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 10 月現在） 

（１）組織体制 
○実施体制 

経営指導員（2名） 

動向調査、各種分析の対象のピックアップから分析、専門家や外部機

関との連携、支援体制の確立、商工会支援メニュー作成・追加修正、各

種セミナー相談会の開催など経営発達支援計画に係る全事業において

運営や事業の企画・立案から実施まで行います。 

経営支援員（3名） 

主に会員企業への巡回による情報収集、データ整理、情報提供、経営

革新推進、計画の実施に関する経営指導員のサポートを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
広川町商工会 

〒834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉 1164-6 

TEL：0943-32-0344  FAX：0943-33-1068 

HP：www.hirosho.org  mail：hirokawa@shokokai.ne.jp 

 

 

【経営発達支援計画評価委員会】 
外部有識者 1名、広川町産業振興課、商工業者代表 

広川町商工会役員会 
会長 1名、副会長 2名、理事 17名、監事 2名、事務局長 1名 

Web販促・販路開拓支援 
地域経済活性化事業 

経営指導員 A 
経営支援員(1名) 
一般職員（2名） 

創業支援・ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ支援 
経営指導員 B 
経営支援員（2名） 
パート職員（3名） 

共通業務：地域の経済動向調査・分析、経営状況分析、事業計画支援 

連携
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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(29

年4月以降) 
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 2,100 2,100 1,100 1,100 1,100

 

 

創業塾開催

費（専門家謝

金他） 

 

創業インキ

ュベート事

業 

 

販路開拓講

習会（専門家

謝金他） 

 

 

1,000 

 

 

 

100 

 

 

 

1,000 

1,000

100

1,000

1,000

100

 

1,000 

 

 

 

100 

1,000

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、国補助金、県補助金、町補助金、手数料等収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の

連携に関する事項 

連携する内容 

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 

地域経済動向調査分析に係る支援 

経営状況分析に係る支援 

事業計画策定に係る支援 

事業計画策定後のフォローアップ支援 

需要動向調査に関する支援 

販路開拓・販売促進に係る支援 

事業評価 

 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

広川町の 3大まつりの開催による地域活性化事業 

 

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等に関すること 

 

 

連携者及びその役割 

 

【福岡県久留米中小企業振興事務所】 

代表者名：所長 上野 孝徳  

住所：福岡県久留米市城南町 15-5  

電話：0942-33-7228  

 役割：①経済動向調査支援 ②支援ノウハウの情報交換 ③販路開拓支援 

 

【広川町役場産業振興課】 

代表者名：課長 酒井 和哉  

住所：福岡県八女郡広川町大字新代 1804-1  

電話： 0943-32-1142  

 役割：①経済動向調査支援 ②創業塾連携支援 ③地域活性化事業 

 

【福岡県商工会連合会】 

代表者：会長 城戸 津紀雄  

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15  

電話： 092-622-7708  

 役割：①経済動向調査分析支援 ②専門家派遣 ③事業評価 

 

【日本政策金融公庫 久留米支店】 

代表者：支店長兼国民生活事業統轄 須藤公昭  

住所：福岡県久留米市東町 38-1 

電話：0942-34-1212  

 役割：①経済動向調査分析支援 ②融資制度活用支援 ③金融支援に関する情報交換 
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【福岡銀行 広川支店】 

代表者：支店長 大島 輝久  

住所：福岡県八女郡広川町大字新代 1878  

電話： 0943-32-1171  

 役割：①経済動向調査分析支援 ②金融支援に関する情報交換 

 

【筑後信用金庫 広川支店】 

代表者：支店長 木下 髙明  

住所：福岡県八女郡広川町大字新代 2022-1 

電話：0943-32-0287  

 役割：①経済動向調査分析支援 ②金融支援に関する情報交換 

 

【独立行政法人 中小企業基盤整備機構】 

 代表者：九州本部長 齋藤 三  

住所：福岡県福岡市博多区祇園町 4-2 サムティ博多祇園ビル 

 電話：092-263-1532 

 役割：①地域資源活用事業支援 ②支援ノウハウの情報交換 

 

【福岡県よろず支援拠点】 

代表者：チーフコーディネーター 佐野 賢一郎  

住所：福岡県福岡市博多区吉塚 9-15 中小企業振興センター6階 

電話：092-622-7809 

役割：①専門家派遣 ②支援ノウハウの情報交換 

 

【MILLY BIS JAPAN ミリビス ジャパン】 

 代表者：多賀 はるみ   

住所：横浜市磯子区磯子 7-10-11  

電話：045-517-7289 

 役割：①商品開発支援 

 

【ひろかわ藍彩市場】 

代表者：髙鍋 一正  

住所：福岡県八女郡広川町大字日吉 1164-6  

電話：0943-32-5555 

役割：①顧客需要調査 

 

【福岡県中小企業団体中央会筑後支所】 

住所：福岡県久留米市城南町 15-5 久留米商工会館 3階 

電話：0942-38-1563 

役割：①支援ノウハウの情報交換 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

広川町産業振興課

日本政策金融公庫

広川町政策調整課

福岡県 

地域金融機関 

福岡県商工会連合会 
全国商工会連合会 

その他支援機関 
中小企業基盤整備機構 
よろず支援拠点、中央会等

 

広川町商工会 連携 

 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 

【外部評価・見直し・改善】 
経営発達支援計画評価委員会 

支援 

相談 


