
経営発達支援計画の概要 

実施者名 赤村商工会（法人番号 2290805007705） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

基幹産業である農業と連携した農商工連携や 6 次産業化を基本方針に、

小規模事業者の経営基盤の強化を図り、地域経済を支える存在になれる

よう支援をしていきます。 

(１) 小規模事業者の経営基盤の強化 

(２) 持続的経営に向けた事業承継支援 

(３) 農商工観光連携のためのネットワーク構築 

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【指針③】 

   県連および各種機関の行うアンケート調査・調査資料の分析を 

  行い産業別にまとめて半期に一度、小規模事業者に情報提供。 

 ２．経営業況の分析に関すること【指針①】 

   巡回や講習会を通じて啓蒙と事業者の掘り起こしを図り、経営 

  分析を行うことで、事業計画策定の基礎資料として活用する。 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   計画的な経営の必要性を啓蒙し、事業の再構築および需要を 

  見据えた事業計画の策定を支援する。併せて、村内小規模事業者 

  の課題である事業承継計画にも取り組む。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   巡回による進捗状況の確認、計画と実績の対比および確認を行う。 

  必要に応じて支援機関との連携を図り支援を行う。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   アンテナショップを活用したアンケート・モニター調査の実施し、 

  商品開発や商品改良、市場選定時の基礎資料とする。 

 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】 

   アンテナショップ、ふるさと納税返礼品サイトによる販路開拓 

  支援と商談会・展示会への出展支援および ITを活用した需要開拓 

  支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  地域活性化のために赤村役場との連携を強化し「赤村トロッコ 

 油須原線」の有効活用について協議をする。また村内団体と連携し 

 「赤村活性化協議会」を立ち上げ、現状の把握や課題の抽出を行う。 

連絡先 

赤村商工会 

〒824-0432 福岡県田川郡赤村大字内田１１６６番地１ 

TEL：0947-62-3333 FAX：0947-62-3544 

E-mail：akamura@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．赤村の現状 

  

 １．赤村の立地 

  赤村は福岡県内で 2か所しかない村の 1つで、福岡県の北東部、筑豊地域の東端部に

位置しています。筑豊と京築を分かつ内陸部、英彦山から扇状に走った山麓に囲まれた

細長い盆地で、英彦山を源流とした今川が流れています。土地は肥沃で昔から良質米が

生産されており、山間部一帯では、緑と清流が作り出した素晴らしい景観が広がってい

ます。 

車を利用すると、福岡市から 57㎞で所要時間は 90分、北九州市から 34㎞で 60分の

位置にあり、直方と行橋を結ぶ平成筑豊鉄道田川線が東から北西に向かって貫いていま

す。近隣の田川地区を往来する主要な幹線道路から離れており、行き止まりの孤立した

盆地に位置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

         赤村の位置              赤村の地図 

 

 ２．人口の動き 

  村の総人口は、近隣地域の石炭産業が全盛期だった昭和 35年には 4,810人でしたが、

平成 27年には 3,022人にまで減少しています。 

  平成 27 年の人口構成は生産人口（15～64 歳）が 1,560 人の 51.6%となっており、総

務省がまとめた平成 28年 10月時点の生産年齢の総人口に占める割合の 60.3%を大きく

下回っています。 
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  また、65 歳以上人口が増加しており、高齢化率は 37.1%で福岡県の 60 市町村の中で

7番目に高くなっています。今後も人口減少、少子高齢化の傾向が続くと推計されてい

ます。 

 
赤村の人口の推移 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総人口(人) 3,987 3,971 3,726 3,636 3,408 3,251 3,022

生産年齢人口(人) 2,522 2,442 2,323 2,252 2,033 1,889 1,560

65歳以上人口(人) 593 720 793 905 971 976 1,098

生産年齢人口比率(%) 63.3 61.5 62.3 61.9 59.7 58.1 51.6

高齢化率(%) 14.9 18.1 21.3 24.9 28.5 30.0 36.3

参考：平成30年4月総人口　3,211人 【出展】RESAS～人口マップ  
福岡県の市町村の高齢化率（平成 30 年 4月） 

順位 市町村名 高齢化率 

1 東峰村 41.9% 

2 添田町 40.2% 

3 香春町 39.1% 

4 小竹町 39.1% 

5 みやこ町 38.5% 

6 嘉麻市 37.3% 

7 赤村 37.1% 
              【出展】福岡県 HP 

  

 ３．地域の現状 

  かつて炭鉱開発に沸いた田川郡内では唯一、これまでに炭坑（坑道）が掘られておら

ず、水がきれいな事から美味しいお米やホタルが飛翔するなど自然環境に恵まれていま

す。県内で唯一の「有機農業推進モデルタウン」(※)の指定を受け環境配慮型農業が進

んでいることや、地域住民が中心となって運営する「赤村特産物センター」など農業を

売りにしたさまざまな取り組みが活発な地域でもあります。 

昭和 62 年に「自然とのふれあい」「心のふれあい」「土とのふれあい」をテーマとし

た都市農村交流イベント「DO YOU 農？」をスタートさせました。このイベントは、田

植え、稲刈り等の農業体験を通じ、都市部に住む方に、村の魅力の発信と移住への喚起

を図るものです。 

全国的にも先進的なイベントであり、県内外から大きな反響を呼びました。現在も、

村を代表するイベントであり毎年行われています。近年は村の自然環境が好まれ、移住

希望者が増えるなど効果は出てきていますが、人口の自然減をカバーするほどの成果に

はつながっていません。 
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  (※)有機農業推進モデルタウン…平成 20年より実施している有機農業総合支援対策（農水省） 

    の取組で有機農業の参入希望者への技術指導・販路開拓のためのマーケティング・消費者と 

    の交流・技術実証などの支援により、有機農業振興の核となるモデルタウン。全国 47地区の 

    うち県内では唯一の設置。 

 

 ４．産業 

  村では古くから現在まで豊かな自然を活かし、農業、林業、畜産等の 1次産業が産業

の中心となってきました。産業別就業人口で見ると平成 28 年度の 1 次産業の就業人口

が 14.9％と福岡県全体の 2.9％を大きく上回っています。反面、筑豊地区で唯一、炭鉱

開発が行われず経済的な恩恵はあまり受けて

きませんでした。昭和 50年代から行政を中心

として企業誘致にも取り組み 3件の大型工場

を誘致しましたが、平成 15年までにすべてが

撤退、廃業しました。 

  村内には大規模な商店はなく、平成 11 年

に開業した「赤村特産物センター」が地域の

商業の中心となっています。村では、主要産

業である農業に加え、村内の加工業や商店と

連携した農商工連携や６次化産業化を進め

ていく方針です。 

  また、平成 9年の介護保険法制定以降は、

高齢者人口の増加と地価の安さ、環境の良さ

などから大型介護施設の建設が増加してい

ます。 
                             【出展】福岡県市町村要覧 

Ⅱ．小規模事業者の現状と課題 

  

  地域の産業は、農林業の生産基盤が脆弱であることに加え、商工業においても商店 

 街や工場集積群等の形成はありません。 

  村の商工業者数は「小売業」(36.8％)、「建設業」(21.7％)、「サービス業」(18.9％)  

 が多く、小規模企業が大半を占めており、資本力の弱さ、商圏の狭さ、消費人口と消 

 費額の少なさ、就労人口の少なさなどを背景に後継者不在による事業廃止が多くなる 

 と予想されることから事業承継や計画的な廃業支援が課題です。 

  
 赤村の商工業者数及び産業別構成比 

 

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 合計

商工業者数(人) 23 8 5 39 11 20 106

小規模事業者数(人) 23 8 3 34 11 17 96

産業別構成比(%) 21.7% 7.5% 4.7% 36.8% 10.4% 18.9% 100.0%
 

                      【出展】平成 26年度 経済センサス 
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 村内小規模事業者の 60％以上を占める小売、飲食、サービス業では、人口の減少と

高齢化による購買力の低下、消費者ニーズへの対応の遅れ、不足商品（日配品、生活

雑貨、家電、書籍、医薬品など）、不足業種（コンビニ、娯楽施設等）による近隣町

村への購買流失、ネット通販の利用等によって年々売上が減少しています。また村内

の食料品小売業者 17 事業者のうち、後継者がいる事業者は 2 事業者だけで、今後地

域住民の生活にも影響する恐れがあります。 

 製造業 8 事業者のうち、4 事業者は食品製造販売を行っており、地元農産物を利用

した「トマトケチャップ」「トマトゼリー」「ゆずごしょう」等の商品を製造していま

す。しかし、現状では販売先が、村近隣に限られおり知名度も低いため、今後販路開

拓支援や製品のブラッシュアップのための支援が必要です。 

 建設業については、土木工事業が 12 事業者と半数以上を占め、村や県の公共事業

に売上のほとんどを依存している状態です。今後、公共事業の減少などに対応するた

めの経営分析・財務分析の支援が必要です。 

 

Ⅲ．地域経済活性化の現状と課題 

   

村内には「源じいの森」（※）「赤村特産物セン

ター」があり地域振興の中心を担ってきました。 

「赤村特産物センター」は取扱商品を村内産の

農産物・加工品に限定しており他の施設とは差別

化を図っています。また、北九州市の魚町商店街

にアンテナショップを開店しており、毎週火曜日

に村内の野菜や加工品を出品し、餅つき等のイベ

ントを行って赤村の PR を行っています。今後は村

内加工業との連携による高付加価価値化や北九州

市や福岡市で行っている地産外商について村内商

店との連携を含めた販路開拓を行っていく必要が 

あります。 

「源じいの森」では 6 月に「ホタルバス」の運

航等を行っています。郡内でも特徴的な施設であ

ったものの周辺地域に類似施設の立地が進んだこ

とで、近年は来場者は減少傾向にあります。施設

の改装等は難しいため、提供サービス内容の多様

化等による来場者の確保が必要です。 

また、村内に残っていた廃線を利用した「赤村

トロッコ列車油須原線」を毎月１回運航しており

毎回 300人程度を集客しています。 

  上記のように様々な地域活性化を行っているものの核になる施設の場所が離れてい

ることと実施団体の連携が図れていないため、今後は横断的に協力するなど、赤村一丸

となって１日を通して赤村に滞在してもらえるような仕組みづくりが課題です。 

   

   

赤村特産物センター 

源じいの森 
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  (※)源じいの森…村内にある宿泊施設、研修・会議室、多目的ホール、食堂を備えた施設。天然 

          温泉施設、キャンプ場も隣接している。 

 

Ⅳ．商工会の現状と課題 

 

  当商工会は、職員 2 名（経営指導員 1 名、経営支援員 1 名）会員 76 名の小規模商工

会です。（平成 30年 10月 31日現在） 

これまで地域内商工会の総合的な改善を図る「地域総合経済団体」として小規模事業

者の経営改善普及事業を推進する「支援団体」として主に税務、財務、労務金融等の基

礎的な支援と地域振興事業を行ってきました。 

事業計画の策定支援では年間 1 件の経営革新計画の承認を目標に進めていましたが

積極的なアプローチは出来ていませんでした。 

  地域商工業者は高齢で、小規模な事業者が多くこれまで行ってきた基礎的な支援を期

待する声も多く、既存業務も多岐にわたる中で今後、伴走型支援を効率的に行って行く

ためには職員の能力向上はもちろんのこと、事業の見直し業務の効率化を図っていく必

要があります。 

  また、創業や地域資源の活用等については行政、関係機関と連携を深め一体となって

行っていく必要があります。 

 

Ⅴ．小規模事業者支援の中長期的な振興のあり方 

  

  赤村「まち・ひと・しごと創生総合戦略～平成 27 年～」では基幹産業を農業としな

がら産業力強化のためには、農業に加えて村内の 2次産業である加工業や 3次産業であ

る商店と連携した農商工連携や 6次産業化を基本的方向と示しています。 

  商工会では村の基本的方向を踏まえ、2 次、3 次産業を担う小規模事業者の経営基盤

の強化を図り、地域経済を支える存在になれるよう支援していきます。 

  また、産業資源を活用した赤村らしい加工品の開発や、観光資源の充実を図ることで

産業の振興を目指します。 

 

 １．小規模事業者に対する支援 

   現在、村内の小規模事業者においては、環境の変化に対応できず、売り上げの減少

などの対策を行わないまま、事業を継続しているだけの状態が散見されます。 

   自社を取り巻く経営環境の変化を見つめ直す機会として小規模事業者に「事業計画

策定」を勧め、事業者の目的やレベルに応じて「売上計画」「事業計画」の 2 段階に

分けて事業計画を抵抗なく策定できる機会を提供します。 

 

２．円滑な事業継承及び廃業に向けての支援 

事業承継を控える小規模事業者に対しては後継者育成や事業承継スケジュールの

検討および、策定を支援し、事業者数の減少を食い止める対策を行います。また後継

者のいない事業者に対しては廃業後の生活に支障をきたさないように事業整理が行

えるよう支援を行います。 
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３．農業との連携による振興 

商工業を中心に支援を行う商工会においても、赤村地区の産業振興において農業を

抜きには考える事ができません。 

農商工連携や第 6次産業化など、農業を発展させる仕組み作りを行い、企業体力の

ある事業者になるよう支援を行います。 

   

  ４．赤村組織のネットワーク構築 

   限られた人的資源やネットワークの活用のために、村内の関係機関の資源を有効に

活用できる枠組みの構築を行います。 

  

Ⅵ．経営発達支援事業の目標と方針 

 

  当商工会では、小規模事業者の現状と課題、小規模事業者の中長期的な振興のあり 

 方を踏まえて以下を目標と目標達成に向けた基本的方針とする。 

 

目標 

   小規模事業者が直面する課題および現状から予測される将来的なリスクを回避す 

  るため、村のマスタープランにも掲げられた 6次産業化、農商工連携を、主軸に村内 

  小規模事業者の持続的発達を支援し、活力ある小規模事業者の育成と事業承継により 

  小規模事業者の減少に歯止めをかけます。 

 

 方針 

   

  １．小規模事業者の経営基盤の強化 

    小規模事業者が経営環境の変化に対応できるよう、自社の経営状況の把握と計画

的な経営の重要性を啓発し、需要を見据えた事業計画策定と販路開拓まで実行支援

を行うことで小規模事業者の経営力の向上と売上及び販路の確保に寄与します。 

 

  ２．持続的経営に向けた事業承継支援 

事業承継を控えた小規模事業者には後継者育成や承継スケジュールの検討や策

定を支援し、後継者不在の事業者には第 3者承継の機会を支援機関と連携して提案

します。 

 

  ３．農商工観光連携のためのネットワーク構築 

    赤村らしい魅力と個性のある加工品の開発や観光資源に磨きをかけて地産外売

と村内消費を目的に、村行政・特産物センター・源じいの森等村内関係機関とネッ

トワークを構築します。  
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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 31年 4月 1日～平成 36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）概要 

  （現状） 

    これまでは、地域の経済動向調査は四半期に 1回の福岡県商工会連合会（以下「県

連」とする）の「景気・金融・雇用動向に関する調査」の実施時に巡回訪問を行い

小規模事業者へ個別に経済動向に関わるヒアリングを実施していました。 

 しかしながら、小規模事業者からのヒアリングは定期的に実施できますが、県連

が設定した調査項目に限定されてしまう事から、小規模事業者の業種や業態に応じ

て柔軟な動向調査が出来ているとは言い難い状況です。 

 また、口頭での情報提供が主であり、小規模事業者の業種や業態に応じた具体的

な情報提供は出来ていませんでした。 

  

  （今後の取り組み） 

    県連および各種機関の行うアンケート調査・調査資料を必要に応じて専門家を交

えた分析を行い、産業別にまとめて半期に一度、小規模事業者に提供します。 

 

 ２）事業内容  

  ①各機関の発表する経済動向調査の収集・分析 

    県連の定期的な調査「景気・金融・雇用動向に関する調査結果」や「中小企業景

況調査報告書」、福岡県の「福岡県統計年鑑」「福岡県県勢要覧」などを参考に、近

隣地域の経済動向を把握し、事業者に説明できるよう分析し要約します。 

 

[調査項目] 景況・雇用情勢、金融、設備投資、公共投資等 

  [調査対象] 県内中小企業 

  [調査方法] 景気・金融・雇用動向に関する調査結果、中小企業景況調査報告書 

        福岡県統計年鑑、福岡県県勢要覧から収集 

  [提供頻度] 半年毎 

[提供方法] 巡回訪問、商工会ホームページ 

  [活用方法] 経営分析及び事業計画策定における基礎資料とします。 
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 ３）目標 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

１）概要 

  （現状） 

    これまでは、融資あっせん時などに経営状況の分析をするに留まっていました

が、融資あっせんはその場限りの分析であり、継続的な支援に活用することはあり

ませんでした。 

        

  （今後の取り組み） 

    小規模事業者が自社の現状を把握するために、強みや弱み、経営資源や財務状況

を考慮した経営分析を行います。経営分析にて抽出された経営課題は必要に応じて

専門家と連携を図りながら解決に向けた支援を行い、また、経営環境の変化に対応

するための計画的な経営に向けた事業計画策定の基礎資料として活用します。 

 

２） 事業内容  

  ①経営分析に関する講習会の開催 

    小規模事業者が自社の現状を把握するために、経営分析の重要性を啓蒙する目的

で講習会の開催し、参加者には計画的な経営に向けた事業計画作成への意識の向上

を図ります。 

   [対象者]  小規模事業者 

   [開催方法] 田川郡内商工会、筑豊地区商工会等と共催で実施 

   [活用方法] 経営分析の重要性の啓蒙及び対象企業の掘り起し 

   [回  数] 年２回程度 

   [参加人数] ５人（赤村管内） 

   

  ②巡回訪問による経営分析 

講習会による掘り起し先や融資あっせん先等の事業所に窓口相談・巡回訪問を

行い、地域の経済動向調査結果を資料に、個社の強みや弱み、経営資源や財務状

況を把握し、経営分析を行います。 

また、緊急性を要し、高度な専門性が求められる場合は専門家との連携を図り

対処します。 

    

[対象者]  小規模事業者（講習会参加者、建設業、卸・小売業を想定） 

   [方 法]  窓口または巡回訪問 

    

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

経済動向調査回

数 

 

未実施 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

調査結果の情報

公表回数 

 

未実施 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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   [調査方法と項目]  

         定性分析：SWOT 分析にて強み・弱み・機会・脅威を整理。 

         定量分析：財務諸表で収益性・安全性・生産性を分析。  

   [活用方法] 対象者の経営状況を説明する資料として活用する。 

         事業計画策定支援の基礎資料として活用する。 

    

 ３）目標 
 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

講習会開催回数  

未実施 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

講習会参加人数  

0 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

経営分析件数  

1 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

１）概要 

 （現状） 

   これまでは、「経営革新計画」の策定を計画策定支援の柱として取り組んできま

したが、「経営革新計画」は新たな取り組みの必要性など計画の性質上、一部の小

規模事業者に対する支援に偏り、計画的な経営に向けた事業計画策定支援の推進が

十分ではありませんでした。  

 

 （今後の取り組み） 

    小規模事業者が経営環境の変化に対応できるように計画的な経営の必要性を啓

蒙し、地域の経済動向調査と経営状況の分析結果を基礎資料に事業計画の再構築及

び需要を見据えた事業計画の策定を支援します。併せて村内小規模事業者の課題で

ある事業承継が円滑に進めるように承継計画にも取り組みます。 

  

 ２）事業内容  

  ①事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起し 

    窓口相談・巡回訪問、広報を通じて、事業計画策定の必要性について啓蒙し、需

要を見据えた事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行います。 

    

[対象者] 経営状況の分析を行った小規模事業者、講習会参加者 

   [手 段] 商工会ニュース、成功事例集、施策情報のチラシ等を活用 

    

②窓口・巡回時の事業計画策定支援 

    小規模事業者への窓口・巡回指導時にタブレット・スマートフォンを利用して中

小機構の提供する経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」で効率的に事業計画

策定を支援します。 
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   [対象者] 経営状況分析を行った小規模事業者 

   [手 段] 窓口・巡回指導時にタブレット・スマートフォンを利用 

   [方 法] 「経営計画つくるくん」にて経営計画を作成 

 

  ③事業承継計画策定支援 

    事業承継を控えた小規模事業者や後継者不在で第三者承継を希望する小規模事

業者には、福岡県事業引継ぎ支援センター等支援機関や専門家と連携して円滑な事

業承継に向けた計画策定を支援します。 

    

[対象者] 事業承継を控えた小規模事業所、後継者不在の小規模事業所 

   [手 段] 福岡県事業引継ぎ支援センター等支援機関や専門家との連携 

  

 ３）目標 
 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

事業計画策定事

業者数 

 

1 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

事業承継策計画

定事業者数 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

１）概要 

 （現状） 

   これまで事業計画策定後の実施支援は、策定支援した経営革新計画の進捗確認を

行い、必要に応じて不定期に実行支援を行ってきましたが、それ以外は小規模事業

者が事業計画自体を持ち合わせていないケースが多いため、計画実行支援に結び付

いていない状況です。 

 

（今後の取り組み） 

 ２）事業内容  

  ①事業計画策定後のフォローアップ 

    事業計画の策定を支援した小規模事業所に対し、四半期に一回の巡回訪問を行

い、計画実行の進捗状況をヒアリング等で確認、計画と実績の対比及び検証を行い

ます。 

   

②計画実現に向けた専門家派遣等による支援 

    高度で専門的な案件や計画の見直しが必要な案件、また事業承継計画策定を支援

した小規模事業所は、県・国の専門家派遣制度の活用及び支援機関との連携を図り

伴走型の支援を行います。 
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③支援制度の活用 

    事業計画を実行する際に資金が必要となった場合は、小規模事業者経営発達支援

融資制度の活用を検討し、資金以外でも支援策（補助金申請、経営革新等）は巡回

訪問時に紹介し活用を促進します。 
  現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

フォローアップ 

延べ回数 

 

2 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

１）概要 

 （現状） 

   これまでは、小規模事業者から窓口や巡回訪問時に聞き取りで需要動向に関する

調査は実施していましたが、消費者への調査は実施していませんでした。また、調

査結果を体系的にまとめ、小規模事業者に提供できるような資料の作成は行ってい

ませんでした。 

 

 （今後の取り組み） 

    村の基幹産業が農業であることから、一次産品の加工品を取り扱う小規模事業者

の商品を中心とした市場動向や買い手のニーズ調査を実施し、小規模事業者の取り

扱う商品が優位に競争できる市場探しや買い手のニーズを踏まえた商品開発及び

改良に寄与できる情報の収集と提供を行います。 

  

 ２）事業内容  

  ①一般消費者を対象としたアンケート・モニター調査による需要動向調査の実施 

   村内の一次産品の加工品を取り扱う小規模事業者を対象に、ふくおか商工会ショ

ップ(※)を活用した期間限定催事へ出展し、来店した一般消費者にヒアリング及び

アンケート調査を行います。調査結果は集計分析し、支援対象者の商品ブラッシュ

アップと市場選定を支援する際の基礎資料とします 

 

   [支援対象] 一次産品の加工品 想定品目：農産物加工品（トマトゼリー等） 

   [調査対象] アンテナショップ来店一般消費者 

   [調査方法] アンテナショップ期間限定催事へ出展時に消費者へヒアリング 

         及びアンケート調査を実施 

   [調査項目] 購入目的・購入回数・価格・知名度・選定理由・パッケージ・満足度 

   [調査回数] 年１回 

   [調査機関] １週間 

   [提供方法] 巡回訪問 

   [活用方法] 商品開発や商品改良、市場選定時の基礎資料とする 

    
     ※ふくおか商工会ショップ…県連が取り組む小規模事業者への広域型販路開拓支援事業。 

  地域産品等の販路開拓支援を目的に共同販売拠点（アンテナショップ）を博多駅に 

  隣接する博多マルイ２Ｆに設置。 
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 ３）目標 
 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

調査分析実施回数 0 1 1 1 1 1 
 

1 

情報提供事業者数 0 3 3 3 3 3 3 

 

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）概要 

  （現状） 

    村内の農産加工品等については、ほとんどが赤村特産物センターや近隣の道の駅

への出品であり、新たな需要の開拓が行われていない状況です。会員に対して県や

県連等が主催する各種商談会や展示会への参加案内は行っていましたが、出展対象

となる小規模事業者へのアプローチは十分とは言えませんでした。また出展した事

業所も、効果的な需要開拓には結びついていませんでした。 

 

  （今後の取り組み） 

    新たな需要の開拓で支援対象とした赤村らしい農産物加工品は地産外消を目的

にアンテナショップやふるさと納税返礼品サイトを活用して買い手への認知度向

上と販売機会の提供を行い、そこで育成された商品は商談会へ出展を促して販路開

拓支援を行い、小規模事業者の売上及び利益の確保に寄与します。 

 

 ２）事業内容  

  ①ＩＴを活用した販路開拓支援 

   [支援対象] 一次産品の加工品 後述②～④の支援対象を想定 

   [支援内容] ・商品パンフレット等、紙による販促物と自社 HPが整備できていな 

          い支援対象事業所へはSNSやjimdo等の無料で容易に活用できるホ 

          ームページの作成を指導し、情報発信支援を行います。 

         ・商談会や展示会に出展した小規模事業者を中心に全国商工会連合会 

ネットショップ「ニッポンセレクト．Com」や、福岡県中小企業振 

興センターのネットショップ「よかもん市場」等への出店を推進す 

る。 

   [支援体制] 必要に応じて福岡県よろず支援拠点等支援機関との連携や専門家派 

         遣にて対応します。 

   [目的と効果] 商談成約率の向上と効果的な商品 PR を行うため。 

 

②アンテナショップを活用した商品ＰＲと販路開拓支援 

   [想定するアンテナショップ] ふくおか商工会ショップ 

   [支援対象]  一次産品の加工品 想定品目：農産物加工品 

   [ターゲットと規模] 福岡都市圏の消費者、県内外のビジネス客・観光客 

   [目的と効果] 出品した商品の情報発信と地域への誘客等地域活性化、出品した 
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          商品のファン作り 

   [支援の展開] 需要動向調査の結果を活用した商品のテストマーケティングの場 

として積極的に出品を推進していきます。出展前にはパッケージ 

販促ツール作成等の販売促進の支援を行い、福岡都市圏の顧客への 

情報発信・販路開拓・新規顧客の獲得をはかります。消費者の反応 

等を参加事業所にフィードバックし、商品のブラッシュアップ等の 

フォローアップを行います。 

販売状況が堅調であった商品や買い手（バイヤー）から引き合 

いのあった商品は商談会・展示会への出展参加につなげます。 

 

③ふるさと納税返礼品サイトを活用した販路開拓支援 

   [想定するサイト] 楽天ふるさと納税、さとふる 

   [支援対象]  一次産品の加工品 想定品目：農産物加工品 

   [ターゲットと規模] ふるさと納税を利用する全国の消費者 

   [目的と効果] 出品した商品の情報発信、出品した商品のファン作り 

   [支援の展開] 村役場が業務委託しているふるさと納税返礼サイトへの出品を積 

極的に推進し、必要に応じてパッケージやチラシ作成等の販売促進 

について支援を行います。消費者の反応等を参加事業所にフィード 

バックし、商品のブラッシュアップ等のフォローアップを行いま 

す。販売状況が堅調であった商品や買い手（バイヤー）から引きあ 

いのあった商品は商談会・展示会への出展参加につなげます。 

   

  ④商談会・展示会への出展支援 

   [想定する商談会]  

 

   [支援対象]    上記②③のうち販売状況が堅調であった商品、または買い手 

            （バイヤー）から引き合いがあった商品 

   [ターゲットと規模] 都市部や大消費地に取引先を持つバイヤー 

            （百貨店、スーパー、卸業者、コンビニ、ホテル等） 

   [目的と効果] 新規販路開拓による売上及び利益の確保。 

   [支援の展開] 都市部、大都市圏への販路拡大を目的に、商談会の情報提供、出展

商談会等名称 概要 

ふくおか「農と商工の自慢の逸品」 

展示商談会 

福岡県、福岡県商工会連合会が主催する商談会。福

岡県産農林水産物を活用した商品を中心に出展（バ

イヤー数：４０社） 

地域中小企業支援協議会 

合同商談会 

県内中小企業・小規模企業の優れた逸品の掘り起こ

し、認知拡大と販路開拓を目的とした商談会（バイ

ヤー数：５０社） 

食の商談会 in北九州 北九州商工会議所が主催する商談会。九州・山口の

食品製造業者や生産者が食材・食品を展示（出展業

者９８社） 
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支援を積極的に推進します。また、商談の成果を上げるために商談

会・展示会には職員が同行し、商談の取付けやバイヤーからのニー

ズや評価の集約を行います。終了後は、バイヤーからの意見等を参

加事業所にフィードバックし、必要に応じて商品のブラッシュアッ

プ支援等のフォローアップを行います。 

 

３）目標 
  

現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 

ＩＴ活用 

ＨＰ作成 
支援件数 0 3 3 3 3 3 3 

売上額５％増 0 1 1 1 1 1 1 

ネットショップ 

出店 

支援事業者数 0 3 3 3 3 3 3 

成約件数 0 1 1 1 1 1 1 

アンテナショップ 
出展業者数 0 3 3 3 3 3 3 

うち売上額５％増 0 1 1 1 1 1 1 

ふるさと納税 
出展業者数 0 5 5 5 5 5 5 

うち売上額５％増 0 3 3 3 3 3 3 

商談会・展示会 
 

参加事業者数 0 5 5 5 5 5 5 

商談件数 0 3 3 3 3 3 3 

成約件数 0 1 1 1 1 1 1 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

  （現状） 

    村内の活性化イベントとして、村主催の都市農村交流イベント「DO YOU 農？」 

   を昭和 62 年から実施しており、商工会主催のイベントとしては「赤村ザ・夏まつ

り」を毎年 8月に実施しています。 

    観光資源として「源じいの森」「赤村特産物センター」「赤村トロッコ列車」があ

り、「源じいの森」は毎年 6 月に「ホタルバス」を運行し観光客の取り込みに注力

しています。「赤村特産物センター」は村内産の農産物・加工品のみを販売してお

り、各所に存在する道の駅などとは、一線を画した施設として近隣消費者の支持を

得ており、北九州や福岡市にて定期的に開催している直販イベントも好評です。 

    「赤村トロッコ列車油須原線」は、石炭運搬に使われていた廃線を活用し毎月 1

回運航をしており、毎回、村外から 300名程度の集客があります。メディア等に取

り上げられることも多く、赤村の PR に貢献しています。 

    しかしながら、それぞれのイベントや観光施設に関連性・連動性がなく、散発的
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に実施している状況からそれぞれのイベント・観光資源の活用方法を見直した地域

活性化戦略の策定が必要です。 

   

（今後の取り組み） 

    現在、個々がそれぞれ活動を行っている観光施設やイベントの関連性・連動性を

高めるために「赤村活性化協議会」を立ち上げ、地域経済の活性化を推進します。 

   

 １）赤村トロッコ 

①現状の課題 

   炭鉱の石炭を運ぶ目的で引かれた油須原線を復活させ観光に転用した「赤村トロッ

コ」の運営はトロッコの会が行ってきましたが、トロッコの会は高齢化が進み人員不

足などにより月１回の運営を行う事が限界にきています。 

   また、トロッコを求めて村外から多数（300名ほど）の参加があるにも関わらず特

産品等の販売は行われてなく、イベントの機会を十分に生かせずにいました。 

 

  ②取組目標 

   「赤村トロッコ」を赤村の良さを発信するイベントとして、また村外からの流入人

口増加を目的として活用する為、平成 31 年度より赤村商工会を中心に、今後の運営

についての協議会を立ち上げます。 

   トロッコの運営だけではなく、赤村の商工業者と関係機関と共に赤村の特産品や他

の観光地など赤村の良さを発信する地域活性化のイベントとして再構築していきま

す。 

 

  ③事業内容  

   赤村商工会が中心となり「赤村トロッコ」の基本的な運行を引継ぎ行っていける 

    ような体制作りを検討する協議会を立ち上げます。協議会は、赤村商工会役員・青 

    年部・女性部、赤村役場、源じいの森、特産物センター、JA など、村内の各団体で 

     構成します。トロッコの運行だけでなく 300名程度の来場者に対して、地域の特産 

     品の販売や他の観光施設との連携など、トロッコだけの来場にとどまらないような 

     広がりのある体制を構築していきます。 

 

 ２）赤村役場と連携 

  ①現状の課題 

    現在は商工会のすぐ近くに赤村役場があるにも関わらず、情報交換や連携が十分

にできていたとは言えません。 

   役場は役場の範囲での仕事、商工会は商工会としての仕事をそれぞれ実施してお

り、現状の問題点や状況、抱える課題や対策の情報共有はされていませんでした。 

 

  ②取組目標 

    赤村役場、赤村商工会が連携して地域の抱える問題点に対して、それぞれの得意

な分野について力を発揮して、協力・連携して問題解決が図れる体制を構築します。 
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  ③事業内容 

   定期的な情報交換会議の実施、4半期に 1回の会議を持つ体制構築の為、現在は

行われていない定期的な状況報告や取組内容についての情報交換を行う会議を行

うように役場に申し入れし、実施できる体制構築を行います。 

   体制構築後は、赤村商工会としてや会員企業様を抱える団体として役場と連携し、

赤村の活性化の為に力を発揮していきます。 

 

 

 ３）赤村活性化協議会の設立 

  ①現状の課題 

    前述のとおり、村内各種イベントと観光資源の関連性・連動制の希薄さから地域

活性化に充分に寄与しているとは言い難い状況になっています。 

 

  ②取組目標 

    「トロッコ列車」・「Do you 農？」のイベント主催団体の長、「源じいの森」、「特

産物センター」責任者、商工会、外部有識者を交えた赤村活性化会議を設立し、赤

村の活性化について協議します。 

 

  ③事業内容 

    4半期に 1度上記のメンバーで会議を実施し、各団体のイベント予定を情報交換

し、年間を通じて赤村に来訪される方を増やす戦略を審議します。赤村に点在する

観光資源の掘り起こし、北九州市、福岡市で開催される「赤村特産物センター」の

外販イベントへ他の団体の宣伝部隊を派遣するなど、これまで各団体が散発的に実

施していたイベントの連動性を強化します。 

 

 

 

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）概要 

   商工会を窓口としながらも、専門的な案件に対しては適切な専門部署へ連携してつ

なぐ事で早期に事業者の問題解決を行い、次の策を行える環境を整えます。 

  連携先としては、近隣の支援機関、専門の窓口を構える公的機関を想定しており、連

携を図りながら、支援ノウハウの情報交換を行います。 

 

 ２）事業内容  

  ①筑豊地域中小企業支援協議会との連絡会議 

    平成 27 年度に立ち上げた筑豊地域中小企業支援協議会（※）の中で、年 3 回協

議会を行い、田川地区の支援機関と田川地区の経済状況や商工業者の状況について

の情報共有を行うと共に、支援事例などの具体的事例を提示して、支援ノウハウの

共有と情報交換を行います。 
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   当商工会としては、支援事業者を 2件挙げて、実施内容とその後の経過を報告しま

す。具体的支援事例での情報交換を行うことで、支援する事業に対して、支援方針

の決定から販路開拓支援まで一貫して広く情報を収集することが出来ます。 

 
    (※)筑豊地域中小企業支援協議会…振興事務所が中心となり、筑豊地区の市町村、商工 

会議所・商工会などの支援機関、金融機関、専門家団体などが地域の力を集結して 

中小企業支援に取り組む目的で設立された組織 

 

  ②専門窓口との連携 

    販路拡大など小規模事業者が抱える様々な問題解決に、よろず支援拠点や中小企

業基盤整備機構、中小企業振興センター、日本政策金融公庫、保証協会、田川農協、

近隣商工会等と協力・連携し支援や対策についての情報交換を行います。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

１）概要 

   県連が推奨する研修だけでなく、赤村の状況に対応していくための知識補完や総合

力・応用力の研修を重点的に選び参加を行います。 

   また、商工会内で資格取得など具体的な目標を定めて自己研鑽の機会を設け、職員

の意欲を高め、知識の補充、広い視野を持つ事で、地域への貢献力を高めていきます。 

 

 ２）事業内容  

  ①公的機関や支援機関が実施するセミナーへの参加 

    中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）の実施する支援担当者研修、福岡県商

工会連合会が行う指導員研修、指導員専門研修などを活用して商工会職員としての

専門知識・総合力・応用力の習得を行います。     

 

  ②自発的な勉強会の実施 

    研修会の参加後、参加していない職員向けに研修内容の再研修を行う事で更なる

研修内容の定着と、参加していない職員への知識補充を図ります。 

   また、資格取得など職員内で目標を定め、お互いを高める自己研鑽の機会を作りま

す。 

 

  ③業務知識の共有 

    現在は経営指導員が中心となり個別に行っている小規模事業者の支援をあえて

経営支援員を含めた商工会職員全員で行う事で、他の職員のノウハウやスキルを吸

収できる事や、多面的な視点からの支援を行い、指導・助言内容、方法を相互に学

び業務知識の共有を行う会議を月 1回を設けます。また、これらの業務知識は、商

工会イントラネット(※)の経営カルテ（電子カルテ）に整理して保管することで支

援ノウハウを蓄積し、職員間でデータを共有します。 
       (※)商工会イントラネット…県連が県下商工会に導入したシステム。地域の商工業者台帳を 

                整備しており、事業者毎の経営指導による指導内容をサーバーに 

                一元管理し、商工会内部で共有することが出来る。 
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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 

   年度ごとに計画に記載の事業実施状況とその成果について、以下の方法により評価

検証を行います 

 

  ①事業評価委員会の開催 

外部有識者(中小企業診断士 1名、赤村 1名、福岡県中小企業振興事務所 1名)と

正副会長、青年部長、県連職員で構成する事業評価委員会を毎年度終了ごとに開催

します。 

本委員会では、事業の遂行状況や支援実績について検証を行い、その評価を取り

まとめた見直し案を理事会に報告します。 

 

  ②事業の実績・評価・見直しの報告 

    事業の実績・評価・見直しの結果は当商工会のホームページで計画期間中、公表

し地域の小規模事業者が常時、閲覧可能な状態にします。 
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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３０年１０月現在） 

（１）組織体制 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  事務局長が総括を行い、経営指導員、経営支援員の２名体制で実施します 

    

総   括 事務局長  １名（大任町商工会と共同設置） 

   実施責任者 経営支援員 １名 

   サ ポ ー ト 経営支援員  1名 

 

（２）連絡先 

       赤村商工会 

       住所 〒824-0432 福岡県田川郡赤村大字内田 1166番地 1 

TEL:0947-62-3333  

FAX：0947-62-3544 

E-mail:akamura@shokokai.ne.jp 

URL：http://akamurashokokai.jimdo.com/ 

 

総 会 

会 長 

会 員 

副会長 

監 事 

事務局 
  事務局長 （1 名） 
   ※大任町商工会と共同設置 

  経営指導員（1 名） 
  経営支援員（1 名） 

理事会 金融審査委員会 

女
性
部 

青
年
部 

工
業
部
会 

商
業
部
会 

青
年
部 

tel:0947-62-3333
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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） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 350 350 350 350 350 

 

経営改善普及事業費 

 

事務費 

 

小規模施策普及費 

 

地域振興事業費 

 

 

 

１５０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

 

１５０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

 

１５０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

 

１５０ 

 

１００ 

 

１００ 

 

 

１５０ 

 

１００ 

 

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、村補助金、共済手数料収入 

 

（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 

・小規模事業者の資金調達支援 

・新商品開発 

・創業支援、創業セミナー 

・販路開拓 

・情報の交換 

連携者及びその役割 

１、赤村役場 
 住所：福岡県田川郡赤村大字内田 1188 
 担当：村長 道 廣幸 
 役割：赤村の経済情勢・地域情勢に関する情報収集・提供 
    赤村トロッコ運行についての支援 
 
２、赤村特産物センター 
 住所：福岡県田川郡赤村大字赤 5951-1 
 担当：会長 中原 弘子 
 役割：赤村の販売動向に関する情報収集・提供 
 
３、一般財団法人 源じいの森 
 住所：福岡県田川郡赤村大字赤 6933-1 
 担当：代表専務 瓜生 賢二 
 役割：地域振興・イベント等連携 
 
４、国民政策金融公庫 北九州支店 国民生活事業 
 住所：福岡県北九州市小倉北区鍛治町 1-10-10 大同生命ビル３F 
 担当：国民生活事業統轄 岩下 学 
 役割：金融支援・情報の交換等 
 
５、㈳田川広域観光協会 
 住所：福岡県田川市魚町 8-27 
 担当：理事長 佐渡 文夫 
 役割：地域振興・イベント等連携 
 
６、福岡県信用保証協会 筑豊支所 
 住所：福岡県飯塚市吉原町 6-12 
 担当：支所長 高木 範道 
 役割：金融支援・情報の交換等 
 
７、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部 
 住所：福岡県福岡市博多区祇園町 4-2 博多祇園ビル 
 担当：本部長 山地 禎比古 
 役割：情報の交換 
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８、福岡県よろず支援拠点 
 住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 
 担当：コーディネーター 佐野 賢一郎 
 役割：専門家派遣、情報の交換等 
 
９、福岡県飯塚中小企業振興事務所 
 住所：福岡県飯塚市吉原町 6-12 飯塚商工会議所 4F 
 担当：所長 栗原 智幸 
 役割：助言協力、情報の交換等 
 
10、筑豊地域中小企業支援協議会 
 住所：福岡県飯塚市吉原町 6-12 飯塚商工会議所 4F 
 担当：会長 栗原 智幸 
 役割：助言協力、情報の交換等 
 
11、福岡県事業引継支援センター 
 住所：福岡市博多区博多駅前 2 丁目 9-28 福岡商工会議所ビル 7F 
 担当：統括責任者 奥山 慎次 
 役割：事業承継についての助言協力 
 
12、福岡県商工会連合会 
 住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興センタービル 7Ｆ 
 担当：会長 城戸 津紀雄 
 役割：物産展・展示会・商談会等の開催による販路開拓支援 
    専門家派遣 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤村商工会 

福岡県商工会連合会 

行 政 

源じいの森 

赤村特産物センター 

各種支援機関 

金融機関 

田川広域観光協会 

小規模事業者 

支 援 
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