
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 佐賀市南商工会（法人番号 8300005005865） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目  標 

（１）伝統的地場産業を中心とした小規模事業者の育成・経営力強化 

個者支援による更なる経営力の向上や経営改善、創業者や後継者の育成等によ

る事業の持続的発展を実現する。特に、伝統的地場産業である諸富家具におい

ては、新商品の開発や販路拡大による持続的な産地の活性化を図る。 

（２）観光振興の展開による地域経済の活性化 

地域資源を活用した佐賀市南部地区モデルの観光を打ち出し、消費者を回遊さ

せ、交流人口を増やすことで観光ビジネスの機会を創出し、観光消費の拡大を

図る。 

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 

中小企業景況調査の実施や行政や他機関の調査を活用した経済環境や動向の

把握、地場産業の実態調査による業界の実態把握に努め、情報整理し提供する

とともに、事業計画策定、商品開発や新たな販路開拓等の支援に活用する。 

２.経営状況の分析に関すること 

実数分析、比率分析を行い事業所の定量的な経営状況の把握に努める。また、

外部環境の機会・脅威や内部環境の強み・弱みなどを整理し、事業所の経営課

題を抽出するとともに事業環境変化に対応した経営の方向性を検討する。 

３.事業計画策定支援に関すること 

セミナーを開催し、課題解決に向けた事業計画の必要性を伝え作成につなげ

る。策定にあたっては、策定状況や内容が解るように様式の統一を図り、常に

職員間で情報共有に努める。また、専門家派遣事業等の活用や連携機関の指導

助言を仰ぎながら課題解決に繋げる。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

「フォローアップ巡回」を実施し、事業の進捗管理や事業実施に伴う新たな課

題等の把握に努める。巡回後は、状況を確認共有した中で、その時期に最適な

支援の方向性を検討するなどして伴走型指導・支援に努める。 

５．需要動向調査に関すること 

諸富家具や有明海産物に関するアンケート調査を実施する。調査結果につい

ては、諸富家具の製造業者や地域の食に関連する事業者にフィードバックし、

新商品開発や新たな販路開拓に活用する。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

事業計画を策定した事業者やこれまで補助金等活用して新たな商品やサービ

スを開発し販路開拓に取り組む小規模事業者に対して展示会の出店支援や情報

発信による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 

観光交流人口の増加を図るため、佐賀市南部観光ルート開発やボランティア

ガイドの育成等に参加協力するとともに、地域資源を活用した商品開発支援及

びイベント等開催や情報発信により認知度向上に努め観光消費の拡大を図る。

連絡先 

佐賀市南商工会 

〒840-2102 佐賀県佐賀市諸富町為重 529-5 

 電話番号：0952-47-2590・FAX 番号：0952-47-3756 
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（別表１） 

経営発達支援事業の目標 

 
１.地域の概要 

  佐賀市は、佐賀県の県庁所在地であり、面積約 431 ㎢で、人口は佐賀県人口の約 3割となる

24 万人の佐賀県最大の都市となっている。 

  その内、佐賀市南商工会地区は、平成 17 年 10 月に佐賀市と合併した諸富町と平成 19 年 10

月に佐賀市と合併した、川副町、東与賀町および久保田町を地域とし、佐賀市の南東部から南

西部の有明海沿いに位置している。 

佐賀市の商工団体は、佐賀市南商工会の他に、佐賀商工会議所（佐賀）と佐賀市北商工会（大

和・富士・三瀬）の 3団体が併存する。 

  管内の世帯数は、核家族化の進展により、増加傾向にあるものの、少子高齢化により人口は

減少傾向にある。 

 

 

◎佐賀市略図 ◎管内の世帯数・人口及び面積

H22 H27 増減 H22 H27 増減

諸富町 3,642 3,699 57 11,238 10,783 ▲ 455 12.02

川副町 5,359 5,314 ▲ 45 17,599 16,585 ▲ 1,014 46.49

東与賀町 2,512 2,597 85 8,350 8,239 ▲ 111 15.39

久保田町 2,575 2,606 31 8,218 8,075 ▲ 143 14.39

合計 14,088 14,216 128 45,405 43,682 ▲ 1,723 88.29

（出典）

世帯数・人口・・・総務省・国勢調査　平成27年速報値・平成22年確報値

面積・・・総務省　国勢調査（国土交通省国土地理院・平成22年全国都道府県市区町村面積調）

人口(人)世帯数（戸）
面積（㎢）

当地域は、九州地方最大の筑後川や佐賀平野の広大な田園風景、豊穣の海といわれる有明海

など素晴らしい自然環境に恵まれており、筑後川や有明海沿岸部には「ムツゴロウ」や幻の魚

といわれる「えつ」、紅葉する塩生植物「シチメンソウ」など個性的な動植物が生息している。

「ムツゴロウ」や「えつ」を使った料理は珍重されており、日本一の生産高を誇る「有明海苔」

と並んで地域の特産物となっている。平成 25 年からは、飲食店を中心として組織された「諸

富 in 食の会」が、有明海産物を使用した郷土料理や特産品の紹介や販売をする「えつ銀色ま

つり」を開催し、観光客の誘致や特産品のＰＲに取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ムツゴロウ〕           〔えつ（鱭魚）〕              〔有明海苔〕 
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また、観光資源としては「筑後川昇開橋（国指定重要文化財・日本機械学会指定機械遺産）」

をはじめ、渡り鳥のシギ・チドリ類飛来数日本一を誇る「東よか干潟（平成 27 年 5 月ラムサ

ール条約湿地登録）」や日本初の実用蒸気船「凌風丸」が造られたことから、明治日本の産業

革命遺産の一つとされている「三重津海軍所跡（平成 27 年 7 月世界文化遺産登録）」等を有

し、自然環境と合わせて多様な魅力を備えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔筑後川昇開橋〕          〔東よか干潟〕            〔三重津海軍所跡〕 

 

 

産業としては、広大な佐賀平野での農業と有明海の漁業が主要産業となっているほか、伝統

的な家具の生産地を有している。 

漁業では、海苔の養殖が大きな割合を占め、平成 28 年 4 月の入札会では、有明海で養殖さ

れた海苔の販売額が 230 億円を突破し、販売額・販売枚数ともに 13 季連続の日本一となって

いる。海苔以外の海産物では、ムツゴロウや海茸、ワラスボなど特徴ある有明海産物があり、

加工品製造も盛んである。農業では、肥沃な土壌を活かして、米麦を中心にアスパラガスやト

マト、イチゴなどの栽培も盛んであり、全国でも高い評価をうけている。 

また、家具の生産地としては、佐賀県伝統的地場産品に指定されている諸富家具があり、昭

和 55 年には年間出荷額は 100 億円を超え、九州での家具産地としては、大川に次いで第 2位

の出荷額を確保し、家具の産地として発展してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     〔諸富家具〕                 〔粕漬け〕           〔ムツゴロウの蒲焼〕 

 

２.商工業の現状と課題 

〔地域商工業の動向〕 

○ 佐賀市南部地域を取り巻く環境は、人口の減少、高齢化、少子化傾向はもとより、佐賀市の

中部や東部を中心として 1990 年代から郊外の幹線道路沿いに売場面積 5万㎡クラスの大型郊

外型商業施設が 3施設競合状態にあり、土日や祝日には集客を伸ばしている。 

このような中で当地域の経済は、消費活動の縮小、消費者の域外流出による売上の停滞、 

減少、小規模事業者数の減少傾向にあり特に小売業の減少が著しい。 
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【佐賀市南部地域の商品販売額の推移】  (百万円) 

年 度 Ｈ19 Ｈ23 

販売額 43,395 32,392 

※販売額は、5年間で 11,003 百万円減少。 

毎年平均で、2,200 百万円が減少していることとなる。 

 

【佐賀市南部地域の商工業者数及び小規模事業者数】 

 Ｈ23 Ｈ27 増減数(率) 

商工業者数 1,296 1,123 ▲173(13.3%) 

小規模事業者数 1,175 1,012 ▲163(13.8%) 

 

【業種別小規模事業者数】  

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス その他 合計 

Ｈ23 299 194 60 287 85 230 20 1,175

Ｈ27 255 171 50 232 80 206 18 1,012

増減数 ▲44 ▲23 ▲10 ▲55 ▲5 ▲24 ▲2 ▲163

 

このようなことから、小規模事業者においては地域の構造的変化への対応はもとより個者支

援による更なる経営力の向上や経営改善、創業者や後継者の育成等による事業の持続的発展を

実現することが課題となっている。 

  

〔諸富家具の動向〕 

○ 地域を代表する伝統的地場産業である諸富家具においては、消費者行動や生活様式の変化、

長引く消費の低迷、低価格輸入品の影響などにより、家具製造関係業者は減少傾向にあり、

家具の出荷額もピーク時（平成 5 年 249 億円）の約 4 分の 1（平成 21 年 53 億円）まで落ち

込んでいる。 

 

【佐賀市南部地域の家具製造関係業者の推移】 

年 度 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

製造業者数 66 63 60 58 53 

  

こうした中、諸富家具振興協同組合では産業の活性化を図る為、家具つくりに情熱を持った

家具メーカー・工房がつくる良質な家具・逸品モノの家具が一同に揃う「諸富家具市」を毎年

開催し、約 2,000 名の集客実績をあげている。 

伝統的地場産業の産地が衰退することは、長年かけて築き上げてきた優れた地域資源（技術、

人材、市場、情報や人脈等）を失い、地域経済の疲弊を招き、地域の活力そのものを失うこと

になるため、新商品の開発や販路拡大による持続的な産地の活性化が課題となっている。 

 

〔観光産業の動向〕 

○ 観光産業においては、国の重要文化財に指定されている「筑後川昇開橋」や平成 27 年 5

月にラムサール条約湿地に登録された「東よか干潟」、平成 27 年 7 月に明治日本の産業革命

遺産の世界文化遺産へ登録された「三重津海軍所跡」など歴史や環境に基づく観光資源が豊

富にあるが、現状では、認知度も低く、観光ルートの整備や飲食店、宿泊施設等受け入れ体

制の整備も不十分であり、土産品などの商品開発も進んでいない。 

 



- 4 - 
 

 

これらの観光資源が地域経済の活性化に有効活用される為には、 

① 観光地としての認知度向上  ② 観光ルートや受入れ体制の整備  

③ 地域資源を活用した商品開発 が課題となっている。 

 

【観光施設等の入場者数】 

 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

筑後川昇開橋 57,284 補修工事 57,832 22,109

東よか干潟 163,838 140,128 206,750 220,095

三重津海軍所跡 35,476 43,339 43,215 52,446

 
 〔課 題〕 
  １. 伝統的地場産業を中心とした小規模事業者の育成・経営力強化 

 

２. 観光振興の展開による地域経済の活性化 

 

３.中長期的な振興のあり方 

   佐賀市の「佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、平成 27 年から 5年間の政策基

本目標の 1つとして、「経済の活力と安定した雇用の創出」が掲げられており、その政策とし
て「多様な産業・企業の育成」「観光振興による経済の活性化」があげられている。 

当商工会は、佐賀市の方針に沿って下記のとおり中長期的な振興のあり方を定める。 

 

〇伝統ある諸富家具や有明海の海産物を代表する特徴ある元気な個店づくり 

 

〇恵まれた自然と歴史を活用した観光振興による佐賀市南地域の経済活性化 

 

 

●佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
〔政策：多様な産業・企業の育成〕 
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〔政策：観光振興による経済の活性化〕 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.目標・方針 

 

（課題１）伝統的地場産業を中心とした小規模事業者の育成・経営力強化 

（目 標） 

個者支援による更なる経営力の向上や経営改善、創業者や後継者の育成等による事業の持続

的発展を実現する。特に、伝統的地場産業である諸富家具においては、新商品の開発や販路拡

大による持続的な産地の活性化を図る。 

 

（方 針） 

人口の減少、少子高齢化、消費者の域外流出により売上が停滞、減少する中で、有明海の 

海産資源を使った加工品や郷土料理、諸富家具に関連する小規模事業者を中心に、事業を維持

し持続するために必要な売上の拡大、利益の確保を行う。 

具体的には、場当たり的な経営から脱却し、事業計画に基づいた経営を行ない経営力の強

化を図り、持続的発展を遂げることが重要である為、本計画では経営上の有益な情報を提供

し経営計画策定の必要性を説き、事業の持続的発展に向けた事業計画の策定、施策を活用し

た商品開発やブランディング化、新たな販路開拓等の支援に至るまで中長期にわたり伴走型

指導・支援を行う。 

業界の各種調査を活用した情報の収集、整理、分析及び提供や経営状況の分析を実施する。

これらを基に事業計画策定、施策を活用した商品開発やブランディング化、新たな販路開拓等

の支援により後継者の育成、売上の維持拡大を図る。 

 

（課題２）観光振興の展開による地域経済の活性化 

（目 標） 

観光地としての認知度向上、観光ルートや受入れ体制の整備および地域資源を活用した商品

開発により経済を活性化させる為、地域資源を活用した佐賀市南部地区モデルの観光を打ち出

し、消費者を回遊させ、交流人口を増やすことで観光ビジネスの機会を創出し、観光消費の拡

大を図る。 
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（方 針） 

観光を通じた交流人口の増加を図るため、佐賀市等が実施する佐賀市南部観光ルート開発や

ボランティアガイドの育成、イベント等に参加協力するとともに、小規模事業者に対しては、

地域内の他業種や観光関連産業との連携により、既存のブランドを活用しながら、新たな観光

商品として郷土料理や特産品の開発、受け入れ体制等の整備など、観光ビジネスに対する支援

を行なう。 

 

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） 

・小規模事業者に対しての地域の経済動向調査については、これまで全国商工会連合会との

連携による四半期毎の中小企業景況調査を業種別に 15 件（製造業 3件、建設業 2件、小売

業 4 件、サービス業 6 件）実施し、その結果については調査対象事業者にのみ巡回の際に

口頭で伝える程度で、効果的な活用がされていなかった。また、中小企業白書や統計資料

等各種調査資料は多く有しているがそれらを分析することなく、小規模事業者の事業計画

等支援に有効活用されていなかったのが現状である。 

 

・地場産業に対しての地域の経済動向調査については、「産地概況調査」（中小企業庁）や「佐

賀市総合戦略」（佐賀市）にて有効な情報は得ているものの、分析や情報提供するまでに至

っていない。また、諸富家具振興協同組合がありながら連携した調査の実施や分析ができ

ておらず、地場産業に携わる小規模事業者に特化した有効な情報提供ができていない。 

 

（課 題） 

 ・中小企業景況調査結果を整理・分析した上で、地区内の小規模事業者に対し事業計画策定

に役立つ情報として広く公表・活用支援を行っていくことが課題である。 

 

 ・地場産業に携わる小規模事業者に特化した有効な情報提供をしていく為には、佐賀市や諸

富家具振興協同組合・佐賀県工業技術センター（諸富デザインセンター）等と連携を図り

ながら、調査実施および収集・分析を行うことが課題である。 

 

②事業内容 

【1】中小企業景況調査（継続） 

地域小規模事業者に対し、地域産業の状況や経済動向等について四半期毎の中小企業景

況調査を実施し、売上高や仕入価格、業況等の変化や設備導入の有無についての実態等諸

情報を迅速・的確に収集し、その結果は相談時の活用のみでなく、商工会ホームページに

て毎回公表する。 
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【2】行政や他機関の調査の活用（新規） 

「主要経済統計」（佐賀県）や「地域経済構造分析調査」（佐賀市）を活用した佐賀市内

の小規模事業者の業種別産業構造分析結果により、地域の小規模事業者の課題等を抽出

し業種ごとに集約することで、小規模事業者に対し迅速な情報提供を行う。 

分析結果については、商工会ホームページや巡回を通して年 1回公表する。 

（調査項目：個人消費額、物価指数など） 

 

【3】地場産業の実態調査の実施（新規） 

地域を代表する産業である｢諸富家具｣については、佐賀市や諸富家具振興協同組合・佐

賀県工業技術センター（諸富デザインセンター）等と定期的に情報連絡会議を開催し情報

交換を行うとともに、連携を図りながら関連する小規模事業者に対し事業活動の把握調査

を実施し実態把握に努める。 

（調査項目：売上高、仕入高、商品構成、客単価、商圏、設備、取引形態など） 

また、「産地概況調査」(中小企業庁) を活用し、産地の現状と変化を分析する。調査や

分析で得た結果は情報整理し提供するとともに、事業計画策定、商品開発やブランディン

グ化、新たな販路開拓等の支援に活用する。分析結果については、商工会ホームページや

巡回を通して年 1回公表する。 

（調査項目：出荷額、産地用品の消費者への直接販売、産地の抱える問題、など） 

 

③目 標 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

景況調査事業所数（継続） 15 15 15 15 15 15

景況調査公表回数（拡充） 1 4 4 4 4 4

行政等調査活用 （新規） 0 1 1 1 1 1

行政等調査公表回数（新規） 0 1 1 1 1 1

地場産業実態調査（新規） 0 1 1 1 1 1

地場産業調査公表回数（新規） 0 1 1 1 1 1

 

 

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） 

各種補助金（持続化補助金等）申請の相談を受けた事業所に対しては、経営分析を実施し

た上で事業計画策定支援をしている。その他の事業所に対しては、金融や税務支援の際に、

売上高や営業利益等の簡単な比較分析を行うのみであり、同業他社の指標を含めた財務分析

（安全性・収益性・効率性など）や企業の強みや弱みなどの環境分析を含めた経営状況分析

には至っていない。 

 

（課 題） 

 小規模事業者の持続的な発展を支援するためには、日頃より経営状況の分析による小規模

事業者の実態把握が重要であるため、その時々の直面した相談支援に対し実施するだけでな

く、商工会自らが対象事業所を掘り起こし分析項目を定めた中で、計画的に取り組むことが

必要である。 
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②事業内容 

【1】定量分析（財務分析）（拡充） 

税務支援先（219 事業所）を中心に独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経営自己診断

システム」を活用し実数分析、比率分析を行い、安全性・収益性・効率性・生産性・成長性

など事業所の定量的な経営状況の把握に努める。 

 

【2】定性分析（拡充） 

財務分析や現状再認識シートなどを活用して把握した情報を基に経営分析の核となるＳＷ

ＯＴ分析を行い、外部環境の機会・脅威や内部環境の強み・弱みなどを整理し、事業所の経

営課題を抽出するとともに事業環境変化に対応した経営の方向性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1】【2】の分析で把握した経営状況分析結果は、経営指導員と支援員が個別に事業者を 

訪問しフィードバックすることで、事業計画や改善計画の策定支援に活用する。 

 

③目 標 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営分析件数 （拡充） 22 48 48 48 48 48

 

 

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） 

 地域の小規模事業者（特に小企業者）は、事業計画に基づいた経営を行っている事業者は

少なく、計画の必要性への意識も低い。 

商工会としてもこれまで、補助事業の申請時や金融相談等に伴う事業計画作成など事業所

からの相談に対応した形での事業計画の策定支援に止まっており、積極的な事業計画策定の

推進が出来ていなかった。 
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 （課 題） 

  地域動向調査および経営分析結果に基づいた事業計画策定の必要性を説くとともに、伴走

型支援により事業計画策定を支援し、場当たり的な経営からの脱却やビジネスモデルの再構

築を図ることが必要である。 

 

②事業内容 

【1】セミナー等開催（拡充） 

 経営分析を行った事業所や販路開拓や新商品開発等を望む事業所を対象にセミナーを開催

し、課題解決に向けた事業計画作成の必要性を伝える。 

 

【2】個別相談会開催（新規） 

窓口での金融相談や決算申告相談の際は、自社の業績など数値的関心が高いため、経営状

況分析結果のうち、財務分析結果を重点的に活用し、売上拡大や利益確保をするためには事

業計画の策定が必要であることを説明し策定に繋げる。 

  

 【3】事業計画策定支援（拡充） 

  【1】、【2】から事業計画を策定する事業所に対し、担当者のみではなくチーム支援により

事業計画策定支援を行う。策定にあたっては、策定状況や内容が解るように中小企業基盤整

備機構が開発したタブレット端末用の経営計画策定アプリ「経営計画つくるくん」などを活

用し、様式の統一を図り、常に職員間で情報共有に努める。 

  また、策定支援を行う中で専門性を要する課題等については、佐賀県商工会連合会の専門

家派遣事業等の活用や連携機関の指導助言を仰ぎながら課題解決に繋げる。 

 

③目 標 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー等開催 （拡充） 2 3 3 3 3 3

セミナー参加者数（拡充） 25 40 40 40 40 40

個別相談会開催数（新規） 0 12 12 12 12 12

事業計画策定件数（拡充） 22 36 48 48 48 48

 

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 

（現 状） 

 地域の小規模事業者の中には、過去に事業計画を作成し経営革新等の承認を受けながらも

数年で廃業や倒産に至った事業所や事業計画は策定したが策定が目的となり実施されていな

い事業所がある。 

商工会としても、これまで国や県等から依頼があったフォローアップ調査は実施してきた

が、事業の進捗状況の把握や新たな課題等抽出については不十分であり、事業の実施に向け

た伴走型支援が出来ていなかった。 

 

 （課 題） 

  定期的な巡回等を通じて、計画の進捗状況や新たに発生した課題を明確にするとともに、

事業の持続的発展や廃業および倒産を防ぐべく伴走的に支援していくことが必要である。 
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②事業内容 

【1】フォローアップシートを活用した定期的巡回訪問（新規） 

 計画策定後は、今後商工会で独自に作成する「フォローアップシート」を活用し事業所へ 3

カ月に 1 回「フォローアップ巡回」を実施し、事業の進捗管理や事業実施に伴う新たな課題

等の把握に努める。  

 巡回後は、経営指導員全員で事業所の「カンファレンス」を実施し進捗状況を確認共有し

た中で、その時期に最適な支援の方向性を検討するなどして指導員が一丸となって伴走型指

導・支援に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2】各事業所に有効な施策等情報提供（拡充） 

 巡回を通して事業実施に有効な国、県、市等の支援施策や制度等の情報提供を行う。 

 情報提供後、申請書類の作成や手続きなどについては、佐賀県商工会連合会や佐賀県よろ

ず拠点、佐賀県中小企業団体中央会等との連携を図りながら指導支援に努める。 

 

【3】専門家等と連携した課題解決支援（拡充） 

 事業の実施に伴い計画の修正や変更が生じた場合や新たに発生した専門性を要する課題等

の解決については、専門家派遣事業を実施し課題解決に努める。 

 資金需要が生じた場合は、事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小

規模事業者を対象とした日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達融資制度」を活用した

支援を行う。 
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③目 標 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップ事業者数（拡充） 20 36 48 48 48 48

フォローアップ回数（拡充） 60 144 192 192 192 192

施策等情報提供数 （拡充） 15 20 24 28 32 32

専門家派遣件数  （拡充） 3 4 5 6 7 7

経営発達支援融資 （新規） 0 1 1 1 1 1

※フォローアップ事業者数は当該年度に計画策定を行った事業者を対象とし、それらの事業

者に四半期に一度（年４回）フォローアップを行う。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①現状と課題 

（現 状） 

小規模事業者の中には、販売商品やサービスの需要見通しが甘く、そのためビジネスチャ

ンスを逃したり、販売予測と実績が乖離し、過剰な設備投資等による利益率の減少や資金繰

りの悪化を招いているケースも少なくない。当地区の伝統産業である諸富家具においては、

下請的業務が中心であり「売れる商品を作る」という視点に欠けており、また有明海産物（海

苔・粕漬・えつ・むつごろう等）もプロダクトアウトの発想が中心で需要動向情報を基にし

たマーケットインの考え方が浸透していない。 

このような状況の中、商工会においてはこれまで、需要動向等調査の実施および分析に取

り組めておらず、需要に関する有益となる情報の提供が出来ていなかった。 

 

 （課 題） 

  販売商品やサービスの需要動向を把握しビジネスチャンスを捉える知識を身につけること

が必要である。そのためには市場調査を基にした需要動向情報の提供が不可欠となる。 

 

②事業内容 

【1】諸富家具に関する需要動向調査の実施（新規） 

 佐賀市や諸富家具振興協同組合と連携した商工会の独自調査として、毎年開催される「諸

富家具市」において来場者約 2,000 名の内、商品購入者 100 名（来場者の 5％）を対象に実施

する。調査結果については、諸富家具の製造業者 約 50 社にフィードバックし、新商品開発

や新たな販路開拓に活用する。 

（調査項目）購入する際に重視したこと、商品購入前の悩み、購入した理由、購入の決め手、

購入額、商品への要望 など 

 

 

【2】有明海産物に関する需要動向調査の実施（新規） 

 地元の飲食店や海産物加工販売店、製菓店など 10 社で構成される地域の食の研究や普及を

目的とする「諸富 in 食の会」と連携し、毎年開催される「えつ銀色まつり」において、下記

調査対象品目の中から 2品目程度を選定し、当該商品の購入者や試食をされた方（100 名程度）

を対象に調査を実施する。調査結果については、地域の食に関連する事業者 約 80 社にフィ

ードバックし、新商品開発や新たな販路開拓に活用する。 

（調査対象品目）えつ料理、粕漬、有明海苔、干物、柚子こしょう、塩辛、蟹漬け、 

ムツゴロウかば焼き など 
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（調 査 項 目）味、価格について、商品の認知度、食する機会、利用する機会、商品への

要望、商品の提案 など 

 

【3】他の機関の調査データの活用（新規） 

 ・国内最大級家具サイトＴＡＢＲＯＯＭ（タブルーム）等に掲載されるジャンル（テーブ

ル、ソファー、椅子、収納家具等）ごとの月別人気ランキング情報や最近のトレンドを

収集し、新商品開発に役立つ情報として諸富家具関連業者に提供する。 

 ・日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ（ポスアイ）を利用して、日経ＰＯＳデータに基づく約 1600

の分類の中から、前年と比べて売れ行きの伸びの大きい分類や特定の商品（飲料、食品、

日用品）の購買動向や、購入者の性別年齢比率、新商品レポートなど購買動向を収集・

把握し、品揃えの改善に取り組む域内の飲食料品店に提供する。 

 

③目 標 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

家具需要動向調査（新規） 0 1 1 1 1 1

調査結果提供事業所 0 50 50 50 50 50

有明海産物需要動向調査（新規） 0 1 1 1 1 1

調査結果提供事業所 0 80 80 80 80 80

 

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） 

 新たな需要の開拓に寄与する事業に関しては、佐賀県や各種機関等が主催する商談会や展

示会の出店情報提供や佐賀県商工会連合会が管理運営する県内の事業所間取引を支援する

「商工会間連携事業」を推進している他、簡易ＨＰである「商工会 SHIFT」登録支援による情

報発信を実施している。 

 

しかしながら、商談会等については情報提供にとどまり、商談内容や商談成立までの伴走

型支援が不足しており商談成立件数も少ない。情報発信支援については、SHIFT 登録後事業者

の自主運営に委ねることが多く、新たな情報発信がなされていないことや発信内容が整理さ

れていないことから訴求力が弱く需要開拓に結び付いていない。 

 

 （課 題） 

  商談会等については商談成立に結びつかない要因として、事業者の商談に対するノウハウ

が不足していることが考えられ、商談力の向上を図る支援が必要である。 

また、情報発信支援については、新たな需要開拓に結び付ける為に情報発信する内容を整

理し機会を増やすことで訴求効果を高める必要がある。 

 

②事業内容 

 事業計画を策定した事業者やこれまで補助金等活用して新たな商品やサービスを開発し販

路開拓に取り組む小規模事業者に対して展示会の出店支援や情報発信による需要開拓支援を

行う。 
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【1】各機関主催の商談会等の出店支援（拡充） 

 行政、商工会連合会、金融機関等、様々な団体が主催する商談会等の開催情報を整理し情

報を提供する。 

 出店事業者に対しては、商品の新たな販売方法・流通チャネルを見出す知識の習得の為、

専門家派遣事業等を活用し支援するとともに、チラシ・パンフレットの作成や展示手法、商

談会シートの作成等についてきめ細やかに確認し支援を行い、商談成立後も見積、受注、納

品、請求に至るまで伴走型支援を行う。 

 

商談会等名称 主 催 開催目的 支援対象事業者 訴求事業者 

ジャパンインテ

リア総合展 

協同組合 大

川家具工業会 

国内の家具・インテ

リアの販路開拓 

諸富家具 

製造業者 

販売店や卸売業者 

佐賀県特産品商

談会 

佐賀県 

流通課 

県内特産品を使っ

た食品加工品等の

販路開拓 

食品 

製造業者 

首都圏及び県内食

品関連のバイヤー 

販路開拓商談会 佐賀県商工会

連合会 

食品関連事業者の

販路開拓 

食品 

製造卸業者 

首都圏及び県内食

品関連のバイヤー 

地方銀行フード

セレクション 

地方銀行 52行 全国の食品企業の

販路拡大 

食品 

製造業者 

全国の百貨店、商

社、外食チェーン等

のバイヤー 

 

 【2】情報発信による需要開拓支援（拡充） 

 情報発信機会を増やすために、自社 HP の新規開設を支援するとともに「商工会 SHIFT」の

更新や買い物カゴ・BtoB 情報登録などの機能の活用を支援する。 

 また、訴求力を高めるために、情報発信する際に必要となる広報の考え方ややり方など、

売上（販路）拡大に繋がるノウハウを経営指導員等が提供する。具体的には、事業所の商品・

サービスの訴求ポイントを整理したシートの作成を支援し、テレビや新聞雑誌などマスメデ

ィアへのプレスリリースに活用する。 

  さらに、事業所へ商品や技術、サービスの情報を発信しＢtoＢの推進を行うため、県内の

商工会地区の事業者間の取引を推進する「商工会間連携事業」の活用に加え、「売りたい」商

品や「買いたい」希望商品の情報および商談の場を提供する日本政策金融公庫が運営する「ビジ

ネスマッチングゲート」への登録を推進する。 

 

③目 標 

実施内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商談会等出展者数（拡充） 3 5 7 9 12 15

商談成立件数  （拡充） 2 4 5 7 9 12

ネット登録者数 （拡充） 3 5 5 5 5 5

ネット新規受注事業者数（拡充） 1 4 4 4 4 4

プレスリリース件数（新規） 0 4 4 4 4 4

プレスリリース引合い件数（新規） 0 2 2 2 2 2
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

①現状と課題 

（現 状） 

南部地域の観光産業においては、多くの観光資源を有しながらも、これらを活用し地域内を

回遊させ交流人口を増やす等の仕組み作りが無いのが現状である。 

また小規模事業者に対しても観光地としての視点から特産品の開発や受け入れ体制の整備

など、観光振興についての支援は行っていない。 

 

 （課 題） 

佐賀市南部地域経済活性化のためには、まちづくりと一体となった観光振興が有効な方策で

あり、多様化する観光ニーズに対応するため、国内外からの観光客誘致や受け入れ体制の整備

と、南部地域の資源を活用した特産品の開発などにより、観光消費の拡大を図り地域経済の活

性化に繋げる支援が必要である。そのために、まずは地域内の関係者（行政、商工会、小規模

事業者）がそれぞれの立場で当エリアの経済活性化のための協議を行う場を設け、その中で同

じ方向を向きながら振興策を創出・実行していくことが求められる。 

 

②事業内容 

観光を通じた交流人口の増加を図るため、佐賀市等が実施する佐賀市南部観光ルート開発

やボランティアガイドの育成等に参加協力するとともに、地域資源を活用した商品開発支援

及びイベント等開催や情報発信により認知度向上に努め観光消費の拡大を図る。 

 

 【1】観光産業に関する情報交換会の開催（新規） 

当地域には国の重要文化財に指定されている「筑後川昇開橋」やラムサール条約湿地に登

録されている「東よか干潟」、明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産に登録されている「三

重津海軍所跡」など歴史や環境に基づく集客力の高い観光資源がある。 

こうした資源を有効に活用し地域経済を活性化させる為、佐賀市や佐賀市観光協会および

佐賀市南部観光ボランティアガイド研究会、「諸富 in 食の会」等と小規模事業者（家具製造

業者・海産物加工販売業者・飲食店・製菓店・物産直売所等）で構成する情報交換会（観光

地・施設、イベント、商品・サービス、消費者ニーズ、施策情報等）を年 2 回開催する。情

報交換会で出された意見をもとに商工会では、新たな土産品や飲食メニューの開発に役立つ

観光客のニーズ情報等を小規模事業者に提供する。 

また、観光に関する情報発信については、従来観光施設のみにてチラシ等が設置されてい

たが、今後は地域内の観光客が訪れる店舗等にも観光・物産・イベント情報が記載されてい

るチラシやリーフレット等を設置し、観光地の認知度向上に繋げ地域内の回遊性を高める。 
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【2】諸富 in 食の会と連携した協議会の開催 

地域資源である「えつ」の紹介、販売を目的に「諸富 in 食の会」が毎年開催している「え

つ銀色まつり」の内容を検討する為、佐賀市や佐賀市観光協会と連携した協議会を年 6 回開

催する。 

具体的なイベント内容については、珍重されている「えつ」だけでなく「佐賀海苔」、「粕

漬け」等有明海産物を使用した郷土料理や特産品の紹介、販売を行う。 

 商工会においては、企画からイベント開催までの助言を行うとともに、イベント時に需要

動向調査を実施する。また、イベント開催後は、反省会を通して調査結果等を提供しながら、

観光客誘致の手段として出店者数や出品数を増やすなどイベント規模の拡大を図りながら認

知度向上に努め観光消費の拡大を図り地域経済の活性化に繋げることを支援する。 

 ※「諸富 in 食の会」とは、地域内の飲食店 8件、鮮魚店 1件、菓子製造 1 件で組織する 

任意の団体であり、毎年参加事業所を増やしている団体である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

観光客 ・ 消費者

小規模事業者

ボランティアガイド

商工会 行政機関（佐賀市）

観光地への
ニーズ

商品サービス
の提供

観光地や商品
サービスへの要望

観光情報・商品・
サービス情報

観光地・施設

イベント

商品・サービス

消費者ニーズ

施策情報

商品開発

情報発信 等

〔情報交換会〕

諸富in食の会
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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 

 (1)多久市・佐城地区商工会との連携 

現在、佐賀県内の商工会数は 17 商工会となっており、4 地区に分かれている。佐賀市南

商工会が属する多久市・佐城地区商工会は 4 商工会（多久市・佐賀市北・牛津芦刈・佐賀

市南）で構成されており、「事務局長・経営指導員・支援員合同会議」を年 4回開催してい

る。今後も役職の垣根を超えた会議を開催する等、支援ノウハウ・支援の現状・需要動向

等について情報交換を行い、小規模事業者支援に役立てる。 

 

(2)日本政策金融公庫との連携 

小規模事業者経営改善資金協議会（年２回開催）において資金需要から見た地域の経済

情勢や需要動向、金融制度支援情報について情報交換を行い、地域の経済動向や需要動向

調査を行う際に活用するとともに、事業計画策定や策定後の実施支援に有効活用する。 

 

 

(3)地域プラットフォームとの連携 

地域金融機関が組織（大川信用金庫、大川商工会議所、大木町商工会、久留米南商工会、

佐賀市南商工会）し運営する地域プラットフォームの連絡会議（年２回開催）に出席し、近

隣地域の経済動向や需要動向、支援ノウハウ、支援の現状について情報交換を行い小規模事

業者の経営発達に向けた支援力の向上に努める。 

 

(4)専門家等との連携  

   高度かつ専門的な支援が必要な小規模事業者については、佐賀県中小企業診断士協会や

佐賀県中小企業再生支援協議会、佐賀県商工会連合会登録の専門家と連携し帯同巡回訪問

を行うなどして小規模事業者の支援を行うとともに、経験と実践論に基づく支援手法等の

習得に努める。 

 

(5)その他支援機関との連携 

伴走型支援を行う中で生じる様々な課題等に対応するため、佐賀県よろず拠点、佐賀県

中小企業団体中央会、佐賀県工業技術センターが開催する講習会やセミナー等に職員が積

極的に参加し、支援ノウハウの習得に努めるとともに小規模事業者の支援内容等について

情報交換を行うなどして日頃より連携支援体制の構築に努める。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）ＯＪＴによる資質向上 

①支援手法等の共有 

巡回・窓口相談は、経営指導員と支援員等がペアとなるなど、小規模事業者の経営分析

結果等の共有とそれに基づく助言指導を行うことにより、経営発達支援事業の円滑な推進

を行う。支援員等は経営指導員の支援手法・助言内容、情報収集方法等を学び伴走型支援

能力の向上を図る。 

 

②支援内容のデータベース化 

巡回・窓口相談における支援内容を経営カルテに入力し、データベース化する。商工会

内部においてはこれらの支援内容・ノウハウを共有し、職員全体の支援スキルを高める。 
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③専門家の支援手法習得 

専門家派遣による支援を行う際は経営指導員等が同席し、高度専門的な財務分析や小規模

事業者の利益の確保に資するマーケティング手法、販路開拓支援等のスキルを習得する。 

 

（２）ＯＦＦ-ＪＴによる資質向上 

①中小企業基盤整備機構、中小企業大学校、佐賀県商工会連合会主催の研修会への参加（経

営指導員年３回以上、支援員等年２回以上） 

各関係機関が主催する、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得を目的

とした研修に参加し、支援能力の向上を図る。研修会において得た知識は会議・報告書等

により職員全員で共有するとともに、共有ファイルとしてまとめノウハウを組織として蓄

積し活用する。 

 

②支援事例の共有 

佐賀県商工会連合会が毎年作成し県内商工会全職員に配付している「県内商工会経営支

援事例集」から、県内全職員の投票によって選定された佐賀県内の他商工会の先進事例を、

佐賀県商工会連合会が毎年実施する「支援事例発表会」で学習（経営指導員研修会年１回、

支援員研修会年２回）し、支援手法の更なる深耕を行う。また、事例発表会で学習した内

容については、朝礼会議において報告して職員間で共有するとともに、商工会自体の支援

レベルを向上させるよう共有ファイルに支援手法を蓄積し、全職員がいつでも閲覧・活用

できる状態としておく。 

 

③カンファレンスの実施 

  経営カルテや企業情報シートを基に毎月支援事業者のカンファレンスを実施し、職員が

巡回訪問や経営分析で等で把握した情報や支援内容、進捗状況を確認共有し職員が共通認

識のもと一丸となって伴走型指導・支援に努める。 

 

④「経営指導員等ＷＥＢ研修」の受講 

経営指導員は、中小企業経営に関する基礎知識全般を e-ラーニング方式で学習できる「経

営指導員等ＷＥＢ研修」（全国商工会連合会提供）を受講し、支援能力の向上を図る。 

特に、経営発達支援事業における経営計画作成及び財務分析、マーケティング支援等に

役立つ科目である「財務・会計」「企業経営理論」「中小企業経営・中小企業政策」につい

ては、全経営指導員が受講する。 

 

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 

本事業をより効果的に実施していくため、本事業の実施状況及び成果について、以下の 

方法により検証・評価・見直しをおこなう。 

 

（１）「経営発達支援事業評価報告書」の作成 

本事業の評価にあたり、毎年度事業終了後に各事業の取り組み結果、数値結果、事業関

係者へのヒアリング、小規模事業者へのアンケート結果等を、本会内で検証、評価、見直

し案を検討し「経営発達支援事業評価報告書」を作成する。 

○佐賀市南商工会総務運営委員会において、年一回、事業の実施状況、成果の評価、見直

し案の検討を行う。 

○商工会の理事会において、事業の実施状況について報告し、評価・見直しの方針を決定

する。 
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（２）「経営発達支援事業外部評価委員会」への報告 

作成した経営発達支援事業評価報告書を佐賀県商工会連合会が設置する「経営発達支援事

業外部評価委員会」に提出する。 

「経営発達支援事業外部評価委員会」は、本会が提出した報告書をもとに、目標達成状況

の確認、取り組み内容とその結果、見直し案について評価し、評価結果を本会に報告する。

本会は、「外部評価委員会」からの評価結果、意見を受け、必要に応じて支援方法の再検

討を行う。 

 

○「経営発達支援事業外部評価委員会」委員（案） 

①学識経験者     大学教授１名、中小企業診断士１名 

②地方公共団体の職員 佐賀県経営支援課１名 

③関係団体の役職員  日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業統轄１名 

④佐賀県商工会連合会 佐賀県商工会連合会専務理事１名 

 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果を、事業の実施状況を含め、広報誌やホームページ

（http://www.sashoren.ne.jp/sagaminami/）で計画期間中公表する。 

 



- 19 - 
 

（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 

【方針決定】 

 理事会（会長 1名、副会長 2名、理事 25 名） 

【事業遂行】 

 事務局（事務局長 1名、経営指導員 4名、支援員 6名） 

【事業遂行体制図】 

総会

理事会

事務局

事務局長1名

総務運営委員会

諸富本所
支援員4名

東与賀支所
支援員2名

経営指導員4名

外部評価委員会

監査会

 
（２）連絡先 

○佐賀市南商工会 諸富本所 

〒840-2102 

佐賀市諸富町為重 529-5   TEL 0952-47-2590／FAX 0952-47-3756 

              HP  http://www.sashoren.ne.jp/sagaminami/  
 

○佐賀市南商工会 東与賀支所 

 〒840-2222 

佐賀市東与賀町大字田中 277 TEL 0952-45-1600／FAX 0952-45-7945 
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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 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 

(小規模企業対策事業費) 
2,800 2,900 3,000 3,100 3,150

 

 

地域経済動向調査費 

経営状況分析費 

事業計画策定支援事業費 

事業計画実施支援事業費 

需要動向調査事業費 

需要開拓支援事業費 

地域経済活性化事業費 

 

300

200

600

200

700

300

500

300

200

600

250

700

350

500

300

200

600

300

700

400

500

 

300 

200 

600 

350 

700 

450 

500 

300

200

600

350

700

500

500

（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、市補助金、事業受託費 

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

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する 

事項 

連携する内容 

 

Ⅰ．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 

【連携者】中小企業庁・佐賀県・佐賀市・佐賀県商工会連合会 

【内 容】統計資料の活用と分析 

 

２.経営状況の分析に関すること 

【連携者】中小企業基盤整備機構・佐賀県商工会連合会 

【内 容】分析ツールの活用及び分析結果の見える化 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

【連携者】佐賀県商工会連合会・地域プラットフォーム・佐賀県中小企業診断士協会・佐

賀県中小企業再生支援協議会・佐賀県立図書館・日本政策金融公庫佐賀支店・

地域金融機関 

【内 容】セミナーや相談会の開催、事業計画の策定支援  

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

【連携者】佐賀県商工会連合会・佐賀県中小企業団体中央会・日本政策金融公庫 

【内 容】専門家派遣事業や施策活用によるフォローアップ支援 

 

５．需要動向調査に関すること 

【連携者】佐賀市・佐賀県商工会連合会 

【内 容】需要動向に関する調査データの活用と分析 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  【連携者】佐賀県商工会連合会・佐賀県よろず拠点・佐賀県工業技術センター・日本政策

金融公庫 

【内 容】商品や技術、サービスの開発及びブラッシュアップを支援 

商談会、展示会、ＩＴやネットワーク、補助事業等を活用し商品や技術、サー

ビスの向上と新たな販路開拓を支援 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

【連携者】佐賀市・佐賀市観光協会・佐賀市南部観光ボランティアガイド研究会 

【内 容】観光客誘致に向けた観光ルートや施設等の整備や特産品や土産品の開発、地域

の魅力や価値の情報発信を支援 
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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 

【連携者】佐賀県商工会連合会・日本政策金融公庫・地域プラットフォーム・佐賀県中小

企業診断士協会・佐賀県中小企業再生支援協議会・佐賀県よろず拠点・佐賀県

中小企業団体中央会・佐賀県工業技術センター 

【内 容】小規模事業者や需要動向、支援ノウハウ等について情報交換を行い小規模事業

者の経営発達に向けた支援力の向上及び支援体制の構築を図る 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【連携者】中小企業基盤整備機構、中小企業大学校、佐賀県商工会連合会 

【内 容】研修会への参加や e-ラーニング方式での学習による支援スキルの習得による伴

走型支援能力の向上を図る 

 

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 

【連携者】佐賀県・佐賀県商工会連合会・日本政策金融公庫・学識経験者 

【内 容】本事業の実施状況及び成果の検証・評価・見直し 

 

連携者及びその役割 

 

１．連携者：中小企業庁 庁官 宮本 聡  

住 所：〒100-8912 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3 番地 1 

連絡先：03-3501-1511 

役 割：・各種調査資料の提供、閲覧 

・ミラサポによる専門家派遣 

 

２．連携者：佐賀県 県知事 山口祥義  

住 所：〒840-8570 佐賀市城内１丁目 1-59 

連絡先：0952-25-7093 

役 割：・事業計画について指導助言 

・各種施策情報の提供 

・事業評価及び見直しについて指導助言 

 

３．連携者：佐賀市 市長 秀島敏行  

住 所：〒840-8501 佐賀市栄町１番１号 

連絡先：0952-40-7102 

役 割：・各種調査資料の提供、閲覧及び調査データ分析について指導助言 

・観光ルートづくり、観光人材育成、受入れ態勢や情報発信拠点の整備等につい

て連携支援 

・事業計画について指導助言 

・各種施策の情報提供 
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４．連携者 全国商工会連合会 会長 石澤義文  

住 所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1 丁目7 番1 号 有楽町電気ビル北館19 階 

連絡先：03-6268-0088 

役 割：・物産展、展示会の情報提供及び出展支援 

・e-ラーニング方式での学習によるスキルアップについて連携 

 

５．連携者：佐賀県商工会連合会 会長 飯盛康登  

住 所：〒840-0826 佐賀市白山２丁目 1-12 佐賀商工ビル６階 

連絡先：0952-26-6101 

役 割：・各種セミナーの情報提供及び連携開催 

・経営上の分析や事業計画策定に伴う専門家派遣 

・物産展、展示会、商談会等の情報提供及び出展支援 

・ＩＴやネットワークを活用した販路開拓を支援 

・経営支援事例集作成及び作成後の活用研修 

・経営指導員研修会の開催及び支援事業についての情報交換 

・事業評価及び見直しについて指導助言 

 

６．連携者：佐賀県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 今釜秀敏  

住 所：〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 佐賀県地域産業支援センター内 

連絡先：0952-34-4433 

役 割：・相談に応じた適切な支援機関等の紹介 

・研修会やセミナーの情報提供 

 

 

７．連携者：佐賀県中小企業診断士協会 会長 伊藤健一  

住 所：〒849-0905 佐賀市金立町大字千布1450番地10 

連絡先：0952-98-0441 

役 割：・経営分析、事業計画策定に伴う指導助言 

・事業計画策定後のフォローアップについて指導助言 

 

８．連携者：佐賀県中小企業再生支援協議会 総括責任者 野田清隆  

住 所：〒840-0826 佐賀市白山２丁目1-12 

連絡先：0952-27-1035 

役 割：・経営分析、事業計画策定に伴う指導助言 

・事業計画策定後のフォローアップについて指導助言 

 

９．連携者：日本政策金融公庫佐賀支店 国民生活事業 支店長 中谷正一  

住 所：〒840-0816 佐賀市駅南本町4-21 

連絡先：0952-22-3341 

役 割：・小規模事業者経営改善資金協議会の開催 

・地域の経済情勢や需要動向、金融制度支援情報についての情報交換 

・小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

・事業計画策定後のフォローアップについて指導助言 

・セミナーの開催やビジネスマッチングゲートへの登録支援 
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10. 連携者：佐賀県立図書館 館長 河原祐一郎  

住 所：〒840-0041 佐賀県佐賀市城内二丁目1-41 

連絡先：0952-24-2900 

役 割：・セミナーや相談会の開催について連携支援 

 

 

11．連携者：佐賀市諸富家具振興協同組合 理事長 樺島雄大  

住 所：〒840-2102 佐賀市諸富町為重529-5 

電 話：0952-47-5097 

役 割：・各種調査資料の提供、閲覧 

・販路開拓支援における商品開発、イベント開催への協力 

・需要動向調査への協力 

 

12. 連携者：佐賀県工業技術センター 所長 玉井富士夫  

住 所：〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝１１４ 

電 話：0952-30-8161 

役 割：・商品や技術、サービスの開発及びブラッシュアップを連携支援 

 

13．連携者：佐賀市観光協会 会長 山口雅久  

住 所：〒840-0826 佐賀市白山2-7-1 エスプラッツ2F 佐賀市観光交流プラザ 

連絡先：0952-20-2200 

   役 割：・情報交換会、観光地、イベント、特産品等の地域情報の発信 

 

14.連携者：佐賀市南部観光ボランティアガイド研究会 会長 大坪繁都  

住 所：〒840-2102佐賀市諸富町大字為重214-5 

連絡先：0952-47-5209 

   役 割：情報交換会、観光ルートづくり、観光人材育成、受入れ態勢や情報発信の整備等

についての連携支援 

 

  15.連携者：諸富in食の会 会長 林 久男  

   住 所：〒840-2102佐賀市諸富町大字諸富津20-7 

連絡先：0952-47-2044 

   役 割：・情報交換会、観光ルートづくり、イベントの開催、需要動向調査への連携支援 
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連携体制図等 

○経済動向調査 【連携者】 中小企業庁・佐賀県・佐賀市・佐賀県商工会連合会

○経営状況分析 【連携者】 佐賀県商工会連合会・中小企業基盤整備機構

○事業計画策定 【連携者】 佐賀県商工会連合会・佐賀県よろず拠点

佐賀県中小企業診断士協会・佐賀県中小企業再生支援協議会

佐賀県立図書館・日本政策金融公庫佐賀支店・地域金融機関

○事業計画実施 【連携者】 佐賀県商工会連合会・佐賀県よろず拠点・日本政策金融公庫

佐賀県中小企業団体中央会

○需要動向調査 【連携者】 佐賀市・諸富家具振興協同組合・諸富in食の会

○需要開拓事業 【連携者】 佐賀県商工会連合会・佐賀県工業技術センター

日本政策金融公庫・諸富家具振興協同組合

佐賀市南部物産直売所運営協議会

○地域経済活性化 【連携者】 佐賀市・佐賀市観光協会・諸富in食の会

佐賀市南部物産直売所運営協議会

佐賀市南部観光ボランティアガイド研究会

連携・協力

商品開発支援

販路開拓支援

施策活用支援

経営・税務・金融・

労務支援

Check

経営計画書策定支援

改善計画書策定支援

創業計画書策定支援

承継計画書策定支援

地域活性化プラン策定支援

Plan

巡回訪問の強化

進捗状況の把握

事業効果の把握

フォローアップ

ActionDo
新たな課題の抽出

計画の見直し

佐賀市南商工会

地域小規模事業者

指導・助言

巡回訪問

相談・依頼 情報収集・提供
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