
経営発達支援計画の概要 

実施者名 直方商工会議所（法人番号６２９０８０５００５６７１） 

実施期間 平成３１年４月 1日～平成３６年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 
(1)小規模事業者支援の目標 

事業計画に基づく企業経営を支援することで企業の基盤強化を進め、強い企業

を増やし、事業承継を進めて事業の継続を高め、創業者に対しても創業しやすい

土壌をつくり、伴走支援していくことで、産業の集積を維持していく。 
(2)地域活性化の目標 

生産者や小規模事業者の商品開発・販路開拓の支援を通して、域外需要の獲得

を図り地域経済の活性化を図ると共にブランド化を目指し、地域における交流人

口を増やし地域内需要を喚起し地域経済の活性化を図る。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域経済動向調査に関すること  

  ①「中小企業景況調査」②「LOBO調査」③「RESASを活用した地域動向調査」

を行い、定期的に公表することで事業者が経営判断や事業計画の策定等に活用

できるようにする。 

2.経営状況の分析に関すること 

  「財務分析」「SWOT 分析」により、経営状態を定量的・定性的に把握し、事業

者にフィードバックすることで意識の醸成を図るとともに事業計画の策定に

繋げていく。 

3.事業計画策定支援に関すること 

  事業計画の重要性の理解を促し、各シーン（創業、持続・発展、承継）に応じ

て、①「事業計画の策定支援」②「事業承継計画の策定支援」③「創業計画の

策定支援」を行う。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した事業者に対して定期的（概ね 4半期に 1度）にフォロー

アップを行い、必要に応じて計画の見直しや課題解決のための支援を行う。 

5.需要動向調査に関すること 

   ①「市内イベントでの調査」②「商談会での調査」③「自主出展での調」④

「既存店舗での調査」でのアンケート・ヒアリング調査を事業者にフィードバ

ックし商品開発等の支援を行う。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①「展示会・商談会への出店支援」②「情報発信支援」③「支援先同士のマ

ッチング」に際して展示会・商談会シートやカタログ、ＨＰの作成・プレスリ

リース等の支援、また、支援先同士のマッチングを行うことで、新たな販路開

拓を支援する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

①「のおがた夏まつり事業」②「観光振興事業」③「直鞍次世代産業研究会」

を通して行政等関係機関と連携して、域外需要の取込みや地域のブランド化によ

る地域経済の活性化を図っていく。 

 

連絡先 

直方商工会議所 経営相談課 

〒822-0017 福岡県直方市殿町 7番 50号 直方商工会議所ビル 2階 

TEL:0949-22-5500 / FAX:0949-25-0471   

E-mail:info@nogata-cci.or.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．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

【立地・人口・交通・歴史等】  

直方市は、福岡県の北部、福岡市から 35 ㎞・北九州市から 20 ㎞に位置し、北九州都市圏に

属し、筑豊地区の中心都市のひとつである。直方市の人口は 57,007 人（平成 30 年 3 月）、27,004
世帯（平成 30 年 3 月）であり、人口は微減ながら世帯数は微増傾向にある。人口は 1988 年の

64,941 人をピークに減少が続いており、国立社会保障人口研究所の人口推計によれば、2010 年

を基準とする人口指数が 2025 年には 88.4％となることが予測されており、福岡県全体の 95.7％
に比べ減少幅が大きく人口減少のスピードが速いことが伺える。 
公共交通の状況としては、JR 福北ゆたか線（博多～若松）、平成筑豊鉄道（直方～行橋）、筑

豊電気鉄道(直方～黒崎)の三鉄道が通っており、JR バス、西鉄バス、コミュニティバスが JR 直

方駅発着で運行している。主要道路としては、九州自動車道が市の北部を横断し隣接する鞍手

IC・八幡 IC でアクセスでき、八幡 IC では北九州都市高速道路にもアクセスできる。福岡市・

北九州市のアクセスも 1 時間圏内である。 
江戸時代には、筑前黒田藩の支藩が置かれて城下町が形成され、遠州好みといわれる高取焼の

窯がつくられた。明治以降には、筑豊地域の石炭産業の興隆に伴い、石炭産業を支える炭坑用工

作機を製造するための鉄工業が発展し、石炭産業が衰えてからも鉄鋼・自動車・半導体等の他業

種への取引を広げながら、現在も主要産業となっている。また、石炭産業の興隆時には、石炭の

集積地として賑わいをみせ、貝島炭鉱の本社も置かれて商業集積も生まれた。中心市街地の商業

は、近年のモータリゼーションの進行による福岡・北九州都市圏及び郊外型との競合により厳し

い状況に置かれている。 
 

  
 
【地域産業の現状】  

直方市の産業別事業所数を全国及び福岡県と比較すると、製造業、卸売・小売の商業、及び医

療・福祉の割合が高いことが分かる。 
製造業は、石炭産業を支える炭鉱用機械製造から発展し現在も自動車・半導体等産業に対して

製品供給しており、市内に 3 か所の工業団地を有し従事する従業員も多く当市の主要産業に位置

付けられている。 
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また、商業についても、石炭集積地として賑い商業集積が生まれ、中心市街地に 4 つの商店街

が形成されたが、現在は空き店舗も増加している。平成 17 年に郊外に大型ショッピングセンタ

ーが出店しており、その周辺に小売店舗の立地が進んでいる。 
医療・福祉施設は、貝島炭鉱の本社が直方市に置かれていたこともあり、もともと個人病院の

立地が多く、近隣地域からも集客していた。こうした病院が福祉施設を展開する事例も多く、ま

た、他業種から福祉事業への参入もみられる。 
 

 
産業別事業所割合（平成 26 年経済センサスより） 

 
業種別の事業規模を比較すると、製造業は他業種から見ると比較的規模の大きな事業所が多

く、サービス業が最も小規模の割合が高い。 
 

      
直方市の規模別事業所割合（業種別）（平成 26 年経済センサスより） 

 
業種別の事業所数の推移を見てみると卸売・小売業の事業所数が圧倒的に多く、次いで飲食サ

ービス業、製造業と続く。 
卸売・小売業の減少幅は大きく 7 年間で 100 事業所強が減少している。その他の業種も微減

であるが、医療・福祉は増加している。 
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＜製造業＞  
直方市の主要産業である製造業は、炭鉱関連産業としての鉄工業が発展し、炭鉱閉山後は技術

力のある各企業が独自の技術を追求し、金型産業や半導体関連産業、自動車関連産業等の機械金

属加工の多様な形態で、多品種少量生産に対応可能な製造業の企業集積を形成している。 

本市の製造業は福岡県全体と比較して事業所数・従業員数ともに約 2 倍の比率を占め、市内従

事者の 4 人に 1 人が製造業に従事しており、当地域の基幹産業として位置づけされ、当地域の

雇用確保のために重要な役割を果たしている。本市の製造業の分類は、全国・福岡県の製造業の

業種別事業所数と比較すると、はん用機械器具製造業、生産用機械機器製造業、金属製品製造業、

電子部品・電子機械製造業、輸送用機械製造業の占める割合が大きく、半導体や自動車産業等の

九州に特色のある産業の影響をより多く受けている。 

このため、業界の好不況や構造変化の影響を受けやすく、大手取引先の生産体制の影響により

大きく生産高が変動することが多い。また、近年では製造拠点の海外流出による国内産業の空洞

化が進むことで、中国・アジアの企業との競合も激しくなり、従来の大量生産型の製品から少量

多品種の製造への要望が大きくなってきている。 
 
   

   
業種別事業所数割合（平成 21 年経済センサスより） 
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＜卸・小売業業＞  
直方市の商業は、江戸時代の城下町に見られた商業集積が、石炭産業の興隆時に石炭の集積地

として賑わう中で近隣の市郡を商圏とした卸売業を中心とした商業集積を形成していった。 

その後、エネルギー転換により石炭産業が衰退し、翳りを見せていた直方市の商業集積では、

昭和 34 年に市街地商店街で「直方五日市」（毎月 5 日の庚申神社の月例祭に行われる特売市）

を考案し現在でも集客しているものの顧客の高齢化により来街者は減少傾向にある。平成 17 年

にイオンモール直方が郊外に出店し、直方市全体としては一時的に卸・小売販売額が増加したが、

その後はまた減少傾向にある。イオンモール直方には市外からの買い物客の流入も多いが、商店

街への来街者は減少傾向にある。 

また、消費者の購買動向は大きく変化してきており、大型商業施設や郊外型店舗、消費行動の

広域化による福岡・北九州都市圏との競合のみではなく、インターネットの普及により消費行動

は全国規模になり、ネットマーケットを通じて全国的な市場が形成され、全国各地の店舗との競

合にもなっている。 

 

 
直方市における小売業・卸売業販売額の推移 

             （商業統計・平成 24 年経済センサスより） 
 

＜サービス業＞ 
当市のサービス業は、近隣の市郡を商圏とした商業とともに飲食サービス業も発達したが、中

心市街地への来街者の減少とともに事業所数も減少傾向にある。飲食サービス業は、投資費用が

少なくて済むため創業しやすいが事業を維持していくことは難しく、他の業種に比べ開業率は高

いが廃業率も高い。 
 
＜建設業＞ 

当市の建設業は、事業者のうち 9 割以上が小規模事業者であり、規模の小さな事業所が多い。

近年では、公共事業の減少や競合による受注価格の低下により利益確保が厳しくなっている。雇

用については、若い従業員の確保が難しいうえにその定着率も低いため高齢化が進んでいる。ま

た、閑散期の人件費負担や社会保険負担増により常時の従業員雇用が難しくなり、従業員が一人

親方として独立し創業するケースも見受けられる。 
 

＜医療・福祉＞ 
当市の医療については、石炭産業の隆興時に貝島炭鉱の本社が置かれていたこともあり、医療

施設が多く設立され、現在においても様々な診療科の個人病院が多く立地している。中心市街地

活性化事業により JR 直方駅前に総合病院が移転しており、近隣の市郡からも診察に来る者も多

い。福祉事業は、こうした医療法人や一部の建設業者等の他業種からの参入や新規創業者の参入

もあり、唯一事業所数が増加している業種である。 
 

大型商業施設開業 2005/4 
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＜生産者・その他＞ 
 直方は農産物の生産も盛んなことを背景に、若手生産者の中には付加価値農作物に取り組み加

工品を積極的に開発して新たな販路を切り開く取り組みを目指している生産者が増えてきてい

る。しかし、経営のあり方や売り方などに関するスキルが不足している一方でどこに支援しても

らえばよいか探している状況も見られる。青果販売を行っている卸売・小売業者の中にも独自で

加工品を検討する事業者も出てきている。自ら付加価値作物の生産を始めるなど積極的な取り組

みが見られる。自社商品のブランド化への努力を行っている。 
 

【小規模事業者の現状】 
直方市の小規模事業者は市内企業全体の 7 割強を占めており、その数は平成 21 年 2,214 事業

所から平成 28 年 2,168 事業所と減少傾向にある。小規模事業者の減少は、就労先の減少や経済

規模の縮小など地域経済に対してその影響は大きい。当所の会員企業の開業及び廃業数の推移を

みると廃業数に対して開業数が半数以下となっており、廃業により事業所が減少傾向にあること

が分かる。開廃業率で見ると近年は改善傾向を示しているが、廃業は減少している一方で、開業

は横ばいになっていることがわかる。 
廃業の要因としては、小規模事業者の高齢化による廃業が増えており、後継者不在により事業

承継ができない、また、今後の事業の先行きの不安により事業承継より廃業を選択する小規模事

業者も多く見受けられる。 
 

    
      当所会員企業の開業・廃業件数の推移（直方商工会議所調べ） 
 

H25 H26 H27 H28 H29
開業 15 15 10 10 10
廃業 40 22 28 26 20
率 38% 68% 36% 38% 50%  

 
 
【地域活性化の現状】 
＜観光振興事業＞ 

当所においては平成 21 年から 3 年間、全国展開プロジェクトを活用して観光振興事業として

ご当地グルメ「直方焼きスパ」の開発、レトロ地区のボランティアガイド育成、体験型観光プロ

グラムの開発等を行った。事業は観光物産振興協会に引き継がれて継続しているが、交流人口増

加の効果はまだそれほど大きくはない。 
また、イベント事業として、チューリップフェア、夏まつり（花火大会）等のイベントを継続

して開催しており、かなり知名度もあがり、福岡・北九州からも集客している。しかし、現在の

取り組みは一時的な集客が中心のため、現状のままでは地元商業への波及効果はあまり大きくは

ない。 
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＜中心市街地活性化事業＞ 
直方市は中心市街地活性化基本計画の認定を受け平成 26 年 3 月に計画期間が終了している。

中心市街地活性化事業により、JR 直方駅周辺の整備により交通結節点が強化され、総合病院の

誘致、民間マンションの建設により、利便性が図られ居住人口も増加したが、地域経済への波及

効果は限定的といえる。中心商店街では、集客イベントである「直方五日市」の来街者も減少傾

向にあり、空き店舗も増加している。 
また、商店街においては老朽化した店舗が解体され跡地が駐車場として利用されることも増え

てきた。空き店舗の増加により貸店舗の賃料が下がり傾向にあり、若い経営者が新規創業するケ

ースもでてきている。 
 

＜第 5 次直方市総合計画＞ 
第 5 次直方市総合計画には、当市の産業振興について「未来へつなぎ活力を創造するまち」

を基本目標として 4 つの業種毎にその方針について記載されている。 
 
○時代をリードし成長する工業 

本市の基幹産業である工業が更なる成長を続けるため、技術革新と新分野への挑戦、製品

の高付加価値化、技術の統合・発展に取り組み、企業の海外に向けた事業展開を支援し、産

業から始まる国際交流を目指す。さらに、企業誘致や新たな産業の誘導による安定的な雇用

の確保と定住人口の増加を目指し、そのために、企業と行政が協働して産業振興に取り組む。 
 

○市民の暮らしの担い手となる商業とサービス業 
商業振興については、郊外型商業集積と中心部の市街地商業集積をそれぞれの特徴を生かし

た活性化を目指し、中心市街地においては消費者ニーズの変化への対応や他分野間の連携を促

進し、魅力ある商店街づくりを目指す。さらに、社会環境変化により多様な市民ニーズが生じ

ていることから健康や福祉関係などの生活支援サービスや情報サービス産業の育成に努める。 
 

○未来に夢を持つ農業 
農業生産者が減少している中、将来に夢を持てる農業経営を行うことで後継者や新たな担い

手が将来に夢を持てる農業経営を行っていくことが必要で、生産者と行政、関係機関との協働

により高付加価値な農産物の生産と農業と 2 次産業、3 次産業を結びつける取り組みを推進す

る。また、コメ、麦、大豆などの生産については、作業の効率化、生産コストの低減などを推

進し、国内外の消費者に、より安全で安心な農産物の供給を行うことで消費者との相互信頼関

係を構築する。 
 

○魅力あふれる観光 
豊かな自然や歴史的建造物といった観光資源にスポットをあて魅力を再発見し、近隣市町村

との連携や産業など他の分野とのつながりを強めた産業観光の推進により地域資源の魅力の

向上を図る。また、戦略的で効果的な情報発信を行うことのできる体制を整備し、観光ボラン

ティアなどの市民の力を活かした人と人が交流する観光の振興を目指す。 
  
【事業者支援の現状】 

事業者の支援については小規模事業者が中心となっているが、直方商工会議所では従前より経

営改善事業として記帳指導・税務指導・融資斡旋等を中心とした経営指導を行ってきた。指導内

容は、計数管理・税務指導及び資金繰り・資金調達支援が中心で、財務分析も融資斡旋時に行う

限定的なものであった。 
また、これまでの対応は、事業者からの依頼に基づく受け身の対応が中心であったため、計画

的とは言えず、忙しい小規模事業者や課題が明確になっていない事業者に対しての指導が十分に

できておらず、明確な目標設定とそれに向けた継続的な指導には至らなかった。 
指導員の能力や経験値もまちまちであるため指導レベルにも差があり、経験の浅い指導員は小
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規模事業者に積極的に事業計画の策定等の支援に向かえなかった面がある。今後、求められる経

営支援を行っていくためには支援能力の向上と水準化、支援体制の確立が不可欠である。 

 
②課題 
【産業における課題】 

H21 年と H28 年までの事業者数の推移と比率でみると、医療・福祉は唯一増加しており成長

している分野と言える。また、製造業、宿泊・飲食業は微減・横ばいの状況であり、手堅い産業

分野と言える。それに対して、卸・小売、生活関連、建設は 10%以上の減少傾向を示しており、

当市における特に支援が必要な分野と考える。 
 

 卸小売 宿泊飲食 製造 生活関連 建設 医療福祉 
①H28 799 315 292 244 226 272 
②H21 917 335 302 273 266 230 
①÷② 0.87 0.94 0.96 0.89 0.84 1.18 

 
また、推移を開業数の傾向、廃業数の傾向、開廃業率の傾向などを交えて、少し詳しく見ると

全体では、H21 年から H24 年までは開廃業率が悪化の一途をたどっているが、H24 年以降 H26
年にかけては軒並み大幅改善しており、以降も全体としては改善傾向に向かっている。このこと

は、緩やかに景気が回復傾向にあることも影響があると考える。 
 

＜製造業＞ 
開業数が伸び、廃業数が横ばいなので、開廃業率が 1 に近くなってきている。中堅規模の事業

者や北九州の自動車産業やロボット産業向けの下請けの事業者が育成されている。今後は、計画

的で安定した経営を積み重ねることで地道に成長していけるような支援が必要となる。また、取

引先の事業者が廃業した場合、発注元では新たな外注先の確保も課題になっている。  
 
＜卸・小売業＞ 

卸・小売は、廃業率が高止まりにより開廃業率がわずかな改善にとどまっていることから、廃

業の高止まりの改善が必要と考えられる。特に、商店街では後継者がいない事業者も多く経営者

の高齢化が進んでおり廃業等による空き店舗も増加し商店街組織も弱体化してきているため、既

存店の魅力向上や新たな事業者の出店の促進から、新たな顧客層を取り込みにより現状の固定

化・高齢化した顧客の世代交代を進めていくことが求められる。 
 
＜サービス業＞ 

宿泊飲食については、廃業数が減少することで、開廃業率が改善傾向を示している。更に廃業

を止めるとともに開業の支援の充実も必要になる。生活関連娯楽産業でも改善傾向にあるが、廃

業も増えているため開廃業率の改善は限定的となっている。経営や経営管理の見直しによって、

先ずは廃業を回避するための支援を充実させていくことが求められる。 
 

＜建設業＞ 
ここ数年は開業数が伸びており、廃業数は減っている。H21 年と H28 年の比較で見るとまだ

減少分ほどの開業には至っていないものの、開廃業率は大きく改善傾向を示している。開業が伸

びているので廃業を更にとどめていく支援が必要と言える。圧倒的に小規模事業者が多いことが

特徴であり、経営管理の見直しを図ると共に新たな付加価値サービスや商圏拡充のための IT 化

の促進を図っていくことが必要と考える。 
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＜医療・福祉＞ 
医療・福祉分野においては、H28 年では廃業数が増えているが、一時期、開業数が急激に増

加したことの反動が要因と考えられ、適正なサービスを実施する事業者のみ残りつつあると考え

られる。いずれにしても、開廃業率が 1 以上なので伸びている分野と言える。高齢化の影響とと

もに、中心市街地の取り組みで総合病院ができたことでその近隣に介護や福祉施設が進出したこ

とも要因と考えられる。近年当所への支援の要請が増えてきていることもあり、介護や福祉施設

などへ、経営の支援を実施していくことで、地域の特徴的な産業の育成に貢献できる。  
 

 

 
直方市の業種別事業所数の推移（平成 21 年～平成 28 年経済センサスより） 

 

  
直方市の新設事業所の推移            直方市の廃業事業所の推移 

（平成 21 年～平成 28 年経済センサスより） 
 

【小規模事業者の課題】 
小規模事業者は、人口減少や高齢化など社会構造の変化や大手企業や広域の企業との競争によ

開廃業率の推移 
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り、固定客の減少、新規客への未対応などにより、売上減少、利益確保が難しくなってきている。

そのため、事業の将来性が見込めないことにより事業承継をあきらめ事業主の高齢化とともに廃

業していく事業所が増加している。 
こうした廃業を減らすためには、時代の変化にも耐えうる小規模事業者の事業の再構築が必要

である。そのためには、経営分析などにより自社の課題や強みをいち早く明確にするもとに、市

場動向や顧客ニーズにどのように対応していくかという環境変化をしっかりとらえ、経営戦略に

基づく事業計画を策定し、具体的に事業を進めていけるようにサポートしていくことが重要であ

る。そのことにより、一社でも多くの事業者が継続可能な事業を構築して、次世代に繋げていけ

るようにすることが課題である。 
また、廃業を減らすと同時に、消費者ニーズの変化に対応する新規創業者を育成・支援してい

くことが必要である。新規創業者に対して、創業時の支援を行うことと、創業後についてもきめ

細かく支援を行うことで成長継続していける企業に育てていき事業者の底上げを図り、その中か

ら地域を代表する企業に成長していくことが必要である。 
更に、医療・福祉分野や生産者などの新たな成長性のある事業者が成長し発展していくことで、

地域の魅力を高めていくことも必要である。 
    

【地域活性化の課題】 
小規模事業者の経営努力は必要不可欠であるが、その努力を実らせるために、地域の消費構造

を広げることが重要である。地域の人口減少は確実であり、その消費額も減少せざるを得ない。

そのため、地域経済のパイを広げるために地域外からの交流人口を増加させ、地域内の消費を増

加させることと地域外への販路の拡大の必要がある。 
また、観光振興事業を展開していくとともに来街者に向けた飲食・小売業の誘致や開発を行い、

地域内消費の増加を図る必要がある。そのために現存の観光資源の洗い直しやテーマによる連携

を模索し、新たな仕掛けを行うとともに広域に情報発信して交流人口を増加させることが必要で

ある。また、地域外への販路拡大を促すためには、地域の「強み」を見極め、それを発信するこ

とによる「直方ブランド」を構築していくことが重要である。 
 
  こうした課題を解決するために商工会議所においては、より多くの小規模事業者が変化に対応

でき継続できる事業を構築するための気付きを促すことが重要であり、積極的に事業者の掘り起

こしをしていくことが必要である。そのためにセミナーや巡回を通じて気づきを促し、経営者に

対する意識付けを行って意識ある経営者を増やし、その中から事業を再構築していく意欲のある

事業者に対して伴走支援していく体制を確保する。計画的な継続指導を行っていくためには、指

導員の支援能力の向上、経験の浅い指導員をフォローできる体制の構築や外部機関や専門家及び

補助員・その他の職員をも含めた支援体制を構築していく必要がある。 
 
（２）小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方 

直方市総合計画の産業振興の基本構想と連動して、前記の現状と課題を踏まえ、直方商工会議

所の中長期的な産業振興の在り方について以下のとおりとする。 
 

○基幹産業の製造業について 
当市の基幹産業であり比較的規模の大きな事業所の多い製造業に対しては、北部九州エリアに

おける自動車産業、ロボット産業、IT 産業の大手企業から様々な影響を受けることが考えられ

るため、産業や技術の先行きを見越し、グローバルな視野を持った経営戦略への転換を支援して

いく。 
その中で、専門機関や他の支援機関と連携していくことで、技術力の向上と蓄積、必要な設備

投資と人材育成・技術承継など成長に必要な経営資産を育み、当市が北部九州の製造業を支える

重要な地域として、製造業の産業集積の維持・拡大を図っていく。 
 
 



１０ 
 

○商業・サービス等について 
既存の卸・小売業やサービス業等においては、消費者ニーズの変化への対応、広域的な情報発

信、販路開拓等の改善により、個店の魅力を高めて事業継続や事業承継ができる事業所を増やし

ていく。同時に商店街の空き店舗などの資産を活かし、創業支援も積極的に行うことにより新た

な地域経済の担い手の増加も図っていくことで、事業所の減少に歯止めをかけ、小規模であるが

魅力ある事業所を増やしていくことで、近郊大都市圏からも交流人口を吸引できる商業の集積を

図る。 
また、医療・福祉分野の事業者に対する経営支援も拡充させることで、安心して地域で暮らせ

るための地域経済の担い手も増やしていく。 
 
○地域活性化について 

市内の農産物を使った特産品の開発や小規模事業者の販路開拓を積極的に支援することで域

外需要の獲得を図り、直方ブランドの構築を目指していく。そのためにも、生産者等が付加価値

商品開発や販売拡大の機会を積極的に取り組める環境やネットワークを整備していく。 
また、花火大会などのイベントによって、地域の住民にとどまらず北九州や福岡近郊の都市圏

からも交流人口を引き寄せ地域経済の活性化に資する活動へと進化させていく。 
   

こうした小規模事業に対する中長期的な振興の在り方を踏まえ、直方商工会議所は、小規模事

業者に気付きを促すことから始め、小規模事業者に寄り添った伴走型支援を行うとともに、各団

体や事業者、支援機関等との連携を進める役割を果たしていく。 
    
（３）経営発達支援事業の目標    
【小規模事業者支援の目標】 

小規模事業者に対して気付きを促し、事業計画に基づく企業経営を行うことで企業の持続的な

発展を支援し、それにより企業の基盤強化を進め、強い企業を増やしていく。具体的には、経営

計画に基づき課題の早期発見による対策や自社の強みを活かした創意工夫に基づく経営によっ

てビジネスを再構築し廃業をとどめて事業を持続できる活力ある小規模事業者を増やしていく。 
また、事業所数の底上げを図り、産業の集積を維持していくことを目指し、事業者の高齢化に

対しては事業承継を進め事業の継続を高めていく。併せて、新たに創業を目指す創業者に対して

も創業しやすい土壌を作る。更に、医療・福祉分野や生産者への支援を拡充することで新たな地

域の担い手を増やしていくことを目指していく。 
 

【地域活性化の目標】 
生産者や小規模事業者の商品開発・販路開拓の支援を通して、広域に販路を模索することで域

外需要の獲得を図り地域経済の活性化を図ると共にブランド化を目指していく。  
中心市街地活性化協議会の運営及び商店街振興や観光振興事業に取り組むことで、地域におけ

る交流人口を増やし地域内需要を喚起し地域経済の活性化を図っていく。 
 

以上を踏まえて商工会議所においては、より多くの小規模事業者に対して事業の再構築を促

し、意欲のある経営者に対して、経営戦略の策定や実行のために不足している部分を商工会議所

が伴走型支援により補うために必要不可欠な支援能力の向上を図ることと各指導員等の支援情

報を共有することでスキルの均一化と事業所に対する一貫した支援提供を行い、外部機関や専門

家等も含めた中での支援体制の構築を図っていく。 
 

（４）目標の達成に向けた方針 
【小規模事業者支援の方針】 
〇小規模事業者の持続化支援 

セミナーや巡回・窓口指導等を通して、より多くの小規模事業者に対して経営に対する気付き

を促すきっかけを与え、その中で意欲のある事業者とともに経営分析を行うことから始め、自社
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の強みを活かした事業計画を策定することで、需要の変化に対応した事業の再構築を行い、事業

計画の遂行においても、定期的にフォローアップを行い、他の支援機関とも連携しながら、伴走

支援することで事業の持続化を図り、後継者が魅力を持って継承できる事業にすることを進めて

いく。生産者や医療・福祉の事業者に対しても同様に積極的な支援をしていく。 
 

〇小規模事業者の事業承継支援 
セミナーや巡回時のヒアリングによって、事業承継への早めの着手を促し、事業承継を円滑に

進めていくことで廃業を抑制していく。後継者不足に対しては第三者承継や創業者による承継も

視野に入れながら福岡県事業承継ネットワークや福岡県事業引継ぎセンターと連携していく。承

継の支援には事業者の経営状況の分析や事業の磨き上げ等による事業継続も支援し可能性のあ

る事業を継続させていくことで活力ある地域経済の発展を目指す。 
 

〇小規模事業者の創業支援 
創業スクールの開催を通じて、創業に興味のある方たちに創業に対する基礎的な知識の習得と

実現性の高い事業計画の策定を支援する。また、直方市、地域金融機関その他支援機関と連携し、

「のおがた創業支援ネットワーク会議」による連携した創業支援により、創業しやすい環境づく

りとノウハウの習得を進めていく。創業後においても、ワンストップサービスで伴走支援するこ

とにより分析資料の提供、需要動向調査などの支援を行い、定着率を上げ、事業拡大を支援して

いく。そうした実績を重ねることで、起業にチャレンジする創業者を増やし地域経済の活性化を

図る。 
 
【地域活性化の方針】 

関係機関で組織する中心市街地活性化協議会による活性化策、直方市観光物産振興協会と連携

した観光振興事業による交流人口の増加策、直鞍次世代産業研究会の中で地域の強みを活かした

新サービス・新事業・新産業分野の検討策を強化していくためにも、商工会議所として積極的に

意見交換や調査事項などを活用した提案活動を行っていき各ネットワークでの情報交換を強め

ていく。 
また、小規模事業者に対する需要動向調査や商談会・展示会への出展支援、情報発信等を通じ

た販路開拓支援をすすめる中で域外需要の取込みを図り、地域ブランドの構築にも繋げていく。 

 
以上の方針に則り、当所においては、目標達成に向けて経営指導員等の支援能力の向上を図る

ために、各機関が主催する経営分析能力や生産性の向上、販路拡大支援に繋がる支援力向上のた

めのセミナーに積極的に参加すること及び専門家や先輩経営指導員との OJT により、個々の指

導員等のスキルアップを図っていく。また、支援情報をデータ管理することで情報共有し、経験

の浅い指導員等が参考にできるようにするとともにスムーズな事業所支援の引継ぎを可能にす

る体制を構築していく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

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 

 
２.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] 当地域の経済動向調査については、これまでと中小企業基盤整備機構の中小企業景況調

査(４１社) と日本商工会議所のＬＯＢＯ（早期景気観測）調査(３組合・２社)、その

他に、臨時的に福岡県からの景気動向調査や日本商工会議所からの賃金動向調査等を巡

回相談の際にヒアリングを行う程度であった。 

[課題] 中小企業景況調査については、直方エリア内に於ける地域別・規模別の集計を実施し小

規模事業者の動向を把握する。ＬＯＢＯ調査についても、業種別の組合の調査が商店

街・鉄工組合・建設組合の各 1組合だけしか実施しておらず動向を的確に把握するのに

サンプル数を増やし有効な情報を提供する。また、小規模事業者向けに地域経済分析シ

ステム(ＲＥＳＡＳ)等の産業構造マップを活用した調査分析を実施し巡回・窓口相談時

により有効活用できる資料の提供を行う。 

 

（２）事業内容 

①中小企業景況調査における小規模事業者の調査追加（拡充） 

四半期毎に行っている中小企業景況調査の対象先４１社のうち小規模事業者が２９社を占

めており、その２９社(製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス)について集計・分析を行

い、地域内の小規模事業者の経済動向の把握に努める。 

 

（調査項目） 

〇売上項目：売上高前年比、売上高先行き 

〇採算項目：採算前年比、採算先行き 

〇仕入項目：仕入単価前年比、仕入単価先行き 

〇雇用項目：従業員前年比、従業員先行き 

〇業況項目：業況前年比、業況先行き 

〇資金項目：資金繰り前年比、資金繰り先行き 

〇投資項目：設備投資の動向 

 

（調査手段・手法） 

〇いずれの項目もⅠ今期の状況、Ⅱ来期の見通しを項目（増加・不変・減少）より選択して回

答してもらう。必要に応じて専門家と相談し、調査項目を増やしていく。 

〇地区や業種の比率を考慮しながら選定した小規模事業者２９社を対象に四半期ごとに調査

票を配布する。配布方法はメール・ファックス、もしくは直接巡回しヒアリングによる。 

〇回答された項目について、ＤＩ値（業況判断指数）を集計し整理する。 

 

②ＬＯＢＯ調査対象先の追加（拡充） 

毎月行っているＬＯＢＯ調査の対象先を組合(３団体→６団体)にまで拡大し、直方市内の

経済動向の把握に努める。 
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（調査項目） 

〇売上項目：組合員全体の売上高前年比、売上高先行き 

〇採算項目：組合員全体の採算前年比、採算先行き 

〇仕入項目：組合員全体の仕入単価前年比、仕入単価先行き 

〇雇用項目：組合員全体の従業員前年比、従業員先行き 

〇業況項目：組合員全体の業況前年比、業況先行き 

〇資金項目：組合員全体の資金繰り前年比、資金繰り先行き 

   

（調査手段・手法） 

〇いずれの項目もⅠ今期の状況、Ⅱ来期の見通しを項目（増加・不変・減少）より選択して回

答。必要に応じて専門家と相談し、調査項目を増やしていく。 

〇市内の組合６団体を対象に毎月、調査票を配布する。配布方法はメール・ファックス、もし

くは直接巡回しヒアリングによる。 

〇回答された項目についてＤＩ値（業況判断指数）を集計し整理する。 

 
③地域経済分析システム(ＲＥＳＡＳ)のデータ活用による地域動向調査（新規） 

   福岡県、直方市の人口、事業所数、消費動向、流動人口、地域経済循環等について専門家を

交え、調査・分析し小規模事業者への支援を行う際に事業者への情報提供として活用する。 

また、商工会議所の小規模支援事業の計画立案についても活用していく。 

 

（調査項目） 

〇雇用関連事項：人口構成、有効求職者数、就職者の流出入状況、等 

〇産業関連事項：商品販売額、製造品出荷額、業種別生産額、等 

 〇消費関連事項：地域内総所得、地域内総支出、消費の傾向（POSデータ）、滞在人口、等 

 

（調査手段・手法） 

〇ＲＥＳＡＳを活用し地域の小規模事業者の事業活動に関連する統計の整理分析を行い、広く

事業者へ情報提供が出来るようにする。調査期間は年１回１０月実施予定 

 

（３）成果の活用 

①上記の集計結果は当所ホームページ等を通じて公表する。そのことで事業者が独自に現状把

握出来るようにし、集計結果資料を必要としている事業者についてはメールで資料を提供す

る。 
 

②中小企業調査結果とＬＯＢＯ調査結果は、経営指導員が巡回および窓口相談での経営指導に

積極的に活用すると共に、所内での情報共有を図り、経営指導員のみならず職員が小規模事

業者への相談対応に活用できるようにする。併せて商工会議所が行政等関係機関へ行う景気

対策に関する意見要望活動等にも活用する。 
 

③特に国の地域経済分析システム(ＲＥＳＡＳ)の産業構造マップ「全産業の構造」や観光マップ

「目的地分析」については、客観的な視点から、事業所や地域の現状を把握・分析し、経営計

画作成を希望する事業者に対して参考資料として提供する。 
 

（４）目標  

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度  

①中小企業景況調査【小規模

事業者分の集計分析】 

(公表回数) 

未実施 

 

4回 

 

4回 

 

4回 

 

4回 

 

4回 
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②LOBO 調査【市内全組合の集

計分析】 

(公表回数) 
未実施 12回 12回 12回 12回 12回 

③RESAS 活用による直方市の

経済動向の調査分析 

(公表回数) 

未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 
３．経営状況の分析に関すること （指標①） 
 
（１）現状と課題 

［現状］ 小規模事業者が持続的に発展して行くためには、自社の経営状況を分析し強みや弱み

を把握したうえで事業計画書を作成し経営していく事が必要だが、自ら経営状況の分

析を行う機会は少なく、実態を把握できていない場合が多い。当所では、これまで金

融申込時や経営革新、補助金申請時に必要に応じ分析を行ってきたが対象者も限られ

支援件数も少ない。また明確な分析項目も定めておらず、データ化もしていない状況

である。 
 
［課題］ 今後は、経営指導員等の巡回・税務金融等の窓口相談時や各種セミナーの開催等を通

じて、経営分析の必要性や重要性について理解を深めていただき、経営分析を行う事

で小規模事業者が自社の強みや経営課題を把握できるようになる。そのためにきめ細

やかな支援を行う。また、専門家による指導や助言が必要な場合は、筑豊地域支援協

議会、よろず支援拠点やミラサポ等の各専門家と連携して早い段階で的確な支援を行

う。 
 
（２）事業内容 

①対象事業者とその掘り起し 
〇金融・税務・労務などの窓口相談者や補助金申請者に対し経営状況についてヒアリングを行

い経営改善が必要な事業者に対し分析を行う。 
〇経営指導員等の巡回訪問時に経営の改善や事業承継において課題を抱えている事業者に事業

承継診断を行い、事業計画の策定に意欲的な事業所を抽出し、経営分析から事業計画策定へと

導く。 
〇地域の小規模事業者を対象とした個別相談会参加者の中から対象者の掘り起しを行う。  

 
②経営分析の内容 
【分析項目】 
（財務分析） 
〇成長性・収益性を把握するために、売上増加率・営業利益率 
〇生産性・効率性を把握するために、労働生産性・営業運転資本回転期間 
〇安全性・健全性を把握するために、有利子負債倍率・自己資本比率 等 
〇経年の分析と業界との比較を行い自社の経営状況の変化を把握する。 

 
（SWOT 分析） 
〇強み・弱み・脅威・機会を分析し、課題と成長ポイントをいち早くとらえるようにする 

 
【分析手法】 
〇経済産業省が企業の健康診断ツールとして公表している「ローカルベンチマーク」を活用し、

分析項目に関する各項目を入力することで小規模事業者の経営状態を定量的・定性的に把握す

る。 
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〇定量的な内容は経年比較と業界比較を行う。 
〇それらと共に SWOT 分析のフォーマットを活用し課題や機会などを明確化し把握する。 
〇経営指導員等が同様のフォーマットで分析することで分析内容の質の均一化を図る。 

    
（３）成果の活用 

〇分析結果は、当該事業者へフィードバックし、自社がどのような状況にあるのか現状を把握し

てもらい、意識の醸成を図るとともに経営改善計画や事業計画策定に活用する。 
〇課題と成長ポイントを明確化することで計画策定のための専門家派遣や計画後のフォローア

ップで適切な支援策を検討できるように活用する。 
〇所内においては、収集データのデータベース化を図り情報を共有し、当所の電子経営カルテに

入力する事で指導員等が適時に個社の状況把握ができる体制を整え経営指導員等のスキルア

ップに活用する。また類似の事業所指導における参考資料として役立てる。 
 
（４）目標 
 

 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 
経営分析件数 － 35 35 35 35 35 

 

 

４.事業計画策定支援に関すること 

事業計画を小規模事業者の目的によって、事業計画、事業承継計画、創業計画、の 3つに区分

し、目的に沿った事業計画の策定を支援する。 

   

≪事業計画の策定支援≫(拡充)   

（１）現状と課題 

[現状] これまでの当所の支援体制は経営革新計画や持続化補助金等の計画策定に限られたも

のであった。 

[課題] 事業計画策定の重要性の理解が浸透していないため、セミナー受講への導入方法を改善

した上で計画策定による経営の取り組みの重要性の理解や実践を促し取り組み事業者

を拡大していく。 

 

（２）支援に対する考え方 

これまでの当所の支援体制は、経営革新計画や持続化補助金等の計画策定に限られたものであ

ったが、それ以外の小規模事業者に対しても地域動向調査資料の提供や経営状況分析を通して、

気付きを与えることで意欲を喚起し、自社の強みを活かしたり、課題克服の方向性を見出したり

して、新たなニーズや客層に対応したビジネスモデルを再構築することで、事業の持続・発展を

目指す事業計画の策定支援を行う。 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行った事業者を対象とした事業計画（経営革新計画等）策定セミナーの開催 

〇募集方法：所報、当所 HP   

〇開催頻度：年１回開催（2時間程度×2日間） 

〇カリキュラム：（1日目）計画作りの基本、事例紹介、計画作りのポイント (2日目)演習 

〇参加者数：定員 20 名 

〇その他 ：必要に応じて専門家派遣等の個別指導を実施。地域動向調査等の資料の提供。 

 

②事業計画の策定 

【支援対象】 
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〇全体的な経営を踏まえて計画性を高めたいと考えている事業者 

〇新商品・新サービス開発や新たなビジネス分野へチャレンジする事業者 

〇業績が伸び悩みビジネスの再構築や改善が必要な事業者（拡充） 

 

【手段・手法】 

〇事業計画とアクションプランの策定（拡充） 

・行政や支援機関等が紹介する先進事例や類似事例の資料を提供し、他の支援機関や専門家と

も連携してターゲットとする市場や顧客に対して訴求する方法を検討し、事業を実現させる

ための事業計画とアクションプランの策定支援を行う。 

〇具体的な策定支援の方法 

・事業計画の策定支援については、基本的にはセミナーによる集団支援を実施し受講してもら

い、そのカリキュラムの中で指導しながら取り組めるように行う。 

・必要に応じ、セミナー受講者や個別相談の受講者に対して、経営指導員を中心とした個別支

援を実施する。 

・指導員で支援が難しい等の場合は、他の支援機関との連携や専門家を活用し対応する。 

・事業計画は、計画内容に応じて、単年度事業計画、中期計画（3-5ヵ年計画）を中心に、経

営革新計画、経営改善などの形式を検討・活用する。 

 

≪事業承継計画の策定支援≫ (新規) 

（１）現状と課題 

[現状] 小規模事業の多くが高齢化、後継者不足等、事業承継への対応が急務になっているが、

日々の業務に追われ手が回らないケースも多く、事業承継への取組がなされていない。 

[課題] これまでは事業者からの相談があれば対応であったが、支援機関としてセミナー開催、

巡回・窓口指導等、積極的に関わり事業承継に向けた早期・計画的な準備着手を促す。 

 

（２）支援に対する考え方  

福岡県事業承継支援ネットワークの構成機関として、事業者の高齢化等により事業承継を検討

する小規模事業者に対して、事業承継の方向性やスケジュールを検討する計画、第二創業を検討

する小規模事業者に対して第二創業計画の策定を支援する。また、後継者が不在な場合は、事業

引継ぎセンターとも連携して第三者承継等も視野に入れて支援を行う。 

 

（３）事業内容 

①事業承継セミナーの開催 

年 1 回、事業承継セミナーを開催し、個別相談 も取り入れ、事業承継の重要性、計画作成の

意義を周知すると共に、事業承継が必要な事業者、第二創業を検討している事業者の掘り起しを

行う。 

〇募集方法：ホームページへの掲載、会報でのチラシ同封、巡回・窓口指導時に周知 

〇回数：年 1回 

○カリキュラム：事業承継の重要性、事業承継の進め方、税制等の支援策 

 ○参加者：20 名 

〇その他：税制改正等事業承継をスムーズに行うための対策等も含む 

 

②巡回・窓口指導による事業者の掘り起し 

巡回・窓口指導を行う中で事業承継診断を実施。事業承継に関するヒアリング調査を行うこと

で事業承継に向けた準備状況の確認を行い、事業承継は早期検討が重要であることを指導し、事

業承継を検討する事業者、第二創業を検討している事業者の掘り起しを行っていく。また、廃業
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を視野に入れている事業者に対しては廃業に関する基本的な情報を提供していく。 

 

③事業承継計画の策定 

【支援対象】 

セミナー参加者、巡回・窓口指導で事業承継ヒアリング調査を行った事業者の中で以下の内容

に該当する事業者。  

〇事業承継を検討する事業者  

〇事業承継を機に第二創業を検討する事業者 

〇後継者がいない事業者 

〇廃業を検討する事業者 

 

【手段・手法】 

事業承継については、税務・法務等の専門知識が必要となるので事業承継支援ネットワークの

専門家と連携し、個別の事情に配慮しながら事業承継に向けた経営課題の把握、経営改善、経営

力強化、事業承継計画作成の支援を進めていく。 

後継者がいない場合、第三者承継等の可能性も踏まえて事業引き継ぎ支援センター等の専門機

関と連携して事業承継に向けた支援を行うことで中小企業の技術・ノウハウを継げるようにす

る。 

有用な資産を持ち廃業を検討している事業者については、専門家・専門機関と連携し廃業後も

資産が有効活用できるようにする。 

 

≪創業計画の策定支援≫（既存拡充） 

（１）現状と課題 

[現状] これまでも数年にわたり創業セミナーを実施していたが、受講してもらうことが中心

で、創業計画に必要な資料の提供やフォローアップなどが十分だったとは言えない 

[課題] 創業計画の策定支援を行うことにより地域での創業者を増やし、創業後も継続的に支援

していく事で事業の持続的発展を目指す。  

 

（２）支援に対する考え方 

創業者への支援に関しては、まず創業者の掘り起しが必要となる。その手段として、創業時に

必要な基礎知識の習得及び、具体的で実現可能な創業計画の策定を目的とした創業スクールを開

催する。受講後も継続的に個別支援ができるよう個別相談窓口を設置し創業に向け伴走型支援を

行う。周知には当会議所のホームページ、会議所ニュース、直方市広報紙、地元新聞社へ掲載を

依頼し広く広報を行う。 

 

（３）事業内容 

【支援対象】 

〇創業を目指す個人 

〇創業後間もない事業者（概ね 1年以内） 

 

【手段・手法】 

①創業スクールの開催 

創業スクールの開催により、創業者の掘り起し及び創業のための知識向上を図り、スクール

の中で創業計画の策定支援を行う。（スクールは 4日間実施） 

〇募集方法：ホームページへの掲載、会報でのチラシ同封、直方市広報紙チラシ同封 

〇回数：年 1回 
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  〇カリキュラム 

1日目 ビジネスプランの作成準備、創業のビジョンとビジネスモデル、創業者の体験談 

2日目 会計・税務の基礎知識、人材活用・労働保険の基礎知識、資金調達と公的支援制度

の活用、事業承継・後継者人材バンクについて、直方市・直方商工会議所施策説明 

3日目 マーケティングの基礎知識、資金調達・収支計画、ビジネスプランの作成 

4日目 ビジネスプランの作成、プレゼンテーション   

  ○参加者数 20 名 

 

②個別相談による支援 

創業スクール受講後も創業希望者に対し計画作り等の継続的な支援を行う。また創業スクー

ルに参加できなかった創業希望者に対しても創業計画書の策定支援及びブラッシアップを行

う。創業計画策定については、事業内容の策定、計数計画、資金繰り表等の計画策定を支援す

る。 

 

③業界動向・地域需要動向の情報の提供 

創業者の能力・技術・経験等と需要動向の検証によって新規参入を目指す市場や業種業態の

絞り込み、商品サービスの独自性の検討について支援する。 

   

（４）目標  

  現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画の策定件数 5件 10件 10件 10件 10件 10件 

事業承継計画策定件数 ― 5件 5件 5件 5件 5件 

創業スクール開催数 

(日数) 

1回 

(4日間） 

1回 

(4日間） 

1回 

(4日間） 

1回 

(4日間） 

1回 

(4日間） 

1回 

(4日間） 

創業計画の策定件数 4件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

 

５.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] これまでは、計画策定にとどまるケースや、相談のあった場合のみ対応するケースなど、

進捗状況の確認や継続的なフォローアップが不十分である。これらにより、事業計画策

定後に事業計画が形骸化する等の問題が生じている。 

[課題] 事業計画を策定した小規模事業者に対しては、定期的に巡回等により進捗状況を確認す

るともに、経営分析による見直し・検討を行い、事業計画の事業推進に向けたフォロー

アップを行うことが必要である。その中で、新たな課題が見つかった先については、専

門家や支援機関と連携して伴走型の支援・助言を行い課題解決への支援を行う。また、

職員間で情報共有を図るため、進捗状況を踏まえ実施した支援内容は、事業所ごとの経

営カルテに記録データ保管し、組織としてのフォローアップの構築も行うことが必要で

ある。 

 

（２）事業内容 

①事業計画を策定した事業者への支援(拡充)   

事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員等が概ね四半期に一度の頻度で、

巡回等による進捗状況の確認、また計画の見直しや新たな課題が発生した場合には改善策を検

討し、専門家や他の支援機関と協力しながら支援を行う。 
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【支援内容】 

〇金融融資 

・小規模事業発達支援資金融資制度等を活用した融資斡旋（拡充） 

・融資の斡旋、指導 

〇経営管理 

・巡回、TEL、窓口相談等で事業計画の進捗状況のフォローアップ（課題の早期発見と対策

等）（拡充） 

・個別機能の強化等の支援（人材育成・生産性向上・営業強化等）（拡充） 

・事業計画の見直し、更新等 

〇販売促進 

・HP、SNS、ブログ、ちらし、ポスター等を活用した情報提供、事例紹介 

・商談会、展示会等の情報提供 

〇その他 

・活用可能な補助金等の情報提供及び活用の支援 

・経営革新の策定支援 

・連携する支援機関等が主催するセミナー等の情報提供 

・専門家派遣や他の支援機関との連携した支援 

・事業所ごとの経営カルテに電子データを記録、保管による共有化 

 

②事業承継計画を策定した先への支援(新規)   

事業承継計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員等が概ね四半期に一度の頻度

で、巡回等による進捗状況の確認、税務・法務等の専門知識が必要となる場合、専門家や事業

引き継ぎ支援センター等の専門機関と連携し、個別の事情に配慮し支援を行う。 

【支援内容】 

〇金融・融資 

・小規模事業発達支援資金融資制度等を活用した融資斡旋 

・事業承継サポート保障「パートナー」制度を活用した融資斡旋（新規） 

・融資斡旋指導 

〇経営管理 

・巡回、TEL、窓口相談等で事業計画の進捗状況のフォローアップ 

・事業計画の見直し、更新等 

・後継者への経営スキルの指導 

・経済動向調査・需要動向調査の情報提供 

・「中小機構の経営自己診断システム」の利用促進(新規) 

〇専門家派遣 

・相続の相談、法人成等専門知識が必要なものについては専門家との連携支援 

〇その他 

・活用可能な補助金等の情報提供及び活用の支援 

・連携する支援機関等が主催するセミナー等の情報提供 

・連携する支援機関より講師を派遣し、会員向け無料セミナーの実施 

・M＆Ａや第３者承継については、福岡県事業引き継ぎセンターとの連携した支援 

・事業承継診断等の初期相談や診断後の個社支援については、福岡県事業承継ネットワーク

との連携した支援 

 

③創業計画を策定した先への支援(拡充) 

  創業者に対しては、計画策定後、起業するまでの身近な相談者として相談を受け、課題解決

についての対策の検討や指導助言を行っていく。また、創業後についても、策定した事業計画

をもとに事業が進んでいるかを定期的（4半期毎、事業所の状況に応じ回数を増やす）に把握
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し、計画の見直しや新たな課題が発生した場合には改善策を検討し、専門家や他の支援機関と

協力しながら自立していくように支援を行う。 

【支援内容】  

〇金融支援 

・小規模事業発達支援資金融資制度等を活用した融資斡旋（拡充） 

・融資の斡旋、指導 

〇経営管理 

・巡回、TEL、窓口相談等で定期的な営業状況の確認（拡充） 

・計数管理（売上・利益・資金繰り等） 

・財務の見方等の指導（拡充） 

・店舗指導、消費税の指導等の相談の受付（拡充） 

・経理業務の IT 化を支援 

〇販売促進 

・HP、SNS、ブログ、ちらし、ポスター等を活用した情報提供、事例紹介 

・商談会、展示会等の情報提供 

・メディアや支援機関を活用した広報の紹介（新規） 

・販路開拓支援(新規) 

・巡回、TEL、窓口相談等で販売促進活動計画状況と効果の確認（新規） 

・販促ツールの専門業者への紹介(新規) 

〇その他 

・活用可能な補助金等の情報提供及び活用の支援 

・福岡県よろず支援機関等が主催する創業者向けセミナー等の情報提供 

・専門家派遣（（独）中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポ）等を活用した他

の支援機関との連携した支援 

・日本政策金融公庫による融資相談会の利用促進 

・のおがた創業支援ネットワークとの連携した支援 

   

（３） ① ～ ③の目標 

年間のフォローアップ回数＝「計画策定対象事業者」×「四半期に１度の巡回訪問等」として

算定する。創業者に対しては、事業所の状況に応じ訪問回数を増やすが目標値は四半期に１度と

して計算する。 

 

フォローアップ 

対象事業者数 
現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定 5社 10社 10社 10社 10社 10社 

頻度（延数） 20回 40回 40回 40回 40回 40回 

事業承継計画 ― 5社 5社 5社 5社 5社 

頻度（延数） ― 20回 20回 20回 20回 20回 

創業計画策定 4社 5社 5社 5社 5社 5社 

頻度（延数) 16回 20回 20回 20回 20回 20回 

 

 
６.需要動向調査に関すること（指針③） 

 

（１）現状と課題 

[現状]  これまで、消費者ニーズの把握は経験による勘、新聞やメディアで取り上げられている

一般的なものにとどまり、特に調査は行っていなかった。そのため、小規模事業者に対

して商品・サービスに対しての的確なアドバイスができていなかった。 
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[課題] 今後は、需要動向調査を行い、事業計画策定を立てた小規模事業者に対して、市場やタ

ーゲットの絞り込みを行う際の検討資料として、また、新たに展開していこうとする新

商品・新サービスが、顧客ニーズをとらえているか、また事業計画内容と合っているか

を検証するための資料として提供し、的確な事業戦略を立案する。 

 

（２）事業内容 

①市内イベントでの調査 

市内イベント（のおがた産業まつり等）で出店販売を行い、試作段階のものを含め新商品の販

売時にモニタリング調査を行う ことで、商品開発の検討資料とする。 

  【調査対象】食品の新商品開発を行う小規模事業者 

【イベント】のおがた産業まつり（参加企業数：約 30団体・事業所、来場者数：約 2.5万人）    

【サンプル数】来場者 50人（一般消費者）  

【調査手法】来場者に新商品を試食してもらい、経営指導員等が聞取りのうえアンケートをとる。 

【分析手法】調査結果は専門家、経営指導員で分析を行う。 

【調査項目】①味 ②量 ③価格 ④見た目 ⑤パッケージ ⑥自由意見等 

【分析結果の活用】分析結果を事業者に説明し、事業者とともに商品の改良を行う。 

 

②商談会（地域中小企業支援協議会合同商談会）での調査 

商談会（地域中小企業支援協議会合同商談会）に参加しバイヤーの意見をもとに商品開発を行

う。 

  【調査対象】主として食品の新商品開発を行う小規模事業者 

【サンプル数】  3社（3社のバイヤーからの詳細な評価を得る） 

【調査手法】来場するバイヤーに新商品、試作品を試食してもらいヒアリングする 

【分析手法】調査結果は専門家、経営指導員で分析を行う。 

【調査項目】①味、②価格、③量、④見た目、⑤パッケージ、⑥取引条件 ⑦改善点の意見等 

【分析結果の活用】 分析結果を事業者に説明し、事業者とともに商品の改良を行う。 

 

③自主出展での調査 

ある程度商品開発に目途がつき自主的にイベント・展示会（FOODEX、ファーマーズマーケット

等）に出展を試みる事業者に対して、イベントや出展会場でのアンケート調査の支援を行う。 

  【調査対象】食品の新商品開発を行う小規模事業者 

【サンプル数】来場者 50人（一般消費者）  

【調査手法】来場者に新商品を試食してもらい、経営指導員等が聞取りのうえアンケートをとる。 

【分析手法】調査結果は専門家、経営指導員で分析を行う。 

【調査項目】①味、②価格、③量、④見た目、⑤パッケージ、⑥自由意見等 

【分析結果の活用】分析結果を事業者に説明し、事業者とともに商品の改良を行う。 

 

④既存店舗での調査 

  既存店舗の顧客に対しアンケートを行うことで、品揃えやサービス内容の適切さ、商品・サー

ビス内容改良や開発の検討資料とする。 

 【調査対象】小売店やサービス業者 

【サンプル数】 顧客 30人  

【調査手法】 既存顧客に店頭で用紙に記載してもらいアンケートをとる 

 【分析手法】 調査結果は専門家、経営指導員で分析を行う。 
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【調査項目】 ①商品の品揃え、②価格、③サービス内容等 

【分析結果の活用】分析結果を事業者に説明し商品・品揃え・サービス内容の見直しを行う。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①調査対象事業者 ― 2社 4社 4社 5社 5社 

②調査対象事業者 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

③調査対象事業者 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

④調査対象事業者 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

    

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  

（１）現状と課題 

[現状] 所報やホームページにおいて商談会・展示会等の開催の情報を提供するにとどまってい

た。情報提供によって展示会に参加する事業者への事前・事後のフォローが不十分であ

った。 

[課題] 今後は需要動向に基づき、事業計画を策定し、新商品・新サービスの提供を進めていく

小規模事業者に対して、積極的に 商談会・展示会等の情報提供を行い、出展に対して

伴走支援を行い、新たな販路の開拓支援 に結び付ける。 

   

（２）事業内容 

多様な顧客ニーズに合った商品開発や新たな販路開拓に取組む事業者に対して展示会・商談会

への出展支援、情報発信支援、支援先データを活用した支援先同士のマッチング支援を行うこと

で成果に結び付ける。 

①展示会・商談会への出展支援(新規) （BtoC、BtoB） 

〇日本商工会議所、県内の商工会議所、商工会、その他の支援機関等が主催する展示会、百貨

店・大手スーパー等との商談会、ビジネスマッチング商談会の情報を業種やテーマごとに区

分して小規模事業者に提供し出展支援する。  

〇出展する際には、準備段階から資料の作成、商品レイアウト、プレゼンテーション方法等の

アドバイスを行い、出展後についても商談先やバイヤーからの意見等をもとに改善を支援

し、商談 先へのアプローチ等のアドバイス（食品…FPC展示会・商談会シート作成支援等、

製造業…カタログ、HP作成支援等）を行うことで販路開拓に結び付ける。 

【イベント】福岡県よかもんフェア（参加企業数：約 50社、来場者数：約 6万人） 

【主な内容】RKBラジオまつり特設会場にて開催。展示即売並びに試食試飲を通じて一般消費者

との直接交流を図り、BtoCに向けた販路開拓に結び付ける。 

【支援対象】食品の製造及び販売業者 

【最終目標】需要開拓による販路開拓・売上増加 

【連携機関】福岡県、福岡地域中小企業支援協議会、筑後地域中小企業支援協議会、北九州地域

中小企業支援協議会、筑豊地域中小企業支援協議会、福岡県商工会議所連合会、福

岡県商工会連合会 

 

【イベント】地域中小企業支援協議会合同商談会（参加企業数：約 100 社、参加バイヤー：百

貨店、スーパー、卸業者、コンビニ、ホテル等のバイヤー約 50社） 

【主な内容】事前マッチング方式による「販路拡大」や「新規開拓」を目的とした BtoB に向け

た商談会。中小企業・小規模事業者の優れた逸品を掘り起こし認知拡大と販路拡大

を図る。 
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【支援対象】食品関係及び日用雑貨の製造及び生産者 

【最終目標】需要開拓による販路開拓・売上増加 

【連携機関】福岡県、福岡地域中小企業支援協議会、筑後地域中小企業支援協議会、北九州地域

中小企業支援協議会、筑豊地域中小企業支援協議会、福岡県商工会議所連合会、福

岡県商工会連合会 

 

②情報発信支援（BtoB、BtoC） 

〇資金面や人員に余裕がなく展示会や商談会への出展が困難な事業者に対しての販路開拓支

援として、小規模事業者の商品・サービスについての価値を的確に発信する支援を行う。 

〇HP や SNS 等を活用した事業者が自ら行う情報発信について小規模事業者と一緒になって考

える支援を行うことで販路開拓に結び付ける。 

〇マスコミに対するプレスリリースの手法等について支援を行うことでメディアへの掲載機

会の増加を図ることで販路開拓に結び付ける。 

【主な内容】（BtoB）主に製造業の事業者に対して企業間取引を意識した HP等の整備やプレス

リリースの支援を行うことで BtoBに向けた販路開拓に結び付ける。 

      （BtoC）主に小売、サービス業の事業者に対して一般消費者を意識した HP等の整

備やプレスリリースの支援を行うことで BtoC に向けた販路開拓に結び付ける。 

【支援対象】情報発信に課題を抱える事業者 

【最終目標】需要開拓による販路開拓・売上増加 

 

③支援先データを活用した支援先同士のマッチング（BtoB） 

〇事業計画策定支援等で得た情報を整理し、支援先企業同士のマッチングを図る。 

〇また、商工会議所・商工会で運営する ビジネスマッチングサイト「ビジネスモール」や中

小機構の「J-Good Tech」等への登録 を進めることで、全国的な企業への販路開拓に結び

付ける。         

【主な内容】支援先企業の強みやニーズ等の情報を経営指導員で共有しマッチングを行う。ま

た、マッチングサイト等の紹介を行い登録を勧めることで販路開拓の機会を促

す。 

【支援対象】事業計画策定支援を受け、更なる販路開拓に取組む事業者 

【最終目標】需要開拓による販路開拓・売上増加 

 

（３）目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 ①展示会・商談会への出展支援（BtoB、BtoC） 

 

展 示会へ の出展支援

（BtoC） 
― 1社 2社 2社 2社 2社 

展示会での売上高／社 ― 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

商談会へ の出展支援

（BtoB） 
― 1社 2社 2社 2社 2社 

成約件数／社 ― 1社 １社 １社 １社 １社 

 ②報発信支援（BtoC） 

 支援企業数 ― 1社 2社 2社 2社 2社 
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売上増加率／社 ― 1％ 1％ 1％ 1％ 1％ 

 ③マッチング支援（BtoB） 

 

マッチング件数 ― 2社 3社 3社 3社 3社 

新規取引先開拓件数／社 ― 1社 １社 １社 １社 １社 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

（１）現状と課題 

[現状] 直方市においては、中心市街地活性化基本計画に基づく中心市街地活性化事業や観光振

興事業として、のおがた夏まつりやチューリップフェア等のイベント事業やご当地グル

メ・観光プログラムの開発等を行ってきた。しかし、その効果は地域経済を活性化させ

るまでには至っていない。 

[課題] 今後の地域経済は人口減少により縮小傾向に進んでいくことが予想される。そのため、

域外からの集客することと域外の市場を開拓することが重要になってくる。そのため

に、これまで実施してきた事業をもとに関係者が連携して効果を上げる方策を練り、域

外需要を取り込めるような直方ブランドの確立を目指していくことが必要。 

 

（２）事業内容 

①のおがた夏まつり事業   

のおがた夏祭りは、直方市、直方青年会議所、祭礼実行委員会、交通機関、国、県を含めた

直方夏まつり実行委員会により、花火大会、追い山笠、JC まつりが同時に開催される事業で

例年来場者は 10 万人を超え、近隣各地より多くの来場者を迎える。 

のおがた夏祭り実行委員会を年 2回、その他に関係機関による運営会議を年 3回開催して、

情報や提言などの交換を実施し、直方市の知名度アップと多くの来訪者による地域の商工者な

どへの波及効果を高めていく夏祭りとしていく。 

  

②観光振興事業 

当所においては平成 21 年から 3 年間、全国展開プロジェクトを活用して観光振興事業とし

てご当地グルメ「直方焼きスパ」の開発、レトロ地区のボランティアガイド育成、体験型観光

プログラムの開発等を行った。これらの事業はその後設立された直方市観光物産振興協会に引

き継がれ、体験型観光プログラムは宮若市・鞍手町・小竹町を巻き込んだ形で進められている。   

今後も、直方市観光物産振興協会・直方市と連携しながら観光振興事業に取り組むことで交

流人口を呼び込んでいく。また、体験型観光プログラムの担い手の中にはそれをきっかけに新

たな取り組みを始めている事業者もあり、積極的に販路開拓を支援し、地域の特産品として広

域に販路を模索していく支援を行っていく。 
  

③直鞍次世代産業研究会 

直方市を含めた近隣 2市 2町（直方市・宮若市・鞍手町・小竹町）で構成される直鞍地域の

製造業の企業を中心に商業・サービス業・農業者も含めた事業者と学識者・行政及び商工会議

所・商工会で構成された研究会の中で、毎月 1回の幹事会及び例会の中で、ビジネス市場の調

査研究や今後の時代背景における新サービス・第 6次産業等の研究を通して、次世代に向けた

地域・企業の強みを生かした新サービス・新事業の検討を行っている。こうした取り組みを通

して、次世代への企業発展が維持できる政策や制度の調査研究と提言を行っていく。  
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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み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

[現状] 筑豊地域や北九州地域で開催されている自治体や近隣の商工会議所、地域金融機関等と

の情報交換を行う会議に参加し、情報交換を行っている。 

[課題] 各会議において様々な情報交換が行われているが、情報交換とともに各支援機関が特性

を生かして連携して支援を行っていくまでには達していない。 

 

（２）事業内容 

①北九州地区中小企業支援プラットフォーム連絡協議会への出席（年 1回） 

    北九州・豊前・行橋・苅田・中間商工会議所と地域金融機関、北九州産業学術推進機構で組

織される北九州地区中小企業支援プラットフォーム連絡協議会において、情報交換及び支援ノ

ウハウの情報交換や連携した支援を行っていく。 

 

②筑豊地域中小企業支援協議会への出席（年 2回、幹事会年 12回） 

    福岡県飯塚中小企業振興事務所、筑豊地域の商工会議所・商工会・自治体、信用保証協会、

日本政策金融公庫、中小企業振興センター、団体中央会で組織された同協議会において、経営

支援モデル事業を実施し、連携した支援を行うとともに支援ノウハウの共有化を図る。また、

毎月開催される幹事会において、情報共有と連携支援を進めていく。 

 

③のおがた創業支援ネットワーク会議への出席（年 1回） 

  直方市、地域金融機関、日本政策金融公庫、中小企業大学校、直鞍情報・産業振興協会で組

織された同会議において、当所が開催する創業スクールでの連携とその後の創業や創業後の支

援について連携して行えるように各支援機関の支援策について情報共有を行うことでワンス

トップサービスによる創業支援を進めていく。 

 

  ④筑豊七商工会議所連合会 小規模事業事務連絡協議会への出席（年 12回） 

    筑豊地域の飯塚・田川・豊前川崎・宮若・嘉麻・中間・直方の 7つの商工会議所で組織され

ている筑豊七商工会議所連合会で毎月開催されている小規模事業事務連絡協議会の中で、各所

が行っている支援策や有効であった支援内容等、小規模事業における様々な情報交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   

（１）現状と課題 

[現状] 従前からの経営指導においては記帳指導や融資斡旋が中心であり、事業計画の策定にお

いても経営革新計画及び補助金申請時における計画策定など限定的なものである。ま

た、指導員等の能力や経験値もまちまちであるため指導レベルにも差がある。 

[課題] 経営課題が多様化しているため、指導員等のレベルアップが必要になっている。そのた

め、支援能力開発のためのセミナーや専門家との OJTにより個人のスキルを向上させる

とともに、ノウハウや情報を共有できる体制を構築することが必要である。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 
経営発達支援計画においては、経営分析能力・ヒアリング能力・販路拡大支援につながる能

力が重要になってくる。そのため、日本商工会議所、福岡県商工会議所連合会、中小企業基盤

整備機構等が主催する経営分析能力及び生産性向上・販路拡大支援につながる支援力向上のた

めの外部講習会等を積極的に活用して経営指導員等のスキルアップを図っていく。 
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②支援のノウハウの共有 

    各経営指導員が個社に対する支援状況の報告会を定期的に行い、課題と支援策を共有すると

ともに、今後の支援策について意見を出し合い支援体験を共有する。指導経験の浅い指導員・

補助員等については、経営指導の現場への帯同や同行訪問を行うことでノウハウを蓄積しスキ

ルアップにも繋げていく。 
 

③専門家との同行によるＯＪＴ 
    連携する専門家の指導を受ける際に担当指導員が同行し、専門家のヒアリング技術や企業分

析の視点、事業計画の構成等を参考にしてスキルアップを図っていく。 

   

  ④支援情報の共有化 

     支援内容については当所業務管理システムの経営カルテに入力することで、電子データとし

て管理することができ、事業所毎の支援状況を確認することができる。職員は自由にこのデー

タにアクセスすることができ、各事業所の支援状況を確認することができ、引継ぎを行う場合

においても容易に引き継ぐことが可能になる。また、経営分析結果や事業計画については、い

つでも閲覧できるように会議所のサーバー内の共有ファイルに事業所毎にデータ保存して管

理する。 

 

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 

 

（１）現状と課題 

[現状] 事業評価及び見直しについては、事業年度終了後に総務委員会、正副会頭会議において

事業報告をもとに行われ、常議員会、総会において承認されている。 

[課題] 現状の事業評価は内部体制のみであり、外部からの意見を取り入れる体制がない。ＰＤ

ＣＡ サイクルをうまく回していくためには外部有識者を含めた事業評価と見直しを検

討していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

毎年、事業年度終了後に事業評価を行う。事業評価については、税理士、中小企業診断士、

福岡県飯塚中小企業振興事務所、中小企業大学校、日本政策金融公庫等の外部有識者を交えた

検討会を開催し、その結果をホームページに掲載し、小規模事業者がいつでも閲覧できるよう

にする。また、検討会の指摘をもとに計画の見直しを行い、次年度以降の事業計画に反映する

ことでＰＤＣＡを回していく。 
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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４月現在） 

（１） 組織体制 

 

           専務理事 

 

           事務局長 

 

          中小企業相談所 

 

 

      経営相談課      産業政策課 

 

経営指導員 3名    経営指導員  2名 

     補助員   1名    補助員    2名 

     記帳指導員 2名    記帳指導員  1名 

                 記帳指導職員 1名 

 

 

 

（２）連絡先 

 

直方商工会議所  

  福岡県直方市殿町 7番 50号  直方商工会議所ビル 2階 

  TEL0949-22-5500 FAX0949-25-0471 

  E-mail info@nogata-cci.or.jp 

    URL    http://www.nogata-cci.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nogata-cci.or.jp
http://www.nogata-cci.or.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） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額      

 

2 地域の経済動向

調査事業(中小企

業景況調査) 

 

3 経営分析に関す

る事(セミナー・

専門家派遣) 

 

4-1 事業計画セミ

ナー（個別指導含

む） 

 

4-2 事業承継セミ

ナー（個別指導含

む） 

 

4-3 創業スクール 

 

5 計画策定後の支

援に関すること

（4に含む） 

 

6 需要動向調査に

関すること 

 

7 新たな需要の開

拓（専門家派遣、

旅費等） 

 

Ⅲ-2 経営指導員

等の資質向上に

関すること（セミ

ナー等参加費・旅

費等） 

 

Ⅲ-3事業評価（外

部専門家謝金） 

107 

 

 

 

300 

 

 

 

612 

 

 

 

150 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

185 

 

 

324 

 

 

 

500 

 

 

 

  

 

150 

107 

 

 

 

300 

 

 

 

612 

 

 

 

150 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

185 

 

 

324 

 

 

 

500 

 

 

 

  

 

150 

107 

 

 

 

300 

 

 

 

612 

 

 

 

150 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

185 

 

 

324 

 

 

 

500 

 

 

 

  

 

150 

107 

 

 

 

300 

 

 

 

612 

 

 

 

150 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

185 

 

 

324 

 

 

 

500 

 

 

 

  

 

150 

107 

 

 

 

300 

 

 

 

612 

 

 

 

150 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

185 

 

 

324 

 

 

 

500 

 

 

 

  

 

150 

（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 

国・県補助金、市補助金、会費、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 

 

【 のおがた創業支援ネットワーク会議 】 

 

創業スクール・融資相談・専門家派遣等創業に向けた効果的かつ具体的な支援を連携して行う 

連携者及びその役割 

 

直方商工会議所    ：創業スクール、創業相談 

直方市        ：ワンストップ窓口の設置、創業支援施策の提供 

 中小企業大学校    ：人材育成、専門家派遣 

 直鞍情報・産業振興協会：マッチング・コーディネート支援、インキュベート施設 

 日本政策金融公庫   ：創業サポートデスク、創業資金相談 

 市内金融機関     ：融資相談 

（福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡中央銀行、福岡ひびき信用金庫） 

 

 

連携体制図等 

 

           

 

       

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

直方市 
 

創業希望者 
創業者 

中小企業大学校直方校 

直鞍情報・産業振興協会 

日本政策金融公庫 
 

市内金融機関 
・福岡銀行 

・西日本シティ銀行 

・北九州銀行 

・福岡中央銀行 

・福岡ひびき信用金庫 

直方商工会議所 
○創業スクールの開催 
○創業者への個別支援 

ワンストップ窓口 

のおがた創業支援 

ネットワーク会議 

連携して支援 創業スクール受講 
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連携する内容 

 

【 北九州地区中小企業支援プラットフォーム連絡協議会 】 

 

北九州市及び近隣地域の商工会議所・金融機関・支援機関による連絡協議会。 

中小企業支援についての情報共有及び支援の連携について情報交換を行う。 

連携者及びその役割 

 

商工会議所 ：北九州商工会議所、中間商工会議所、行橋商工会議所、苅田商工会議所、 

豊前商工会議所 

金融機関  ：北九州銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、福岡ひびき信用金庫、 

三井住友海上火災保険㈱   

 支援機関  ：（公財）北九州産業学術推進機構 

 

連携体制図等 

 

           

 

              

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

北九州地区 

中小企業支援 

プラットフォーム 

連絡協議会 
 

 

商工会議所 
直方商工会議所、北九州商工会議所、

中間商工会議所、行橋商工会議所、 

苅田商工会議所、豊前商工会議所 

 

（公財）北九州産業学術推進機構 
 

三井住友海上火災保険㈱ 

 

金融機関 
福岡銀行、西日本シティ銀行 

北九州銀行、福岡ひびき信用金庫 

・支援事例等の情報提供 
・連携支援の検討 

・支援事例等の情報提供 
・連携支援の検討 
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連携する内容 

 

【 筑豊地区中小企業支援協議会 】 

 

創業から、その後の成長・発展まで、地域における中小企業・小規模事業者への支援を強化する

ため、地域の各支援機関が連携して取り組む体制を構築する。 

・創業セミナーや創業塾の合同開催、受講者のアフターフォロー 

・支援機関の連携による個別支援の強化 

・物産展・商談会・経営セミナーの合同開催 

・経営革新計画の実行支援 

・事業者や認定支援機関を対象としたセミナーの合同開催 

連携者及びその役割 

事務局   ：福岡県飯塚中小企業振興事務所 

商工会議所 ：直方商工会議所、飯塚商工会議所、田川商工会議所、嘉麻商工会議所、 

豊前川崎商工会議所、宮若商工会議所 

 商工会   ：福岡県商工会北九州・筑豊広域拠点、小竹町商工会、鞍手町商工会、若宮商工会、

嘉麻市商工会、飯塚市商工会、桂川町商工会、香春町商工会、糸田町商工会、 

福智町商工会、添田町商工会、大任町商工会、赤村商工会 

支援機関  ：福岡県団体中央会、福岡県中小企業振興センター、中小企業基盤整備機構九州支部、

よろず支援拠点 

金融機関  ：福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、飯塚信用金庫、

田川信用金庫、福岡県中央信用組合、九州興銀信用組合、商工組合中央金庫、日本

政策金融公庫、福岡県信用保証協会  

 専門家団体 ：福岡県中小企業診断士協会、九州北部税理士会、福岡県弁護士会筑豊部会 

 行政    ：直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、 

添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、 

連携体制図等 
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連携する内容 

【 事業承継計画策定及び実施支援 】 

・事業承継セミナー 

・事業承継計画の策定に対する専門家としての支援 

・第三者承継・Ｍ＆Ａに関する指導 

・後継者人材バンクの活用 

連携者及びその役割 

福岡県事業承継ネットワーク・ 

  事業承継の課題について専門家による支援をもとに事業承継計画の策定についても連携して支

援していく。 

福岡県事業引継ぎ支援センター 

第三者承継やＭ＆Ａ等の案件については事業引き継ぎ支援センターに引き継ぎ連携して支援し

ていく。また、当所は「後継者人材バンク」の連携創業支援機関に登録しており、創業支援の中

で登録を希望する起業家を紹介する。 

 

連携体制図等 
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専門的支援 
親族・従業員承継 

ヒアリングに

よる課題把握 
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連携者                             （平成 30年 11月 1日現在） 

氏名又は名称 住所 役割 

福岡県飯塚中小企業振興事務所 

所長 栗原 智幸 
福岡県飯塚市吉原町 6-12 

施策情報提供、専門家派遣、 

広報支援 

福岡県中小企業団体中央会  

筑豊支所  

支所長 中島 元 

福岡県飯塚市吉原町 6-12 情報交換、広報支援 

公益財団法人  

福岡県中小企業振興センター 

代表理事 桑野 龍一 

福岡県博多区吉塚本町 9-15 
専門家派遣、販路開拓支援、

情報提供 

福岡県よろず支援拠点 

チーフコーディネーター 

佐野 賢一郎 

福岡県博多区吉塚本町 9-15 専門家派遣、情報交換 

福岡県事業承継ネットワーク 

ブロックコーディネーター 

廣門 和久 

福岡市博多区博多駅前 2丁目 9-28 事業承継支援 

福岡県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者 奥山 慎次 
福岡市博多区博多駅前 2丁目 9-28 事業承継支援 

直方市 

市長 壬生 隆明 
福岡県直方市殿町 1-1 事業補助、創業施策 

中小企業大学校 直方校 

校長 奥田 裕二 
福岡県直方市永満寺 1463-2 人材育成、講習会等連携 

直鞍情報・産業振興センター 

ADOX福岡 

センター長 木原 耕治 

福岡県直方市大字植木 1245-2 
マッチング・ 

コーディネート支援 

N-biz直鞍ビジネス支援センター 

 センター長 岡田 高幸 
福岡県直方市大字植木 1245-2 販路開拓支援 

公益財団法人 

北九州産業学術推進機構 

 理事長 松永 守央 

北九州市若松区ひびきの 2-1 情報交換 

日本政策金融公庫 八幡支店 

支店長 伊藤 浩司 
北九州市八幡西区黒崎 3-1-7 創業支援、融資斡旋 

福岡県信用保証協会 筑豊支所 

支所長 髙木 範道 
福岡県飯塚市吉原町 6-12 融資斡旋、経営改善支援 

福岡銀行 直方支店 

支店長 平川 毅 
福岡県直方市須崎町 17-12 創業支援、融資斡旋 

西日本シティ銀行 直方支店 

支店長 南里 吉昭 
福岡県直方市山部 244-13 創業支援、融資斡旋 

福岡中央銀行 直方支店 

支店長 末永 好嗣 
福岡県直方市殿町 4-1 創業支援、融資斡旋 

北九州銀行 直方支店 

支店長 青木 豊大 
福岡県直方市湯野原 2丁目 8-12 創業支援、融資斡旋 

福岡ひびき信用金庫 直方支店 

支店長 古川 正和  
福岡県直方市古町 11-7 創業支援、融資斡旋 
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