
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
中間商工会議所（法人番号 5290805004906） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 福岡県、中間市、地域金融機関、その他支援機関と連携し、市内全体の事業所の伴

走型支援の徹底を図るとともに、小規模事業者の経営力向上と市内創業者の創出及び

事業承継の増加を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

    各種調査を活用した地域の経済動向を調査し、広報誌又はＷＥＢサイトで周知

するほか、小規模事業者に対して情報を提供し事業計画策定役立てていく。具体

的事業は次の通り。 

   ①地域経済指標の収集・分析・整理・提供 ②地域雇用情勢の収集・分析・整

理・提供 ③地域金融情報の収集・分析・整理・提供 ④CCI LOBO調査（商工会

議所早期景気観測調査） 

２．経営状況の分析に関すること 

   自社の経営状況について自己評価を行うように誘導をし、問題点を改善する必

要がある事業者に対し個別相談を行い、経営分析の実施へと導いていく。事業内

容、財務内容をヒアリングした情報に基づき経営分析を行い、分析結果から導き

出された経営課題を小規模事業者に示し今後の経営計画の策定に活かす。 

３．事業計画策定支援に関すること 

   各種調査の分析結果を踏まえ、需要を見据えた小規模事業者の事業計画を支援

する。具体的事業は次の通り。 

    ①事業計画策定支援 ②創業支援 ③経営革新支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業計画の実施支援として、巡回等による進捗状況の確認とフォローアップ小

規模事業者に寄り添った伴走型で行う。 

５．需要動向調査に関すること 

   小規模事業者の販売商品、提供役務の需要動向を調査し小規模事業者に対して

情報を提供するほか、公開可能なデータは広報誌またはＷＥＢサイトで周知し事

業計画策定に役立てていく。具体的事業は次の通り。 

   ①小規模事業者（個社）を対象にとした需要動向調査の実施  

   ②地域における新規出店情報調査の実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   小規模事業者の売上増加を図るため、展示会や商談会、インターネットの商取

引サイトを活用した支援を行う。また、メディアや観光客への情報提供、「なか

まブランド」の申請支援を行い、市内事業所を広く知ってもらうための取り組み

を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

   地域資源を活かしたイベントを実施し、対外的に当域の知名度アップや交流人

口の増加を図ることにより、当域に限らず周辺地域も巻き込んで活性化を図る。 

連絡先 

中間商工会議所 中小企業相談所 

〒809-0036 福岡県中間市長津１丁目７－１ 

TEL 093-245-1081  FAX093-245-6166  E-mail main@nakama.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．地域の現状 

（１）中間市の概要 

中間市は福岡県の北九州地域に位置し、北九州市と遠賀郡、鞍手郡に接してい

る東西 6.98キロメートル、南北 4.45キロメートル、面積 15.96平方メートルほ

どの小さな市である。 

 

ほぼ中央には市を東西に二分

するかたちで遠賀川が流れてお

り遠賀川流域の直方平野に位置

していることから、古代より稲作

が盛んにおこなわれ、弥生時代の

農耕文化の伝わりの指標となっ

た「遠賀川式土器」など農耕文化を伝える遺物が多数出土している。市域の北九

州市側となる東側は、なだらかな丘陵を背景に閑静な住宅街と商業地などが形成

し、人口の 9割が集中している。また、西側の広々とした平野部には田園風景が

広がるとともに、工業団地などが立地している。 
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中間市は工場の誘致を積極的に行っているが、炭鉱の鉱害により土地の地盤が

悪く、工場建設に多くの費用が掛かることから、企業が進出し難い状況となって

いる。 

当地域は明治末期に石炭が発見され、国の重要なエネルギー源となった筑豊炭

田の一翼を担い、炭鉱の町として栄えた。昭和 30 年代に入り、国のエネルギー

施策の転換により炭鉱は閉山に追い込まれたが、隣接の北九州市が鉄の街として

栄えたため、北九州市のベッドタウンとして人口が増加し、商業地としても発展

してきた。しかし、昭和 50 年代に入り北九州市の産業を支えた鉄鋼業の生産縮

小化に伴い北九州工業地帯の減退、また全国的な出生率の低下による少子高齢化

も始まり、当地域の人口は昭和 60年の 50,294人をピークに減少が続いており、

現在は 41,808人（平成 27年国勢調査）となっている。 

 

一方で、市域は小さいながらも、衣・食・住を地域内ですべて賄うことができ、

住宅街や工業団地、社会インフラがコンパクトにまとまっていることから「ちょ

うどいい生活宣言都市 なかま」をキャッチコピーとして今年度から活動してい

くことが決定した。また、平成 27年に日本で 15番目の世界文化遺産となった「明

治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石

炭産業」の構成要素の 1つとして、当地域の「遠

賀川水源地ポンプ室」が選定されている。隣接

する北九州市へのアクセスも容易というメリ

ットもあることから、今後は交流人口の増加が

期待されている。 

 

（２）地域産業の概要 

中間市の産業構造は、総生産額としては第３次産業が圧倒的に多く 80％以上を

占めている。就業人口は農業を中心とした第１次産業は極わずかである。近隣都

市では直方市の産業構造と類似しているが、総生産額の規模で見ると直方市の約

半分程度である。 

区分 総生産額（百万円） 割合 就業人口 割合 

第 1次産業 165 0.2% 135 0.8% 

第 2次産業 16,451 18.8% 5,340 31.4% 

第 3次産業 69,859 80.0% 11,517 67.8% 

税・関税 799 0.9% N/A N/A 

合計 87,274 99% 16,992 100% 

参照先：福岡県庁 広域地域振興課福岡県在住定住ポータルサイト(H24 年データ) 

 

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

人口 50,294 49,353 48,036 46,560 44,210 41,808 

男 24,010 23,182 22,343 21,555 20,428 19,374 

女 26,284 26,171 25,693 25,005 23,782 22,434 

増減率 － -1.9％ -2.7％ -3.1％ -5.0％ -5.5％ 
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②工業 

  製造業、建設業、運輸業については、ほぼ横ばいか若干伸びてきている。 

 

    
 

一方でこれらの業種は経営者の高齢化が進み、事業を如何にして承継させるか

が重要であるが、後継者不足や第三者への事業譲渡についての理解不足などによ

り事業承継ができずに廃業を余儀なくされる危険性がある。新卒の就職状況は売

り手市場にあり、少子高齢化社会到来により今後もこの傾向は続いていくものと

思われ、地元に戻って親の事業を引き継ぐ若者は減少していくことが予測される。 

工業での課題は、今の事業をより魅力的なものとして革新する、もしくは安定

して利益が得られるように収益性や財務体質を改善するなどを行うことにより企

業価値を高め、事業承継を行い易いようにすることである。 

 

③観光業 

 かつて他の地域から当域を訪問する目的は、中心市街地でのショッピングや飲

食、娯楽などを愉しむためであった。中心街の近くには JRが通っており、また、

大型店ではパーキングスペースも十分に確保しており、交通の便も良く、買い物

客で賑わった。しかし、近隣に大型のショッピングモールができ、商業地として

の優位性が失われてきており街としての新たな優位性を築く必要がでてきてい

る。その手段の 1 つとして取り組む必要があるのが観光業である。当域は炭鉱町

として栄えた歴史があり、また、前述のように H27 年に世界文化遺産に登録され

た「遠賀川水源地ポンプ室」も観光資源として期待できる。現在は未だあまり効

果的な活用ができていないが、今後、人を呼び込むことができる資産である。 

一方で、観光客を呼び込むためには飲食業が充実している必要があるが、現状

は事業数が減少傾向にある。 

 

 

平成16年 平成18年 平成21年 平成24年 平成26年
製造業、建設業、運輸

業事業者数
300 291 348 317 313

従業員数 3,534 3,219 3391 3117 2830

0
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1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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製造業、建設業、運輸業事業者数及び

従業員数の推移
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げることができる。そのためには、創業時とか融資時、決算時というような単独の事象

への対応に限ることなく、事業者の多様な状況において発生する課題を解決するための

伴走型支援を行うことである。いわば、事業者の事業運営において体験する「コト」に

対する支援に重点をおいた活動に取り組む必要がある。また、本計画においての支援対

象は当域の小規模事業者として、当会会員に限らず、当域すべての小規模事業者に対し

て実施するものである。 

 このような状況において当会議所では本事業において、次の課題を解決するものとす

る。 

 

①当域における各産業が抱える以下の課題を解決する 

 １．商業においてはどのようにすれば開業率が廃業率を福岡県並に上回れるか 

 ２．工業においてはどのようにすれば個社の企業価値を高めることができるか 

３．観光業においては飲食店の魅力作り、観光地としての回遊性の促進、地域特産 

品の開発にどのように取り組めばよいか 

②非会員に対してどのようにすれば有効な支援を行っていけるか 

 当域内の事業者数は 1,512、これに対して会員数は 677 である。小規模事業者に限

って言えば 1,399の事業者に対して 580であり、圧倒的に非会員の方が多い。しかし、

非会員は関係性が構築されていないため、支援の糸口がつかみにくい。従って、非会

員との間で如何にして関係性を築き、個別対応ができるようにするかが課題である。 

③限られた人的資源をどのように活用すれば最大の効果が得られるか 

 当会議所の経営指導員は 4名と限られている。この 4名のメンバーで 1,399小規模事

業者の支援を行っていくためには、小規模事業者のニーズを把握し、情報提供や各活動

の援助をどのようにすれば効率的、効果的に行えるのかを考え、対処していく必要があ

る。 

 

３．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

中間市は今年度より、「ちょうどいい生活宣言都市なかま」をキャッチコピーとして、

住宅街や工業地域、社会インフラがコンパクトにまとまった魅力ある都市を発信してい

くとしている。市としての長期ビジョンは公表されていないが、5ヵ年計画としてH27

年度に策定された第4次総合計画では、時代に適応した産業の振興として活力と賑わい

のある都市づくり、安定した雇用創出、働きやすい環境づくりを掲げており、この取り

組みは当市の基本的なテーマとして今後も継続していくものと思われる。 

このように住みやすい街「なかま」を目指して、当会議所のこれから10年後の長期的

ビジョンとして、次の取組みを行っていく。 

・職住が隣接した住みやすい都市づくりのために商工観光業発展に寄与 

 ・充実した個店が集まる活気あふれる街づくりのために小規模事業者を支援 

・国内国外から認知される都市となれるようなかまブランドの確立に貢献 

 

 このビジョン実現に向けて、小規模事業者が自らの強みや地域環境の特性を生かし事

業の成長拡大を図ることが重要である。従って、当会議所はこれらの事業者が多様な局

面において発生する課題を解決していけるように伴走支援することにより実現を支援

していくことが使命であると考えている。企業は、創業、資金調達、経営革新、経営改
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善、販路開拓、新商品・サービスの開発、事業承継、廃業等、企業のライフサイクルに

おいて転換期となるようなイベントが発生する。当会議所では、これらのイベントに対

して情報提供、状況についての分析に基づく的確な支援や活動の機会の提供等臨機応変

に対応していくことが、小規模事業者に対する振興のあり方と考えている。 

 

４．本計画の目標と方針 

福岡県、中間市、地域金融機関、その他支援機関と連携し、市内全体の事業所の伴走

型支援の徹底を図るとともに、小規模事業者の経営力向上と市内創業者の創出及び事業

承継の増加を目標として事業計画の策定等による「売上の向上」「利益の確保」の取り

組みを支援する。 

 

①現事業者の活性化 

（１）目標 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定数 10 15 20 20 20 20 

（２）方針 

 商業・工業・観光業に携わる小規模事業者個社に対して事業計画策定、新たな需要

の創出や異業種連携のコーディネートによる新商品・サービス開発を支援する。また、

事業承継が必要な事業者を発掘し、円滑な事業承継が行えるように支援することによ

り廃業率の低下を図る。 

 

②新規産業の創出 

（１）目標 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業支援者数 15 30 30 40 40 40 

経営革新計画認

定事業所数 
2 3 4 4 4 4 

（２）方針 

 創業・第二創業、経営革新など新たな事業展開に対する促進活動や事業計画書策定

の支援を行うことにより、当域での新規産業の創出を実現する。 

 

③地域資源の有効活用と「なかまブランド」の確立 

（１）目標 

 新製品・サービス開発にあたり、年間5件以上、「なかま」ブランドとして認定を受

けることを目指す。 

（２）方針 

 小規模事業所が新規製品・サービスを開発するにあたり、世界遺産や当域の地形、

歴史、地域資源の活用を提案し、地域特産品としてなかまブランドの認定を受けるた
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めの支援を行う。 

 

④街全体の活性化に資する取組み 

（１）目標 

 既存事業として運営してきたなかまはしご酒大会、やっちゃれ祭の継続的実施に加

え、なかまフットパスやバス釣のメッカとされる遠賀川を利用した新たなイベントの

企画に取り組む。 

（２）方針 

 地域資源を活かしたイベントを実施し、対外的に当域の知名度アップや交流人口の

増加を図ることにより、当域に限らず周辺地域も巻き込んで活性化を図っていく。 

 

⑤支援体制の強化 

（１）目標 

 人的資源の教育、ノウハウの共有、支援のための仕組みづくりを充実させ、より多

く小規模事業者に対して経営力向上に貢献する。 

（２）方針 

 内部体制の整備、職員の資質向上を図り、支援の実効性を向上させる取り組みを行

うことにより、当域の小規模事業者全体に対して支援活動を展開していく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 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】 

各種調査を活用した地域の経済動向を調査・分析を行い、小規模事業者の実態を 

把握するとともに、支援が必要な業種等、地域における課題を抽出する。これらの

調査結果を基に経営状況分析、事業計画策定および新たな需要開拓支援につなげて

いく。また、調査結果は広報紙またはＷＥＢサイトで周知する。 

 

① 地域経済指標の収集・分析・整理・提供（新規事業）【指針③】 

（事業内容） 

定期的に公表されている、福岡県内の経済動向（福岡県企画・地域振興部調査

統計課調べ）、福岡県内経済情勢報告（福岡財務支局調べ）、法人企業景気予測

調査（福岡財務支局調べ）、景気ウォッチャー調査（内閣府政策統括官調べ）、

中小企業景況調査（中小機構調べ）の各データを毎月1回収集・分析しデータベー

スに整理し所内で情報の共有化を図る。整理したデータで公開可能な情報は当所

広報紙、またはＷＥＢサイトで周知するほか、小規模事業者に対して情報を提供

し事業計画策定に役立てていく。 

 
（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域経済指標の収

集・分析・整理・

提供（回数） 
0回 12回 12回 12回 12回 12回 

 

② 地域雇用情勢の収集・分析・整理・提供（新規事業）【指針③】 

（事業内容） 

最新の地域雇用情勢は重要な経済指標であることを念頭に置き、定期的に公表

されている、雇用失業情勢、賃金情報・バランスシート（福岡労働局調べ）の各

データを毎月1回収集・分析しデータベースに整理し所内での情報の共有化を図

る。整理したデータで公開可能な情報は当所広報紙、またはＷＥＢサイトで周知

するほか、小規模事業者に対して情報を提供し事業計画策定に役立てていく。 
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（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域雇用情勢の収

集・分析・整理・

提供（回数） 
0回 12回 12回 12回 12回 12回 

 

③ 地域金融情報の収集・分析・整理・提供（新規事業）【指針③】 

（事業内容） 

地域金融情報は企業の資金繰り状況や設備投資意欲など多くの情報を含んでお

り、地域経済の動向を読み解くうえで重要な指標となることから、当所で取り扱う

融資制度の斡旋・貸付データに加え、定期的に公表されているマンスリーデータメ

ール（福岡県信用保証協会調べ）や日本政策金融公庫八幡支店の融資データを四半

期ごとに収集・分析しデータベースに整理する。整理したデータは当所広報紙、ま

たはＷＥＢサイトで周知する。 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域金融情報の収

集・分析・整理・

提供（回数） 
0回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

④ CCI LOBO調査（商工会議所早期景気観測調査）（新規事業）【指針③】 

（事業内容） 

商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を 

全国ベースで調査し、その集計結果を当所広報紙及びＷＥＢサイトで広く提供して

いく。さらに小規模事業者に対して情報を提供し事業計画策定に役立てていく。 

・調査対象企業：10社 

・実施時期：毎月実施（年12回） 

・調査項目：売上高の前年比及び先行き、採算の前年比及び先行き、仕入単価の 

前年及び先行き、従業員数の前年比及び先行き、業況の前年比及び 

先行き、資金繰の前年比及び先行き、以上の項目についてＤＩ値 

（業況判断指数）を集計。 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

CC1 LOBO 調査集

（商工会議所早期

景気観測調査）（回

数） 

0回 12回 12回 12回 12回 12回 
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 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【目的】 

 自らが経営状況についてしっかり分析を行うという取り組みをできるだけ多く

の事業者に浸透させていく。小規模事業者は、自社分析や客観的な判断が苦手の

ため成り行き経営に陥りやすい。自社の強みや何が顧客に支持されているのか、

もしくは不満に感じているか、更に現状のビジネスモデルの評価などを行い、経

営課題を発見して頂く。 

 

 【現状の取り組み】 

現状の経営分析は、主に倒産の恐れがある事業者からの相談を受け事業再生支

援に取り組む際、現状の問題点の把握や課題の整理のために行うことが多かった。

また、補助金申請や融資申し込み時にも経営分析が必要なため支援をしていたが、

いずれの場合も用途が限られており支援件数も少なく、明確な分析項目等も定め

ていなかった。更に、分析結果に基づき経営計画策定へ移行するような手順はな

く、分析データの有効活用も考慮されていなかった。 

 

【方針】 

当域の小規模事業者に対して、自社の経営状況について自己評価を行うように

誘導し、経営上の問題点を改善する必要がある事業者に対して個別相談を行い、

経営分析の実施へと導いていく。経営分析は独自に作成した分析シートを使って

行うことにより経営指導員の作業効率を高め、更に所内での情報共有化を図り易

くなる。また事業再生支援など高度で専門的な分析が必要と判断した場合は、各

種専門家へ分析を依頼する。分析結果は報告書の形で事業者へ提供し、事業を持

続的に発展するためには事業計画の策定が必要なことを提案していく。これらの

取り組みについて、個社への巡回訪問、窓口相談をベースとして、広告やチラシ、

ホームページ及び他の支援機関とのネットワークを通じて広報していく。 

 

 【事業内容】 

① 経営分析ニーズの掘り起こし（新規事業） 

 小規模事業者が自ら経営分析に取り組むことは殆ど無いため、まずは小規模事

業者に対し経営分析の必要性を理解して頂くことが重要である。そこで当所では、

経営状況について簡単に自己評価できるチェックシート形式の用紙を、個別相談

申し込みを兼ねたチラシとして作成し小規模事業者へ配布する。配布は、経営指

導員の巡回・窓口相談、各種講習会を通じて行うほか、当所のホームページから

もダウンロードできるようにする。また、市役所、図書館等の公共機関や他の支

援機関でもチラシをおいて頂くことにより、会議所の会員以外にも広く支援対象

者を広げることができる。自己評価の項目はローカルベンチマークの指標を参考

に、財務と事業の状況を手軽に評価できるようなものを作成する。 

自己評価の結果を回収し、更なる分析が必要と当所が判断した事業者は、経営

分析の支援へと移行する。 
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②経営分析支援（既存事業改善） 

 （１）小規模事業者への支援内容 

 「①経営分析ニーズの掘り起こし」によって当所が経営分析の必要性があると

判断した事業者に対し、巡回訪問や窓口相談の形で支援を行っていく。事業内容、

財務内容をヒアリングした情報に基づき経営状況を分析し、結果を事業者に対し

て経営分析報告書の形で提供する。 

 また、従来から実施してきた以下の経営支援についても、可能な限り同様のプ

ロセスを適用していく。 

 

１）事業再生支援 

事業再生支援は現状、倒産の恐れのある小規模事業者から相談を受け、経営

状況の分析から問題点の把握、事業再生までを支援している。現状の課題は、

倒産の恐れのある小規模事業者への周知であると考えており、そのためは経営

の自己評価から分析へと進める手順が有効である。事業再生案件に関しても、

経営分析の必要性をＷＥＢサイト、チラシ、ポスター等で周知していく。 

事業再生が必要との判断に至った場合は、これまで通り弁護士、公認会計士、

税理士、中小企業診断士に経営分析を依頼する。主な分析項目は、「経営不振

に陥った原因」の究明である。分析結果から導き出された問題点は小規模事業

者に示し、今後の経営再建計画の策定に活かしていく。また今後同様の相談を

受けた際に的確なアドバイスができるように、経営分析データは当所内で共有

する。 

経営的に見込みのある事業者については再建の方策を講じ、また再生が困難

な事業者については円滑な整理を図ることにより、倒産に伴う地域の社会的混

乱を未然に防止する。 

 

２）補助金申請、経営革新申請、金融申込の支援 

 これらの取り組みは事業計画の策定が必要となるため、単に申請書を作成す

るのではなく、第１ステップとして、分析シートを用いて経営分析を行うこと

により、事業計画の有効性が確認できることをアドバイスする。 

 

３）税務相談支援 

今までの税務相談については確定申告の支援が中心であり、経営分析につい

ては行っていなかった。今後は経営分析を行えば、今まで気がつかなかった潜

在的な問題点や課題も見えてくることを説明し、経営分析の支援に結び付けて

いきたい。小規模事業者が問題意識を持ち、経営分析の有用性を説明すること

で、経営改善に向けた意識の醸成へと繋げる。 

 

 （２）経営分析の手法 

 財務分析、商圏分析、ABC分析等の各種経営分析手法を活用して分析のフレーム

ワークとなる経営分析シートを独自に作成する。これにより分析項目が統一され、

当所内で情報の共有化が容易になる。また、分析の手順をマニュアル化しておく

ことにより、経営指導員等の育成も図ることができる。経営分析シートの作成に
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ついては中小企業診断士や税理士など専門家のアドバイスを頂きながら完成させ

る。 

主な経営分析の手法： 

１）内部分析 

財務面（収益性、安全性、生産性）、事業面（ビジネスモデル、ABC分析、

原価率推移、顧客ニーズ、固定客・新規顧客動向など）、経営資源（人材、

設備、知的財産等）の情報により、企業の強み、弱みを抽出 

２）外部分析 

 マクロ環境（主に地域の経済動向調査分析した情報）、ミクロ環境（競合

環境、立地環境、顧客ニーズの変化等）により機会と脅威の抽出 

３）ＳＷＯＴ分析 

外部分析、内部分析により抽出した機会、脅威、強み、弱みをベースにSWOT

分析を行い、企業が取り組むべき課題を抽出 

 

 ③経営分析資料のデータベース化（新規事業） 

 経営分析は分析シートの形でフォーマットを統一することにより容易にデータ

ベース管理が行える。また、当所の電子経営カルテに登録することにより、個社に

対する伴走型のライフサイクル支援を可能とする。今後、実績が増えるに従って、

情報は財産として蓄積されていき、個人のノウハウを組織のノウハウとして管理し

ていくことができる。尚データは、アクセス制限をつけて、厳重に情報セキュリテ

ィ管理されたサーバーに保存する。 

 

④経営分析資料の活用（新規事業） 

経営分析結果は報告書として事業者へ提供し、今後の経営戦略に役立てて頂く。

また、次のステップとして取り組んで頂きたい持続的発展のための事業計画書の策

定の動機づけとする。 

当所としての活用は、分析シートは個社の伴走型支援のための経営カルテとして

利用する他、担当以外の経営指導員も支援できるように情報共有を図る。また、指

導員の教育資料としても利用する。 

 

【目標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析 

事業者数 
10 25 30 35 35 35 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

上記１．地域の経済動向調査、上記２．経営状況の分析、下記５．需要動向調査

の分析結果等を踏まえ、需要を見据えた小規模事業者の事業計画策定を支援する。

具体的事業は次の通り。 
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① 事業計画の策定支援（既存事業改善）【指針②】 

（現状での取り組み） 

（１）巡回・窓口相談、各種講習会の開催等を通じて事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起こしを行い積極的に策定支援を行っている。 

（２）小規模事業者持続化補助金等の各種補助金申請時に事業計画の策定支援を行っ

ている。 

（３）融資申し込みの際の資金繰り計画作成支援を行っている。 

（４）創業者に対する創業計画作成支援を行っている。 

 

（本計画における改善点） 

現状、小規模事業者が自ら事業計画の策定を行うというのは稀で、まずは小規模

事業者に対し事業計画の重要性を説いていくのが課題となる。そこで中間商工会議

所では巡回・窓口相談を中心に事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを

行っていき、その小規模事業者の経営課題を解決するため、上記１．地域の経済動

向調査、上記２．経営状況の分析、下記５．需要動向調査の分析結果等を踏まえ、

事業計画の策定を支援する。専門家によるアドバイスが必要な場合は、各種専門家

派遣事業（北九州地域中小企業支援協議会、中小機構 九州、ミラサポ事業、よろず

支援拠点事業）を活用し専門家と連携し伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者

の持続的発展を図ることを目標とする。なお上記取り組みに加え平成27年度創設の

日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の周知・活用にあたっ

ての事業計画策定支援も行っていく。 

 

（目標） 

小規模事業者へ事業計画の重要性を認識させ、計画策定を支援することにより、

事業の持続的発展を図る。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定数 7 15 20 20 20 20 

 

② 創業支援（既存事業改善）【指針②】 

（現状での取り組み） 

（１）「創業スクール」を開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支

援を行うことにより創業支援を行っている。 

（２）創業希望者に対する創業者向け融資の斡旋、創業促進補助金の申請、個人事業

主の税務署への各種届出を支援している。法人設立等、専門的な内容については

各種専門家派遣事業（北九州地域中小企業支援協議会、中小機構 九州、ミラサ

ポ事業、よろず支援拠点事業）を活用し専門家と連携し支援している。 

（３）創業後は巡回・窓口指導による金融相談、税務相談等の個別フォローアップに

より伴走型の支援を実施している。 

 

 



１７ 
 

（本計画における改善点） 

商工会議所が創業支援を行っていることを周知することが課題であると考えて 

おり、そのためＷＥＢサイト、チラシ、ポスター等で周知を図っていく。中間市の

事業者数は年々減少傾向にあることから、創業希望者に対し上記１．地域の経済動

向調査、上記２．経営状況の分析、下記５．需要動向調査の分析結果等を踏まえ、

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、さらにその創業者

が持続的発展を図ることを目標とする。 

 

（目標） 

創業希望者が安心して相談できる窓口機能を充実させ、地域における創業者を増

やし地域経済の活性化を図る。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業スクール開

催数（日数） 
1回 

（10日間） 
1回 

（10日間） 
1回 

（10日間） 
1回 

（10日間） 
1回 

（10日間） 
1回 

（10日間） 

創業支援者数 15 30 30 40 40 40 

 

③ 経営革新支援（既存事業改善）【指針②】 

（現状での取り組み） 

巡回・窓口相談、各種講習会の開催等を通じて経営革新計画策定を目指す小規模

事業者を掘り起こし、専門家と連携して積極的に策定支援を行い、福岡県への認定

申請を支援している。 

（本計画における改善点） 

巡回・窓口相談を通して、経営革新計画の重要性を小規模事業者に理解してもら

い事業の経営革新を推進するため、上記１．地域の経済動向調査、上記２．経営状

況の分析、下記５．需要動向調査の分析結果等を踏まえ、経営革新計画の策定、さ

らに福岡県への認定申請を支援する。専門家によるアドバイスが必要な場合は、各

種専門家派遣事業（北九州地域中小企業支援協議会、中小機構 九州、ミラサポ事業、

よろず支援拠点事業）を活用し専門家と連携し伴走型の指導・助言を行い、小規模

事業者の持続的発展を図ることを目標とする。 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営革新計画認

定事業所数 
2 3 4 4 4 4 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

上記３．事業計画策定支援で作った事業計画を確実に実施するため、巡回等によ

る進捗状況の確認とフォローアップを小規模事業者に寄り添った伴走型で行う。具

体的事業は次の通り。 
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① 事業計画の実施支援（既存事業改善）【指針②】 

（現状での取り組み） 

上記、３-①事業計画の策定支援、３-②創業支援、３-③経営革新支援で策定した

計画について次の実行支援を行っている。 

（１）計画策定後は国、県等が行う支援策を周知しフォローアップを実施している。

（２）計画を策定した小規模事業者に対しては巡回訪問により進捗状況の確認を行う 

とともに指導・助言を行うなど伴走型支援を行っている。 

 

（本計画における改善点） 

上記、３-①事業計画の策定支援、３-②創業支援、３-③経営革新支援で計画を  

策定した事業者に対しては、巡回・窓口相談、国、県等が行う支援策の周知を通し

て、伴走型支援による実施支援を行う。専門家によるアドバイスが必要な場合は、

各種専門家派遣事業（北九州地域中小企業支援協議会、中小機構 九州、ミラサポ事

業、よろず支援拠点事業）を活用し専門家と連携し伴走型の指導・助言を行い、小

規模事業者の持続的発展を図ることを目標とする。課題は小規模事業者が計画通り

に実行できるかどうかで、中間商工会議所としては平成27年度創設の日本政策金融

公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」等、融資の斡旋による資金面での支

援、専門家と連携した計画の見直しなどにより計画実行を支援していきたい。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画実行支援 7 60 80 80 80 80 

創業計画実行支援 15 40 40 40 40 40 

経営革新計画実行

支援 
2 12 16 16 16 16 

  ※計画を策定した事業者 1 件当たり年間 4 回（3 カ月に 1 回）の実行支援を目標と

する 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

大多数の小規模事業者は、自らが販売する商品や提供する役務の需要動向調査は

行っておらず、経験に基づく勘や、取引業者からの情報、マスコミ等の情報を基に

商品の品揃えや役務の提供を行ってきた。当所でも体系的な需要動向調査は行って

いないのが現状である。消費者の要求が益々厳しくなっている今、小規模事業者の

持続的発展を支援するためには、需要動向を迅速に把握し、その情報を小規模事業

者に提供することが課題となっている。 
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（改善方法） 

上記の課題を解決するため、今後は小規模事業者（個社）を対象とした需要動向、

業種別の需要動向、地域消費者の需要動向、新規出店情報について調査を行い、調

査結果を小規模事業者に提供し今後の商品開発、品揃え、役務の提供、及び事業計

画策定に役立てる。具体的事業は次の通り。 

 

（事業内容） 

① 小規模事業者（個社）を対象とした需要動向調査の実施（新規事業）【指針③】 

（目的） 

個社支援を行う小規模事業者の販売する商品や提供する役務、及び開発予定

の新商品や新たに提供を始めようとする役務が、消費者の需要を満たしている

かどうかを調査し、消費者の需要を満たすために必要な商品・役務等は何かを

小規模事業者に対し明確に示すために実施する。 

 

（調査方法） 

（１）日本経済新聞社の有料ＷＥＢサービス「日経テレコン」を活用。 

（２）経営情報出版社が発行する書籍「業種別業界情報」を活用。 

（３）日経ＢＰ社が発行する「日経トレンディ」を活用。 

（４）開発予定の新商品や新たに提供を始めようとする役務の需要について 

は、上記調査方法では対応できないため、各種専門家派遣事業（北九州地 

域中小企業支援協議会、中小機構 九州、ミラサポ事業、よろず支援拠点事 

業）を活用し適切な専門家と連携しながら調査・分析を行う。 

 

（調査項目） 

（１）「日経テレコン」による調査項目 

・公的機関の統計データやＰＯＳの売れ筋ランキング 

・市場調査やアンケート調査及び調査会社のレポート 

（２）「業種別業界情報」による調査項目 

・最近の業界動向 

・業界の特性 

・業界のトレンド及びノウハウ 

・市場規模 

・今後の課題、将来性 

（３）「日経トレンディ」による調査項目 

・ヒット商品のトレンド 

・ヒット商品の予測 

・消費者の視点 

（４）各種専門家派遣事業による調査項目 

・開発予定の新商品や新たに提供を始めようとする役務の需要 

 

（頻度） 

小規模事業者（個社）の経営分析を行う際、同時に実施する。 
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（提供方法） 

調査・分析結果は小規模事業者（個社）に直接提供する。 

 

（活用方法） 

調査・分析したデータはデータベースに整理し、同業種が調査対象となった場

合、迅速に対応できるように所内で情報の共有化を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

小規模事業者（個

社）を対象とした

需要動向調査の実

施事業者数 

0 5 8 10 10 10 

※経営分析を行った事業者全ての需要動向調査を実施する 

 

② 地域における新規出店情報調査の実施（既存事業改善）【指針③】 

（目的） 

  地域の需要バランスに影響を与える新規出店の情報を調査・収集し、情報を小

規模事業者に対し迅速に示すために実施する。 

 

（現状での取り組み） 

  大型店の新規出店情報は福岡県からの情報提供で把握。それ以外の新規出店情

報は日々の巡回時に新店舗の建設現場や看板等で情報を得ているほか、企業と商

工会議所をつなぐパイプ役として活動している、中間商工会議所の小規模企業振

興委員の連絡会議、及び日頃の活動における情報提供において把握している。収

集した新規出店情報は所内で情報の共有を図っている。 

 

（本計画における改善点） 

  今後は情報の収集先も範囲も広げ、収集した情報は所内で共有するだけでなく、

小規模事業者の個社支援に積極的に活用する。また大型店の新規出店情報につい

ては広く周知を図っていく。具体的内容は次の通り。 

 

（調査項目） 

  中間市内及び周辺の新規出店情報（業種、店舗規模、場所、開店時期等） 

 

（調査方法） 

  これまで通り福岡県からの情報収集、日々の巡回時と小規模企業振興委員から

の情報収集に加え、各種団体・組合、商店会等に聞き取り調査を行う。 

 

（調査結果の提供方法） 

  大型店の新規出店情報は当所広報誌で周知するほか、当所ＷＥＢサイトから福
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岡県ＷＥＢサイトへのリンク設定により広く周知する。それ以外の新規出店情報

は不確実な情報も含まれている恐れがあるため、個社支援を行う際の情報提供に

留める。 

 

（活用方法） 

  収集した新規出店情報は周知するだけでなく、個社支援を行う小規模事業者の

商品構成、役務内容に対するアドバイス資料、更には経営計画を立てる際の基礎

資料とする。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

行政、各種団体・

組合、商店会等へ

の聞き取り調査

（回数） 

12回 12回 12回 12回 12回 12回 

小規模企業振興委

員連絡協議会の開

催（回数） 
2回 2回 2回 2回 2回 2回 

 

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】 

【目的】 

多くの小規模事業者にとって事業計画の目標を達成するためには売上拡大が重

要となる。需要調査を行った結果に基づき、新規市場進出、販路開拓、新たな顧

客の創出、新商品・サービスの開発・提供など、売上拡大となるための活動の場

を提供する。 

 

 【現状と課題】 

    小規模事業者に対する販路開拓支援として、県内の中小企業支援機関等が開催

する各種展示会・商談会等への参加案内、商工会議所が運営する商取引サイトの

活用、グルメマップの制作、地域特産品の開発を行っている。しかし、展示会・

商談会のアフターフォローが不充分であったり、グルメマップの情報の鮮度が保

たれていなかったため効果は薄かった。 

 

【方針】 

市内の事業者減少に歯止めをかけ活性化させるため、卸・小売業や飲食業等の

市民生活に密着した産業の販路開拓支援を重点的に行う。小規模事業者の事情に

合わせ、展示会や商談会、インターネットの商取引サイトなどの活用を支援する。

特に出展前後のフォローを積極的に行っていく。また、メディアへの情報提供や

グルメマップによる観光客への飲食店情報の提供、地域特産品の開発・「なかま

ブランド」の申請支援を行い、市内事業所を広く知ってもらうための取り組みを

行う。 
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 【事業内容】 

① 販路開拓支援事業（既存事業改善）【指針④】 

（１）展示会、商談会の参加支援 

   県内で開催される展示会や商談会の情報を収集分析し、業種ごとに対応した

ものに分類し案内を行い、より成果が上がるよう出展の支援を行う。また、出

展前は、展示する商品構成や商品説明、ブースのレイアウトなどについて、出

店後は商談会で名刺交換したバイヤーや来場者に対し礼状やサンプル等を送

付し、早期に商談に移行できるよう出展者へ適切な助言やアドバイスを行う。 

 

（２）情報発信支援 

     小規模事業者等の商品やサービスを、メディアに取り上げてもらうことで費

用をかけずに大きなＰＲ効果が期待できる。メディアにとりあげてもらうため

には積極的なメディアへの情報提供はもとより、話題性や社会性が求められる

他、事業、商品、ブランドの持つ価値を的確に伝える必要があるため、小規模

事業者と経営指導員等がブラッシュアップを行う。 

    

（３）インターネットを利用した販路開拓支援 

展示会・商談会への出展が困難な事業者や展示会・商談会以外にも販路開拓

を求める小規模事業者に対して、ビジネス・マッチング・ステーションや商工

会議所運営の商取引サイトを活用した事業展開を支援する。これらのサイトで

は、ＷＥＢ上で取引先を検索し商談まで行うことができる。また、登録企業は

簡易なホームページを作成することが出来、このサイトを利用して自社の紹

介、商品・製品のＰＲを行い、新たな購買機会の増大を図る。 

 

（４）グルメマップの制作 

         平成27年7月に明治日本の産業革命遺産群を構

成する「八幡製鐵所遠賀川水源地ポンプ室」が世

界遺産に登録され、観光客の誘致を積極的に行っ

ている。しかし、それ以外に強力な集客力を持つ

観光施設が無く、通過型の観光となっているのが

現状である。そこで、グルメマップを制作し、観

光客へ飲食店の情報を提供することで、滞在時間

を延ばし消費を拡大させる取り組みを行う。定期

的な情報収集を行うことにより、情報の鮮度を保

っていく。 
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（５）地域特産品の開発支援 

中間市は旧産炭地で、炭鉱の閉山後は北九州市の

ベットタウンとして発展した街であり、地域を代表

するような産業もなく、特産品と呼べるような商品

が無かった。しかし「八幡製鐵所遠賀川水源地ポン

プ室」が世界遺産に推薦されると決まった頃より、

特産品の開発を求める機運が高まり、本格焼酎「中

間郷」や地ビール「なかまのびーる」、炭酸飲料「な

かまのサイダー ～なかっぱの初恋苺味～」などの特

産品の開発を中間市世界遺産推進室観光政策課と共

同で行い市内の飲食店や商店で販売を行っている。

今後も市内及び近郊で収穫された産品を市内事業所

で加工を行う、農業の6次産業化を推進し、市内の事

業者による特産品の開発支援を継続して行う。また、

市内事業所が手掛けた特産品を「なかまブランド」

としての申請するための支援や、広く知ってもらう

ための活動を積極的に行う。 

 
     ※中間ブランドとは…中間市世界遺産推進室観光政策係が認定 

する市内事業所が手掛けた商品 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

展示会・相談会参加支援数       

 
参加事業者数 3 5 7 10 15 15 

商談成立事業者数 1 2 3 5 7 8 

プレスリリース支援 未実施 2 2 3 3 4 

ホームページ作成支援       

 
新規作成事業者数 7 8 10 15 20 30 

商談成立事業者数 0 2 5 7 10 15 

グルメマップの更新 - 1 - 1 - 1 

中間ブランド化支援数 未実施 5 5 5 5 5 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 ① なかまはしご酒大会の実施（既存事業改善） 

   （現状での取り組み） 

    中間商工会議所、中間商工会議所青年部、中間

市、中間飲食組合で組織された「はしご酒大会実

行委員会」を開催し、地域活性化、交流人口の拡

大、新規顧客の獲得を目的とした、「なかまはし

ご酒大会」の実施内容について検討をしている。

「なかまはしご酒大会」は毎年9月に開催してい

る。 

 

   （本計画における改善点） 

    中間商工会議所では、「なかまはしご酒大会」

を開催することにより、市内外の方々に飲食店を

知ってもらい、地域活性化つなげていきたいと考

えている。また、毎年参加店舗を増やし、1度参

加した方でも、2度、3度と参加し楽しめるような

内容としていく。 

 

   （目標） 

    はしご酒大会に参加してもらい、市内外の方に中間市にある飲食店について知

ってもらうことにより、交流人口を増やし地域活性化につなげていく。 

 

② グルメマップの制作（既存事業改善） 

    （現状での取り組み） 

        平成27年7月に明治日本の産業革命遺産群を構

成する「八幡製鐵所遠賀川水源地ポンプ室」が世

界遺産に登録され、観光客の誘致を積極的に行っ

ている。しかし、それ以外に強力な集客力を持つ

観光施設が無く、通過型の観光となっているのが

現状である。そこで、グルメマップを制作し、観

光客へ飲食店の情報を提供することで、滞在時間

を延ばし消費を拡大させる取り組みを行っている。 

 

   （本計画における改善点） 

    掲載情報の質と量の充実が課題となっているため、定期的な情報収集を行うこ

とにより、情報の鮮度を保っていきたいと考えている。 

 

   （目標） 

    通過型の観光から滞在型の観光へとシフトさせ、中間市への観光客を増やし地

域の活性化につなげていく。 
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 ③ お土産品の開発（既存事業改善） 

   （現状での取り組み） 

    中間市は旧産炭地で、炭鉱の閉山後は北九州市のベッ

トタウンとして発展した街であり、地域を代表するよう

な産業もなく、お土産品と呼べるような商品が無かっ

た。しかし「八幡製鐵所遠賀川水源地ポンプ室」が世界

遺産に推薦されると決まった頃より、お土産品の開発を

求める機運が高まり、本格焼酎「中間郷」や地ビール「な

かまのびーる」、炭酸飲料「なかまのサイダー ～なか

っぱの初恋苺味～」などのお土産品の開発を中間市世界

遺産推進室観光政策課と共同で行い市内の飲食店や商

店で販売を行っている。 

   （本計画における改善点） 

    今後も地域の産品を活かしたお土産品の開発を継続的に行っていく。 

    

（目標） 

    中間市のお土産品という認知度を高め、定着をさせていく。 

 

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の情報交換に関すること 

（現状での取り組み） 

（１）（株）日本政策金融公庫八幡支店と地域経済における景気動向、融資動向等 

に関する勉強会、意見交換会を開催している。(年2回) 

（２）福岡県、商工会議所、商工会、日本政策金融公庫、中小企業診断士で連携を 

とり支援を行っている、北九州地域中小企業支援協議会で、支援ノウハウの情 

報交換を行っている。(年12回) 

  （３）商工会議所、商工会、金融機関、北九州産業学術推進機構等で構成されてい 

る北九州地区プラットフォームで、意見交換及び支援ノウハウの情報交換を行 

っている。 

  （４）筑豊地区の7商工会議所で構成されている、筑豊地区七商工会議所連合会の 

    中小企業相談所長会議にて、新たな支援施策や各種支援についての情報交換を

行っている。(年12回) 

  （５）若松税務署管内税務推進協議会において、所得税・消費税の確定申告、年末

調整、e-Tax等についての情報交換を行っている。(年1回) 

 

（本計画における改善点） 

  小規模事業者に対し効果的な支援を行うためには、専門知識を有する他の支援 

機関や他地区の商工会議所や商工会との連携が不可欠と考えており、引き続き上記

の取り組みを行っていきたい。なお連携により得られたノウハウ等を商工会議所内

でいかに共有し活用していくかが課題となるが、必要に応じて随時内部会議を行

い、職員間でノウハウの共有を図っていきたいと考えている。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状】 

    経営指導員等の資質向上の取り組みに関しては現在、福岡県商工会議所連合会 

が主催する各職種階層別研修、中小企業大学校が主催する専門研修に年1回以上参

加している。しかし、支援経験豊富な職員と経験が浅い若手職員、まだ指導員研

修を受講していない補助員や記帳指導員の間に経営分析やヒアリング能力にスキ

ルの差がありこれを埋めていくことが課題である。 

   

【目的】 

経営指導員を始めとして当所職員全員に対して、効率よく、的確な教育を行う

ことにより、当所全体として支援力の向上を図る。また、支援ノウハウについて

は事業者に対して継続的に支援していくために、当所内で資産として蓄積されて

いくような仕組みの構築を行う。 

 

【方針】 

職員教育はオフジョブとオンジョブで実施する。オフジョブ教育は、各種講習

会、研修会への参加と当所において実例を題材にワークショップ形式で経営分析

や経営支援のやり方を学習する。オンジョブ教育は、専門家派遣を利用して経営

指導員等も同行して経営分析に必要な情報のヒアリングの方法を学習する。 

個社に対しての支援実績は電子カルテとして保管し、定期的に実施する情報交

換会にて支援実績を報告することにより情報共有化を図ると同時に、経験の浅い

職員に対する教育の場として、実例を題材に支援の手順などの説明や意見交換な

どを実施する。当所で得られた情報については、所内での情報共有化を図ってい

く。将来的に、職員の個別スキルはスキルマップを作成して管理していきたい。 

 

【事業内容】 

伴走型支援を行う小規模事業者に対し、担当する職員で支援内容に差が出ないよ

う、経営指導員等の資質向上を図る。 

   

（既存事業拡充） 

（１）各種研修会への職員の参加 

福岡県商工会議所連合会では毎年、経営指導員等のスキルアップを図るため 

に階層別の研修会を開催しており、経営指導員をはじめとする全職員が参加する。

これらの研修により経営支援に必要な知識を学ぶ。また、創業、事業計画作成、

販路開拓など、より専門的なスキルについては、中小企業大学校が開催する支援

機関向けの専門コースなどを受講し専門的スキルの向上を図る。 

これらの研修会に参加した職員は、受講後所内にて全職員を対象に、受講内容

の報告を実施し、共有化を図る。 

   

（２）ＯＪＴの実施 

  小規模事業者に専門家派遣を行う場合は、必ず経営指導員等が1人以上同行し、

小規模事業者に対する専門家の指導、説明、質問などの仕方を直接学び、ヒアリン
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グを行うための知識を習得する。また、経験が浅い職員については、窓口指導及び

巡回指導時において、ベテラン経営指導員とともに同席同行し、指導や助言の方法、

情報収集や分析のやり方を学ぶなどＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を目指

す。 

 

（３）支援情報の共有化による資質向上 

    全職員で定期的（月1回）情報交換会を開催。その間の経営支援事例や進捗状  

 況について報告を行う。その中で、お互いの指導内容についてのアドバイスを 

 行い、支援内容を高いレベルで平準化するとともに、経営指導員等のスキルアッ 

プを図る。 

 

（４）経営分析力の向上 

経営指導を行った実績を題材に経験が浅い経営指導員や補助員、記帳指導員を

対象に経営指導員見習い研修を行う。ワークショップ形式で実際の支援を経験さ

せることにより、経営分析や支援を行うためのスキルの向上を図る。 

 

（５）支援情報の管理 

  職員が支援した内容については、支援の都度、当商工会議所の電子経営カルテ 

 に、いつ、どのような相談があり、どのような支援を行ったかを入力し、小規模事

業者に対する支援内容を職員間で共有し、担当者が変わった場合でも一貫した支援

を可能とする。また、支援した内容について、誰が見ても分かるよう、小規模事業

者ごとにファイリングを行い、ひな形を用いて進行状況、指導状況の記録をとり職

員がいつでも閲覧できる形で保管する。 

 

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 

（現状での取り組み） 

（１）中間商工会議所正副会頭会議において、事業の実施状況を報告し、評価・見

直しの方針を決定している。 

（２）中間商工会議所監査（決算監査）において事業の実施状況及び成果について

評価・検証を行っている。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、中間商工会議所常議員会、通常

議員総会へ報告し、承認を受けている。 

 

（本計画における改善点） 

事業の評価についての課題は外部評価の導入で、中間商工会議所では上記の評

価・検証に加え、年に1度、外部有識者（非会員）の中小企業診断士にも評価・検

証を依頼する。また、事業の成果・評価・見直しの結果について、広報誌やＷＥ

Ｂページで公表を行う。 
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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 11月現在） 

（１）組織体制 

 ・事業を実施する人員～経営指導員 4名、補助員 2名、記帳指導員 2名 

 ・中間商工会議所全体の組織～経営指導員 4名、補助員 2名、記帳指導員 2名、 

パート職員 1名、合計 9名 

 

（２）連絡先 

 中間商工会議所 中小企業相談所 

 〒809-0036 福岡県中間市長津１丁目７－１ 

 TEL 093-245-1081 

 FAX 093-245-6166 

 URL http://www.nakama.cci.or.jp/ 

  E-mail  main@nakama.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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 8,090 8,590 8,090 8,590 8,090 

 

調査広報費 

 

創業スクール事業費 

 

講習会開催費 

 

販路拡大支援事業費 

 

金融対策事業費 

 

記帳、税務個別指導費 

 

施策普及費 

 

はしご酒大会開催費 

 

お土産品開発費 

 

グルメマップ制作費 

 

中小企業大学校研修費 

1,700 

 

1,200 

 

1,000 

 

350 

 

100 

 

240 

 

50 

 

3,200 

 

100 

 

500 

 

150 

1,700 

 

1,200 

 

1,000 

 

350 

 

100 

 

240 

 

50 

 

3,200 

 

100 

 

 

 

150 

 

 

1,700 

 

1,200 

 

1,000 

 

350 

 

100 

 

240 

 

50 

 

3,200 

 

100 

 

500 

 

150 

 

 

1,700 

 

1,200 

 

1,000 

 

350 

 

100 

 

240 

 

50 

 

3,200 

 

100 

 

 

 

150 

 

 

 

1,700 

 

1,200 

 

1,000 

 

350 

 

100 

 

240 

 

50 

 

3,200 

 

100 

 

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・市補助金、会費、各種手数料収入 

 

（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４－１） 

 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 

・経営分析及び経営計画書作成支援  

・経営に関する法律手続きなどの専門相談 

・経営支援策に関すること      

・資金繰り、事業計画立案に関すること 

・商談会、展示会に関すること 

・需要動向等各種調査に関すること 

連携者及びその役割 

 

【福岡県】県知事 小川 洋 

福岡市博多区東公園 7-7 TEL092-651-1111 

・支援施策等県情報の収集、行政主導商談会に係る連携 

 

【中間市】市長 福田 浩 

中間市中間 1-1-1 TEL093-244-1111 

・創業支援連携、地域活性化支援連携、需要動向調査等に係る情報提供 

 

【中小企業庁（ミラサポ）】長官 安藤 久佳 

東京都千代田区霞が関 1-31-1 TEL03-3501-1511 

・ミラサポによる情報提供、専門家派遣 

 

【北九州地域中小企業支援協議会（北九州中小企業振興事務所）】会長 前田 勝裕 

北九州市小倉北区城内 7-8 福岡県小倉総合庁舎 3F TEL093-588-1071 

・事業計画策定、取引・販路拡大、創業支援に係る連携 

 

【福岡県よろず支援拠点】理事長 佐野 賢一郎 

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6F TEL092-622-7809 

・取引・販路拡大、経営改善等に関する専門的経営相談に係る連携 

 

【独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部】九州本部長 山地 禎比古 

福岡市博多区祇園町 4-2 サムティ博多祇園 BLDG 

・事業計画策定支援、販路開拓支援、専門家派遣による連携 

 

【一般社団法人福岡県中小企業診断士協会】会長 槇本 健司 

 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10F TEL092-624-9677 

 ・事業計画策定支援、販路開拓支援、専門家派遣等に係る連携 
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【九州北部税理士会若松支部】支部長 近藤 邦雄 

 遠賀郡水巻町頃末南 3-19-25 サラダボール南 2-2 

 ・税務関係の専門的相談、事業計画に係る資金繰りに係る連携 

  

【株式会社日本政策金融公庫八幡支店】支店長 吉村 伸明 

北九州市八幡西区黒崎 3-1-7 

・事業計画遂行に係る資金繰り及び計画書作成に係る連携 

 

【福岡銀行中間支店】支店長 大石 聡 

中間市上蓮花寺 1-2-1 TEL093-245-0281 

・事業計画遂行に係る資金繰り及び計画書作成に係る連携 

 

【西日本シティ銀行中間支店】支店長 太田 勝浩 

中間市上蓮花寺 1-1-5 TEL093-245-0581 

・事業計画遂行に係る資金繰り及び計画書作成に係る連携 

 

【遠賀信用金庫】支店長 村田 昌彦 

中間市中央 5-6-18 TEL093-245-0287 

・事業計画遂行に係る資金繰り及び計画書作成に係る連携 

 

【福岡ひびき信用金庫】支店長 波多野 禎昭 

中間市太賀 1-2-2 TEL093-244-1311 

・事業計画遂行に係る資金繰り及び計画書作成に係る連携 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間商工会議所 

小規模事業者 創業予定者 

・中小企業庁（ミラサポ）    ・北九州地域中小企業支援協議会 
・よろず支援拠点       ・中小企業基盤整備機構九州本部 
・福岡県中小企業診断士協会  ・九州北部税理士会若松支部 
・日本政策金融公庫 八幡支店  ・福岡銀行 中間支店 
・西日本シティ銀行 中間支店 ・遠賀信用金庫 中間支店 
・福岡ひびき信用金庫 中間支店 
      
  

・福岡県  
・中間市 

 

・相談者の掘起し 

・経済動向調査 

・事業計画策定支援 

・新たな商品の開発支援 

・伴走型のフォローアップ 

・事業継承支援 ・専門家派遣 

・創業者の募集 

・創業計画書策定支援 

・創業スクールの案内 

・専門家派遣 

・伴走型のフォローアップ 

・地域経済活性化連携 

・観光資源情報の共有 

・創業支援連携 

・商談会、展示会による販路拡大 

・事業継承 ・専門家派遣 

・金融支援 ・研修 
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