
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 武雄市商工会(法人番号 4300005004045) 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

武雄市商工会は、中小企業庁、佐賀県、武雄市等関係支援機関と連携し、

小規模事業者の抱えるひとつひとつの経営課題に伴走型支援を行い、売

上を持続的に維持させる支援を実施する。 

また、観光都市として交流人口（観光客）の拡大を図り、何度も訪れた

くなるようなまちにする為に、観光客を商工会エリアである北方町・山

内町に呼び込む為の事業を実施する。 

事業内容 

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 

○武雄市の経済動向調査 

 

２．経営状況の分析に関すること 

  ○巡回指導における経営状況の分析 

  ○専門家を活用した「強み」を深掘りする経営分析 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

  ○事業計画策定セミナー・個別相談会の開催 

  ○事業計画策定シートを活用した計画策定支援 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ○事業計画策定者へのフォローアップ巡回 

  ○小規模事業者経営発達支援融資制度の積極的活用 

 

５．需要動向調査に関すること 

  ○市内観光施設等における消費者ニーズ調査の実施 

○業界トレンド情報等の活用・分析・提供 

   

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ○飲食業・窯業に特化した販路開拓 

○展示会・商談会への出展支援を通じた販路開拓 

  ○インターネットの活用による販路開拓 

   

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

  ○北方町の飲食店及び山内町の窯元のブランド化による観光振興 

  ○地域活性化イベントによる賑わいの創出 

 

連絡先 

武雄市商工会 

〒849‐2201 佐賀県武雄市北方町大字志久 1662 

TEL（0954）36‐2111 FAX（0954）36‐3417  

E-mail：takeoshi@sahoren.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）佐賀県武雄市の概況 

・佐賀県武雄市は佐賀県の西に位置し豊かな緑と山々に囲まれており、面積は 195.44 平方キロメート

ル、人口は49,960人で人口に占める 65歳以上高齢者の割合は28％である。平成 18年 3月 1日に

旧武雄市、山内町、北方町の1市2町が合併し誕生した。長崎自動車道武雄・北方ICを有しており、

福岡市博多駅からＪＲで1時間、有明佐賀空港から車で40分の所に位置する西九州における交通の

要衝であり、観光都市として位置づけられている。 

 

 
観光客数の推移                           (単位：千人) 

 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 

日帰り 1,439 1,348 1,434 1,501 1,541

宿泊  236  226  249  252  259

合計 1,675 1,574 1,683 1,753 1,800

                               資料：佐賀県統計年鑑 

・旧武雄市エリアには、全国からも注目が集まる武雄市図書館(平成 25 年 4 月 1日リニュアルオ

ープン、代官山蔦屋書店を企画した CCC が指定管理者で年中無休)、武雄温泉(1300 年の長い

歴史を誇り、宮本武蔵、伊達正宗、シーボルトなどの偉人達が訪れている宿泊施設数 21 軒)、

佐賀県立宇宙科学館(西日本一の規模を誇る)等の多数の外部集客力を有する施設があり、上記

表の通り平成 25 年観光客数は 1,800 千人と増加傾向にある。平成 34 年には九州新幹線長崎ル

ートが開通予定であり、関西方面などからのアクセスが飛躍的に向上する事が予測される。 

 

（２）地域の現状と課題 

[地域の現状] 

・武雄市商工会は間に武雄商工会議所が所轄する旧武雄市エリアを挟み、北方町と山内町と距離的に

13km 離れた 2町商工会が平成 21 年に合併し誕生した。 

 

・武雄市図書館、武雄温泉等の主要な観光資源は武雄商工会議所地区である旧武雄市エリアに集中

し相応の集客力を有している。武雄市商工会地区である北方町と山内町には現状単独で集客できる

までの魅力ある観光資源については数少ないのが実情であるため、旧武雄市エリアとの「回遊性」を

持たせて地域経済活性化を図ることを実践しており、その際の集客資源として北方町の飲食業と山

内町の窯業を中核に置いている。 

                                        

旧武雄市 
武雄温泉・武雄市図書館等

観光施設を有する 
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・北方町の飲食業は高速道路武雄・北方 IC を降りてすぐの国道（3km 圏内）に魅力的な地元資本の飲

食店が30店舗ほど軒を並べている。その全てが国道34号 3キロ圏内に密集しており安くて美味しい

昔ながらの食堂街として、周辺サラリーマン客はもちろん週末には県外からの来客も多く人気を誇っ

ており、B級グルメストリートと名付けられるほど特徴があり、個性豊かな味を食べ比べることが出来る。

 

・山内町の窯業は磁器、陶器等の多種多様な窯元が 40 窯元程度存在しており佐賀県内でも有数の焼

物の産地である。雄大な自然景観に恵まれ、パワースポットとして人気がある黒髪山周辺の黒髪山陶

芸作家村においては、カフェ・ギャラリー型併設の窯元として「食と器」のおもてなしも行っており、何

度でも足を運びたくなるような魅力を秘めている。 

 

[地域の課題] 

・現状、武雄市商工会地区である北方町と山内町への「回遊性」が薄く、旧武雄市エリアと連携を図りそ

の活性化に繋げ、今後増加が見込まれる観光客に対し北方町・山内町の魅力をより良く伝える事を

通じて両地区へ呼び込む為の取り組みが当該地域における喫緊の課題である。 

 

（３）小規模事業者の現状と課題 

[小規模事業者の現状] 

・商工会実態調査を元に管内小規模事業者数をみると、合併した平成 21 年には 611 事業所あったが

平成 28 年には 543 事業所と 7 年間に 11.1％減少している。 

 

・現在抱えている経営上の困り事について、佐賀県商工会連合会と武雄市商工会で行なった商工会満

足度調査（調査サンプル 80 事業所）の結果をみると、仕入れ価格の高騰（45％）、先行きの不安

（40％）、利益率の減少（40％）、売上の減少（30％）が上位を占めており、外部環境の影響を主因と

する収益性の悪化が顕著である。 

 

・特徴的産業である北方町の飲食業について商工会調査(昼食ランチ調査サンプル 15 事業所)の結果

から、平日昼間の中心価格帯は 500～800 円で地元男性客を主体としているのに対して、休日昼間

は県外からの家族連れの来客が多く、客層が異なっていることがわかった。今後は年間を通じて安定

した来客になるような更なる知名度向上が求められている。 
 

・特徴的産業である山内町の窯業について商工会調査（調査サンプル 40 事業所）の結果から、

有田焼、唐津焼といった作風の多様性に加え、製品として工業製品を作成している窯元と、芸

術作品としての作家型の窯元とが混在しており作家型の窯元についてはカフェ・ギャラリー併

存型の窯元としての特長も有しておりイベント(「黒髪陶芸作家村秋の窯開き展」など)も実施

している。代表者の年齢が 60 歳以上の割合は 50％超、後継者がいない事業者は 85％となって

おり伝統産業の継承が困難になる事が懸念される。 

 

[小規模事業者の課題] 

・小規模事業者は「仕入価格高騰・先行き不安・利益率減少・売上減少」といった 4つの主な 

 問題を抱えているなか、小規模事業者数も人口減と連動して確実に減少しており、PDCA サイ

 クルに基づく経営強化を図っていくことが喫緊の課題である。 

 

武雄市商工会 業種別 商工業者・小規模事業者数       （平成 28 年 4 月１日現在）

 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 合計 

商工業者数 116 121 28 129 191 48 633 

内 

小規模事業者数 
110 107 17 104 171 34 543 

事業者数割合 20.3% 19.7% 3.1% 19.2% 31.5% 6.3% 100％ 
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・地域集積度第１位山内地区窯業事業所 40 事業所  

・地域集積度第２位北方地区飲食業事業所 30 事業所  

 

 (参考)商工業者の推移       

 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 合計 

平成 28 年 116 121 28 129 191 48 633 

平成 23 年 139 146 25 159 213 38 720 

平成 18 年 155 150 26 181 209 38 759 

 

(参考)商工業者・小規模事業者の推移  

 平成 18 年 平成 23 年 平成 28 年 対平成１８年比 

商工業者数 759 720 633 83.4% 

小規模事業者数 684 637 543 79.4% 

 

 

（４）小規模事業者の中長期的な振興のあり方及び本計画の目標 

武雄市で策定している武雄市総合計画には、「あるものを活かし、また観光資源の発掘などを通し

て、本市の魅力を PR し、国内・海外の交流人口の増加を目指すとともに、おもてなしの心の醸成を図

る」とともに「地域経済活性化として窯業などの地場産業を活かした地域振興を図る」と明記されてい

る。 

このことを踏まえ、武雄市商工会においては、次の様に中長期的な小規模事業者の振興のあり方

を定める。 

中期的目標(経営発達支援事業の実施期間の 5 年間)は、旧武雄市エリアとの「回遊性」の向上を

図り、地域内小規模事業者の売上増につなげるため、基幹産業である「飲食業」、「窯業」をターゲット

分野として消費者ニーズを把握し、既存商品の磨き上げや付加価値の高い商品開発を行い、情報発

信に努める。 

長期的目標(10 年後を目指し)は、「飲食業」、「窯業」をブランド化し売上を増やす事で、地域内納

入業者や建設業者等地域全体の繁栄へ波及させる一方、個社支援においては中期的目標で蓄積し

た支援事例を経営指導員や支援員で共有化し、PDCA サイクルに基づく支援手法を確立することに

よって、地域小規模事業者全体の売上・収益力向上を図る支援を実践していく。 

 

 

（５）経営発達支援事業の目標達成のための方針 

前述(4)の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえたうえで、経営発達支援事業の目

標達成のための方針を以下のとおり設定・実行する。 

 

個社支援の方針：事業実施に当たっては、PDCA サイクルを意識し、段階的に目標の実現を目指

して下記の①～④を実施していく。 

①各種調査を実施し個社の新たな販路開拓へ向けての情報発信 

        ②徹底した巡回を行い、経営を見える化するため経営分析の実施 

        ③目標管理による経営の仕組の徹底を図るため事業計画の策定 

        ④事業計画策定事業者に対して定期的巡回によるフォローアップの徹底 

 

地域支援の方針：事業実施に当たっては、武雄市など関係機関と連携し「オール武雄」で目標の

実現を目指して下記の①～④を実施していく。 

①市内観光施設における回遊性実態把握調査の実施及びその情報伝達 

        ②北方町飲食店及び山内町の窯元のブランド化による観光振興の実施 
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        ③地域活性化イベントによる賑わいの創出 

        ④地域資源を活用したプロモーション活動の実施 

 

 

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】 

 
［現状と課題］ 
現在、武雄市商工会において地域経済状況についての独自調査は行なっておらず、景況感は武

雄市が行なっている「武雄市短期経済観測調査（たけお短観）」の情報により把握している。定

性面での状況確認は経営指導員及び支援員による事業所巡回・窓口指導での聞き取り調査にて行

なっている。しかし、情報の共有化及び小規模事業者への有効な情報提供はなされていない。 
上記データの共有化及び分析を行う事を通じ小規模事業者に対し有意義な分析や情報提供が

求められると共に、地域の特徴的業種については特化した調査を実施する事で効果的な情報提供

が求められる。 
 

［事業内容］ 
(1)武雄市の経済動向調査【指針③】【既存＋拡充】 
武雄市の地域経済状況の把握に関しては、武雄市短期経済観測調査（たけお短観）のデータを

活用し分析を行う。データの収集及び分析方法は下記に記載のとおりとする。拡充する事業とし

て、地域内特徴的業種である北方町の飲食業、山内町の窯業についての DI値調査を行う。分析
データについては業種ごとにデータ化し、巡回指導時に地域の景況感についての説明資料として

活用すると共にホームページにおいても情報提供を行う。 
武雄市商工会での独自経済動向の調査については、巡回指導及び窓口指導及び、武雄市経営者

懇談会（参加企業 25社・年 6回開催予定）での聞き取り調査にて行う事とする。具体的な手段
は下記項目によりヒアリングを行う事とし、調査結果は主要業種毎にデータ化し巡回指導時に業

種動向についての説明資料として活用すると共に、定期的に武雄市商工会ホームページ、商工だ

より等に掲載し地域小規模事業者に周知する。 
 
経済動向調査項目 
① 実施回数及び時期 年 4回（3月、6月、9月、12月） 
② 対象企業 市内 100事業所＋飲食業・窯業 50事業所 
③DI値の調査内容 (1)現在の景況感：良い、普通、悪い 

(2)3ヶ月後の見通し：良くなる、変わらない、悪くなる  
以上のいずれかを回答 

④DI値の分析方法 (1)現在の景況感 (2)3ヵ月後の見通しについて、それぞれ回答数の
構成比を求めた上で「良い（良くなる）」の構成比から「悪い(悪く
なる)の構成比を引いて「現況ＤＩ」、「見通しＤＩ」として指標化。

⑤活用方法 巡回指導時に地域の景況感についての説明資料として活用。 
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独自経済動向調査ヒアリング項目 
① 現在の景況感 
② 3ヶ月後の見通し 
③今期及び来期の設備投資計画 
④直面している経営上の問題点 
⑤自社が感じる業界内の状況 

 
［目標］独自経済動向調査実施企業数は経営指導員一人あたり 30件（小規模事業者数の 16％）

とし、小規模事業者へ年間 4回ホームページで公表することを目標とする 
 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
独自経済動向調査企業 未実施 25 65 90 90 90 
経済動向調査公表回数 未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
［現状と課題］ 
現在、金融・税務の相談を受けた際、個別に簡易な財務分析を行なっている。加えて、経営指

導員と支援員が各々のペア毎に年間 1事業所に対し財務分析フィードバック（収益性、安全性等
業界平均との比較、前年実績との比較等）は行ってはいるものの単なる数字の提示に留まってい

る。小規模事業者の持続的発展に資する為には財務面のみならず商品（販売）分析や人的資源、

独自技術等の分析を通じた効果的な活用策が求められる。 
北方地区の飲食業、山内地区の窯業事業者に対しては、自社の状況、商品の特性、顧客の状況

などについてヒアリングを行い総会資料で報告を行なっているものの、画一的な情報収集にとど

まっておりデータを活かしきれていない。特に各社の商品力の「強み」についての踏み込んだ分

析が求められる。 
 

［事業内容］ 
(1)巡回指導における経営状況の分析【指針①】【既存＋拡充】 
 巡回指導における経営状況の分析を通じ対象事業者の選定を行い、重点企業と位置づけ取り組

みを行う。選定基準は、事業主の事業に対する意欲・姿勢、雇用の有無、事業承継者の有無、地

域における役割を判断基準として選定する。分析の手段は重点企業に対し統一した分析シートを

活用し調査する。調査した項目は、経営分析シートに整理し、経営指導員及び支援員で情報を共

有しチームとして対象事業所の強み、弱み等分析結果を導き出し分析対象事業所にフィードバッ

クし今後の計画づくりに活用する。 
 
 
統一のシートにより経営分析する項目 
分析項目 内容 
商品・製品分析 季節指数、商品・製品別ＡＢＣ分析、利益貢献度分析 
技術・ノウハウ 独自技術・ノウハウ、特異技術・ノウハウ 
人的資源分析 人員構成、販売体制 
財務分析 損益計算書分析、３期分売上推移、利益率推移、回転日数、簡易 CF

 
(2)専門家を活用した「強み」を深掘りする経営分析【指針①】【既存＋拡充】 
上記巡回訪問を通じ、専門的な課題を有する事業者に対しては、県の専門家派遣事業、ミラサ

ポや中小機構基盤整備機構、よろず支援拠点などの事業を活用して専門家を派遣する。特に、北

方地区の飲食業、山内地区の窯業事業者に対しては現状分析の中でも特に強みの抽出を行う必要
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があり、よろず支援拠点の専門家と連携し、売れる商品づくりの為、現状での「強み」の分析(深
掘り)を行う。経営指導員は、専門家を活用し事業者の経営の実態を踏まえてより実践しやすく
する為のアイデア出しを行い事業者にフィードバックを行う。 
 
［目標］経営状況分析件数は初年度目標を経営指導員一人あたり 5件とし最終年度は年間 27件

（経営指導員一人あたり 9件）を目標とする。 
 

 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
経営分析件数 4 15 18 21 24 27 
専門家派遣件数 1 5 5 10 10 10 

 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
［現状と課題］ 
現在行っている事業計画策定支援は、金融相談、持続化補助金等各種補助金相談において必要

となった際、経営指導員が専門家と連携した上での支援であり個別限定的な対応に留まってい

る。小規模事業者にも事業計画の策定が必須といわれる中、今後は体系的積極的に計画策定に関

わり支援を行う事が求められる。 
 
［事業内容］ 
 (1)事業計画策定セミナー・個別相談会の開催【指針②】【既存＋拡充】 
事業計画策定に関するセミナー、経営革新セミナー等の開催により、事業計画策定を目指す小

規模事業者に対する支援を行う。支援対象者は経営分析を実施した重点企業を中心に巡回指導を

通じて事業計画策定の必要性を丁寧に説明し抽出する。個別相談会では、事業計画策定のノウハ

ウ・プロセスを教示した上で、各々の事業所の抱える課題解決に必要な計画作成について伴走型

支援を行う。 
 
(2)事業計画策定シートを活用した計画策定支援【指針②】【既存＋拡充】 
上記１．地域の経済動向調査、２．経営状況の分析結果を踏まえた経営課題を克服するため、

あるべき姿や数値目標を設定し、目標を実現するために何が必要なのか考えてもらうプロセスに

より事業計画書を策定する。手段は共通の策定シートを活用し経営指導員、支援員がチームとな

り策定を支援する。策定する際、専門化した課題への対応は佐賀県商工会連合会、中小基盤整備

機構、よろず支援拠点等の事業を活用して専門家を派遣し小規模事業者と一緒になり効果的な事

業計画策定を支援する。 
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［目標］上記 2. 経営状況分析事業所は全てセミナーを受講してもらう事を目標とする。事業計

画策定事業所はセミナー受講者の 70％とし最終年度は年間 21件（指導員 1人あたり
7件）を目標とする。 

 
 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
セミナー開催回数 1 2 2 2 3 3 
セミナー参加事業所数 16 20 20 20 30 30 
事業計画策定事業所数 4 14 14 14 21 21 

 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

［現状と課題］ 
事業計画策定を行なった事業所に対する支援については現在、経営指導員 1人あたり年 1件を

目標に行なっている経営革新承認の支援に加え、小規模事業者持続化補助金等補助事業実施期間

中における個別限定的な支援に留まっている。今後は、計画策定事業者に対し体系的に伴走型の

指導・助言を行い、事業の持続的発展を図る事が求められる。 
 
［事業内容］ 

(1) 事業計画策定者へのフォローアップ巡回【指針②】【既存＋拡充】 
事業計画策定事業者には、必要に応じ 3 ヶ月に 1 回程度の巡回訪問を行い、PDCAのサイク

ルを意識し、事業計画策定支援における経営計画シートを基に実績管理を行い段階的に目標の実

現が図られるよう支援を行っていく。計画未達成の内容については原因を究明し、なぜ出来なか

ったか一緒に考える事を通じ必要な助言を行う。また、事業計画策定者に対しては、より具体的

なアクションプランの立案と、実現性の高い計画へのブラッシュアップを行い、経営革新計画の

認定を受けるための支援を積極的に行う。個別専門的な課題に対しては経営指導員と専門家がペ

アになり継続的な支援を行える体制を構築する。 
 
(2) 小規模事業者経営発達支援融資制度の積極的活用【指針②】【新規】 
事業計画の策定後においては、国、県、市、商工会連合会等の行う支援策の周知を行う。特に、

金融相談時においては「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用し資金活用成果な

どの把握や必要な指導・助言を行う。 
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［目標］フォローアップ件数目標は上記 3.事業計画作成支援者に対し年間 4回を目標とする。
    上記 3.事業計画策定事業所の内 20％を経営革新認定企業数目標とする。 
 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
フォローアップ件数 未実施 56 56 56 84 84 
経営革新認定企業数 1 3 3 3 4 4 
小規模事業者経営発達

融資制度活用事業所数 
0 3 3 3 3 3 

 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】  

[現状] 
・需要動向調査は、実施していない。 

 
[課題] 

・小規模事業者は、従前と同じ商品づくりやサービスの提供をしていることが多く、ニーズの変化や価値

観の多様化が進んできている現状の消費者ニーズを十分にとらえられていない。 

・消費者ニーズにあった商品開発やサービスの提供は、自社のみの力だけでは難しい。 

・また、北方地区と山内地区は、武雄市中心部を挟む飛び地であり、集客の見込める観光施設（武雄市

図書館や佐賀県立宇宙科学館など）も市中心部（旧武雄市エリア）に存在しており、その観光施設へ

訪れた方に北方地区の飲食店や山内地区の窯元へ訪問していただくなど回遊性を高めることで、売

上の増加にいかに繋げるかが必要課題である。特に小規模事業者は、同業他社との情報交換・収集

の機会も少なく、差別化への取組みについても難しい。 

 

[事業内容] 

 (1)「市内観光施設等における消費者ニーズ調査」の実施【指針③】【新規】 

北方地区の飲食業者と山内地区の窯業者に需要動向調査結果を提供し、新たな販路開拓及び

新商品開発の活かすことを目的として消費者ニーズ調査を実施する。 

実施に当たっては、販路拡大等に強みを持つマーケティングソリューション提供会社に依頼し実現

性を高める。 

 

①旧武雄市エリア観光施設における消費者ニーズ調査 

調査方法 集客が見込める旧武雄市エリアの観光施設（武雄市図書館や佐賀県立宇宙科学

館など）の来場者 100 名に対して年１回調査を実施する。 

調査項目 来場者の居住地、行動予定（食事先、観光先、お買い物等）、交通手段、北

方地区飲食店の利用頻度、山内地区窯元の知名度、陶磁器への興味・使い方

等 

調査結果活用 旧武雄市エリアからの回遊性の実態を把握するとともに、各飲食店・窯元に調査

結果をフィードバックして、消費者ニーズにマッチした新商品の開発や訴求力の

高いプロモーションに活用し、需要を喚起する。 

 

②北方地区飲食業の消費者ニーズ調査 

調査方法 夏休みに開催するグルメスタンプラリー実施時において、参加飲食店に来客

される消費者 100 名に対して年１回調査を実施する。 

調査項目 来客者の居住地、行動予定、来店動機、飲食メニュー、味、ボリューム、 

価格、接客、店舗クリンリネス等 

調査結果活用 各飲食店にフィードバックして、消費者ニーズにマッチしたメニュー商品開

発及び接客力向上・店舗イメージの向上を図ることによって販売力を強化し

新たな商品開発支援に活用する。又、居住地、来場目的と一日の行動予定等
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でクロス分析を用いて、回遊性を高める為の仕掛けである「グルメスタンプ

ラリー」のマップ配布エリアに活用し新たな顧客獲得につなげる。 

  

③山内地区窯業の消費者ニーズ調査 

調査方法 窯開き展などにおいて来場客 100 名に対して年１回調査を実施する。 

調査項目 来客者の居住地、行動予定、来店動機、商品毎利用目的(シーン)、商品毎形

状(大きさ)、商品毎購入予算、購入の有無、購入者に対して(商品価格、購

入理由、購入頻度、デザイン)等 

調査結果活用 各窯元にフィードバックして、消費者ニーズにマッチした商品開発に活用

し、新たな需要の拡大につなげる。又、居住地、来場目的と一日の行動予定

についてもクロス分析を用いて、黒髪山陶芸作家村で開催されるイベント等

への回遊性を高める為のプロモーションに活用し、新たな顧客獲得につなげ

る。 

 

 

（2） 業界トレンド情報等の活用・分析・提供【指針③】【新規】 

民間シンクタンク等が発行する情報を定期的に収集・分析し、業界別のトレンドや需要動向を

分析し巡回時に各事業所に対して提供する。活用する情報誌等としては、経済レポート専門ニュ

ース、業界紙（日経流通新聞、飲食業・窯業等の専門誌、日経トレンディほか）や日経テレコン

POS 情報や JRS 経営情報サービスを活用し、事業者へ業界トレンド情報を提供する。 

調査する項目としては、消費者ニーズ調査だけでは把握できないトレンドや全国的な業界動

向、売れ筋商品情報や新商品情報等で、それらの情報を提供することにより、各事業所が今後、

重点的に取り組む事業を実施する際の参考資料として活用し、ワンポイントアドバイスとして各

事業所の売上向上策を提案した内容に整理した上で情報提供する。 

特に飲食業、窯業の業界動向については「本当に流行しているもの」「消費者が支持している

もの」は何かについて情報収集を行い、季節ごとに最新の市場情報として相談時に情報提供する

と共に武雄市商工会ホームページ上において情報発信を行う。 

 

 

[目標] 

調 査 内 容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

消費者ニーズ調査数 未実施 300 300 300 300 300 

 

内 市内観光施設等調査 

北方地区飲食業調査 

  山内地区窯業調査 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

業界トレンド情報 

収集回数 

未実施 年 4回 

 

年 4 回 

 

年 4 回 

 

年 4 回 

 

年 4 回 

 

情報提供事業者数  70 70 70 70 70 

 

内 飲食業関連事業者 

  窯業関連事業者 

 30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

 ＊上記調査の結果については、該当する業種の小規模事業者等に巡回等で情報提供し、併せて

商工会報やホームページを通じ公表する。 

 

[効果] 

消費者ニーズを把握することで、商品価格の再設定やサービス内容等の見直しを行う機会とな

り、新商品や新サービス開発の発案材料となる。 

また、商工会が経営計画の策定及び販路開拓の支援を行うことで、小規模事業者の売上増加に

つなげることが見込める。 
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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】 

 
［現状と課題］ 
 新たな需要の開拓については現在、地域の特徴的産業である飲食業、窯業に注力した取り組み

は行えていない。また、展示会等への出展の呼びかけは行っているものの年間数事業所に留まっ

ており、出店後のフォローアップもほとんどできていない。インターネットを活用した販路開拓

については商工会ホームページシステム SHIFTへの登録の推進を行い情報発信に努めている程
度で戦略的に行っていないため、今後は各事業所の提供する商品・サービスの強みや売りを把握

した上で新たな需要の開拓のための支援が求められる。 
 
［事業内容］ 
(1) 飲食業・窯業に特化した販路開拓【指針④】【新規】 
 （飲食業に対する販路開拓支援） 
北方エリアの飲食業については上記２．(1)経営状況の分析により抽出した各飲食店の「売り」
となる強みの逸品をピックアップしたグルメマップを経営指導員と支援員が企画作成し、域内の

みならず旧武雄市エリアの観光施設(武雄市図書館、佐賀県立宇宙科学館等)で配布し販促活動を
行う。具体的には、グルメマップを活用して上記観光施設と各飲食店を巡ってもらう「スタンプ

ラリー」を実施することで、北方エリアの飲食店の魅力を訴求すると共に、観光客の回遊性を高

め、新規顧客の獲得につなげる。 
 
（窯業に対する販路開拓支援） 
山内エリアの窯業に対しては、特にカフェ・ギャラリー併設型の窯元が集約している黒髪山陶

芸作家村エリアについて戦略的にプロモーション活動を行い新たな需要を開拓する。具体的に

は、「黒髪陶芸作家村秋の窯開き展」や、カフェ併設の窯元を食べ歩く「黒髪山のはしごランチ

バル」などの集客型のイベントを実施し、参加窯元の人や焼物の特徴、食と器の魅力提案につい

て経営指導員と専門家が連携し写真撮影、ストーリーづくりを行なった上で、地元報道機関、行

政等に情報提供し、新聞、雑誌、市報、市 facebook ページへの掲載を通じ魅力を発信する。そ
の結果、話題性が高まり口コミの効果が生まれる事で新規顧客の開拓につなげる。 

 
※「黒髪陶芸作家村秋の窯開き展」は、武雄市山内町の黒髪山山麓周辺にある陶芸作家村で、

毎年 11月中旬・紅葉が美しい時期に開かれている展示会。陶器、磁器の７窯元とパン工房が参
加。紅葉を楽しめるロケーションも非常に良く県外客などが多く訪れている。 
※「黒髪山のはしごランチバル」は、上記黒髪山周辺にあるカフェ併設の窯元が連携して実施

する食と器を楽しめる食べ歩きのイベント。 
 
 
 (2) 展示会・商談会への出展支援を通じた販路開拓【指針④】【既存＋拡充】 
 全国商工会連合会・佐賀県商工会連合会・金融機関等と連携し、主に首都圏で開催される全国

物産展や業種別ビジネスマッチング等商談会への支援を行う。支援に際しては、上記２．(2)専
門家を活用した「強み」を深掘りする経営分析を通じて得られた各事業所の商品を販売する際の

商品陳列や効果的な POPの作成及び接客対応の指導を行う。また、経営指導員が商談会への参
加時にフォローを行うため同行し、その結果を出展者にフィードバックすることによって、強み

と弱みを再度分析し、出店後の商品のブラッシュアップや販売方法の改善につなげる。 
 

展示会・商談会等 目的 支援対象者 訴求対象者

全国連・金融機関等と連携した 
特産品展示会・物産展 

・商品の強みＰＲ 
・焼物の魅力ＰＲ 

経営分析を行った窯

業事業者及び小規模

事業者 

・消費者 
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全国連・金融機関等と連携した 
商談会 

・新商品等のＰＲ 
・新作器のＰＲ 

経営分析を行った窯

業事業者及び小規模

事業者 

・バイヤー 

 
(3) インターネットの活用による販路開拓【指針④】【既存＋拡充】 
 IT を活用した情報発信・販路開拓の為の支援を行う。情報発信については、現在武雄市の公
式ホームページが facebookで運営されている事もあり、経営指導員と専門家が連携し facebook
を活用した効果的な情報発信への取り組みを支援する。加えて販路開拓については、買い物カゴ

機能を無料で利用できる商工会簡易ホームページシステム SHIFTへの登録を促進し操作方法や
活用策などについて支援する事を通じ、リアルタイムでの商品 PR、商品販売が可能となる事で
新たな需要の開拓に努める。 
 
情報発信媒体 目的 支援対象者 訴求対象者 
SHIFT ・企業の社会的信頼度上昇 

・新商品・イベントの PR 
・買い物カゴ機能の活用 
・企業間取引の推進 

・小規模事業者全般 ・小規模事業者 
・消費者 

Facebook ・リアルタイムの情報発信・

・新商品。イベントの PR 
・小規模事業者全般 ・消費者 

 
 
［目標］北方エリア飲食店スタンプラリー参加店中、売上 10％増の企業数は参加店の 50％とす

る。展示会・商談会出店支援企業は、上記 2.経営状況の分析を行なった企業の 50％を
目標とし、内商談会での成約件数は出展企業の 50％を目標とする。SHIFT・facebook
を通じた受注企業数については、登録件数の 10%とする。 

 
 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
北方エリア飲食店ス

タンプラリー参加店

0 27 28 29 30 30 

内売上高 10％アップ
企業数 

0 13 14 14 15 15 

黒髪山エリアイベン

ト実施回数 
2 3 3 3 3 3 

展示会・商談会出展

支援企業 
2 7 9 10 12 13 

商談会成約件数 １ 3 4 5 6 6 
SHIFT・facebook 
 登録企業数 
（延べ企業数） 

86 90 100 110 120 130 

SHIFT・facebook 
を通じた受注企業数

8 9 10 11 12 13 

 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 
［現状と課題］ 
武雄市は武雄温泉、武雄市図書館、佐賀県立宇宙科学館など魅力的な観光施設を有する武雄商

工会議所が所轄する旧武雄市と、武雄市商工会エリアである旧山内町、旧北方町で形成されてお

り、三つの地域の自然や歴史・文化などの特色を活かした発展を目指している。平成 34年には
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九州新幹線長崎ルートが開業予定であり、関西方面などからのアクセスが飛躍的に向上する事が

予測される。 
地域経済の活性化に資する為には「まちづくり」と一体となった観光振興が必要である。この

事の実現は商工会の使命の一つである。現在、武雄市商工会においてもまちづくり事業に取り組

んでいるが単独の事業に留まっている。旧武雄市への観光客を北方町、山内町に回遊させる為の

取り組みは十分に行えているとはいえず、地域の強みを活かし各関係機関と連携した上で観光客

の受け入れ体制を「オール武雄」で整える事が求められる。 
 
 
［事業内容］ 
(1) 北方町の飲食店及び山内町の窯元のブランド化による観光振興 
武雄市観光課及び武雄市観光協会と武雄市商工会が連携した観光振興の為の組織体「武雄市広

報企画委員会」において地域としての観光に対する意識の共有化を図ると共に、各組織の担うべ

き役割を認識した上で下記の事業に取り組む。 
北方地区の飲食業については、ご当地グルメ「武雄・北方ちゃんぽん街道」及び、新幹線開通

を見通し、地域農家と開発を行なった駅弁「武雄まち弁」のプロモーション活動を通じ「グルメ

の町」としてのブランド化を図り回遊客の増加を目指す。具体的な手法は、武雄市観光協会、市

内観光施設と連携したグルメスタンプラリー等の仕掛けを実施する。加えて、広域エリアに対し

ては、各飲食店の「売り」となる強みを雑誌等メディアへ掲載し観光客向けのプロモーションを

展開する。 
山内地区の窯業については、自然豊かなロケーションの中にあるギャラリー併設の窯元の魅力

を全面に出し、武雄市観光課や武雄市観光協会と連携し主に韓国からのインバウンド観光として

開発中の「九州オルレ」と連携した回遊コースとしてブランド化をはかり観光客向けのプロモー

ションを展開する。加えて、各窯元と経営指導員が共に企画立案を行い武雄市内の旅館と連携し

たイベントを開催する。具体的には、旅館での夏のビアガーデン実施時にあわせ来場者に好みの

ビアグラスを選択し購入してもらう等「食と器」企画を商品開発し魅力的にＰＲする。 
 
 (2)地域活性化イベントによる賑わいの創出 
武雄市、武雄商工会議所、武雄市観光協会、ＪＡと連携した組織体「武雄市物産まつり実行委

員会」(年間 10 回程度開催)において武雄市の物産振興の今後の方向性について共通認識を行っ
た上で開催する地域活性化イベント「武雄物産まつり」や、「きたがたフェスタ」「黒髪のロマン

まつり」において、上記２．(2)専門家を活用した「強み」を深掘りする経営分析を通じて得ら
れた各事業所の特産品や地域農産物などの食材を使ったご当地グルメを提供・発信する事を通

じ、来客者、観光客の増加を図る。地域イベントによるにぎわい創出で小規模事業者の利益確保

や地域経済の活性化をはかる。 
 
［目標］回遊客数の数値目標として、計画期間中の武雄市のへの日帰り観光客数 5％増加（年 1％

増）を目指す。 

 現状 H29 H30 H31 H32 H33 
北方地区グルメ情

報紹介回数 
未実施 １ １ 2 2 2 

山内地区窯元観光回

遊コース紹介回数 
未実施 １ １ 2 2 2 

日帰り観光客数 
（単位：千人） 

1,541 1,556 1,571 1,587 1,602 1,618 
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Ⅲ．経営発達支援計画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)佐賀県商工会連合会主催で年 10 回程度開催される県内商工会研修会において、各商工会との

間で支援ノウハウ、支援の現状、セミナー、講習会等の情報交換を行う事により、支援スキル

の向上及びノウハウの蓄積を図る。 

(2)経営支援拠点として設置されている「佐賀県よろず支援拠点」との間で、事業内容等につい

て情報交換を行い個別専門的な小規模事業者への支援をスムーズに行える体制を整える。 

(3)金融面においては、年 2 回程度開催される日本政策金融公庫主催による「経営改善貸付推薦

団体連絡協議会」及び佐賀県信用保証協会主催による「金融懇談会」において、地域の経済動

向と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有を行い、小規模事業者に対す

る金融支援をよりスピーディーに行える体制を整える。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

(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。 

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。 

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、職員会

議において報告して職員間で共有するとともに、報告書を作成し全職員がいつでも閲覧できる状

態としておく。 

③「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。 

 

 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
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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。 

(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、必要に応じて計画

の見直し、変更・修正をおこない、その結果について理事会等へ報告し承認をうける。 

○「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 佐賀県産業労働部経営支援課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、評価及び見直し結果の公表 

事業の成果・評価・見直しの結果については武雄市商工会のホームページ 

（http://www.sashoren.ne.jp/takeoshi/）にて公表し、本会事務所にも常備して閲覧可能な

状況とする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１０月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［武雄市商工会・理事会］ 
会  長： 1名 
副会長： 2名 
理  事：２７名 

［経営発達支援事業・評価委員会］ 
商工会各部会長、監事、武雄市営業部、

佐賀県商工会連合会、中小企業診断士等

［経営発達支援事業・事務局体制］ 
事務局長  １名 
経営指導員 ３名 
経営支援員 ４名 
    
 
［事業成果・評価・見直し結果公表］

武雄市商工会ホームページ 
http://www.sashoren.ne.jp/takeoshi/ 
武雄商工会報 

［域内］ 
小規模 
事業者 

［関係機関・団体］ 
・佐賀県 
・武雄市 
・全国商工会連合会 
・佐賀県商工会連合会 
・中小企業基盤整備機構

・商工会・商工会議所 
・金融機関 
・各種団体 等 

相談 

支援 

連携 

経営発達支援事業報告 事業の成果、評価、見直し案の報告 

事業の成果・評価・見直し結果報告 

[発達支援事業実施体制・担当者] 
(1) 地域の経済動向調査：事務局長、経営指導員 3人 
(2) 経営状況の分析：経営指導員 3人、支援員 4人  
(3) 事業計画策定支援：経営指導員 3人、支援員 4人  

 (4) 事業計画策定後の実施支援：経営指導員 3人、支援員 4人  
(5) 需要動向調査：事務局長、経営指導員 3人 

 (6) 新たな需要の開拓に寄与する事業：事務局長、経営指導員 3人 
 (7) 地域経済の活性化に関する事業：事務局長、経営指導員 3人 
 
 



- 16 - 
 

（２）連絡先 
武雄市商工会 本所・北方事務所 

〒849‐2201  佐賀県武雄市北方町大字志久 1662 

TEL：（0954）36‐2111 FAX：（0954）36‐3417 

E-mail：takeoshi@sashoren.or.jp 

 

武雄市商工会 山内事務所 

〒849-2303 佐賀県武雄市山内町大字三間坂 13800  武雄市山内支所 ２Ｆ 

TEL：（0954）45‐2505 FAX：（0954）45-2443  
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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） 

 平成 29 年度 

(平成 29 年 4

月以降) 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額 1,140 1,140 1,240 1,240 1,340 

 

 

1 地域経済動向・需

要動向調査費 

 

2 経営状況分析事

業費 

 

3 事業計画策定・実

施支援事業費 

（セミナー開催） 

 

4 需要開拓事業費 

（展示会等） 

 

5 地域活性化事業

費（イベント関連） 

 

6 資質向上対策事

業費 

 

 

70 

 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

300 

 

 

170 

 

70 

 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

300 

 

 

170 

 

 

70 

 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

200 

 

 

300 

 

 

170 

 

70 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

 

200 

 

 

300 

 

 

170 

 

70 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

170 

（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 

 

補助金収入・会費収入・手数料等収入、各種事業収入 

 

（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 

 

(1)地域の経済動向調査 

  [内 容]地域経済動向に関する調査。 

   [連携者]武雄市、武雄市経営者懇談会、佐賀銀行北方支店・三間坂出張所 

九州ひぜん信用金庫北方支店・山内支店 

(2)経営状況の分析 

  [内 容] 個別専門的な課題を有する事業所の経営分析、売れる商品づくりの為の経営分析。 
   [連携者]中小機構基盤整備機構、佐賀県よろず支援拠点、佐賀県商工会連合会 

(3)事業計画策定支援 

   [内 容]セミナーの開催、専門的な課題を有する事業所の事業計画策定時の専門家派遣。 

   [連携者] 中小機構基盤整備機構、佐賀県よろず支援拠点、佐賀県商工会連合会 
(4)事業計画策定後の実施支援 

   [内 容] 支援策の周知およびフォローアップ、スムーズな金融支援。 
   [連携者] 中小企業庁、佐賀県、中小機構基盤整備機構、佐賀県よろず支援拠点、武雄市 

日本政策金融公庫、佐賀県商工会連合会 

(5)需要動向調査 

   [内 容]需要動向に関する調査。 

   [連携者] 佐賀県商工会連合会、武雄市経営者懇談会、佐賀銀行北方支店・三間坂出張所、 
九州ひぜん信用金庫北方支店・山内支店 

(6)新たな需要の開拓に寄与する事業 

   [内 容] 全国物産展出展、商談会出展、IT を活用した販路開拓、業種に特化した販路開拓。
  [連携者]全国商工会連合会、佐賀県商工労働部、武雄市営業部、佐賀県商工会連合会 

(7)地域経済の活性化に関する事業 

   [内 容] 飲食業と窯業のブランド化による観光振興。 
 [連携者]佐賀県商工労働部、武雄市営業部、佐賀県商工会連合会、武雄市観光協会、 

武雄商工会議所 

 

連携者及びその役割 

(1) [連携者] 中小企業庁  長官 宮本 聡 

       〒100-8912 東京都千代田区霞が関 1丁目 3番地 1 

       電話番号 03-3501-1511 

[役 割]小規模事業者支援施策等についてミラサポによる情報提供、専門家派遣。 

 

(2) [連携者] 佐賀県 産業労働部  部長 石橋 正彦 

       〒840-8570 佐賀市城内 1丁目 1-59 

       電話番号 0952-24-2111 

[役 割]佐賀県の小規模事業施策についての情報提供、事業計画策定に向けた助言、協力。

 

(3) [連携者] 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 齊藤 三 

       〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町４－２ 博多祇園ビル 

       電話番号 092-263-1500 

[役 割] 高度化、専門家した経営課題に対する専門家派遣、各種情報提供、 
研修会等による資質向上。 
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(4) [連携者] 中小企業庁 佐賀県よろず支援拠点  コーディネーター 今釜 秀敏 

       〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 114  

公益財団法人 佐賀県地域産業支援センター内 

       電話番号  0952-34-4433 

[役 割]高度化、専門家した経営課題に対する専門家派遣のサポート。 

 

(5) [連携者] 全国商工会連合会  会長 石澤 義文 

       〒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 

       電話番号 03-6288-0088 

[役 割]地域特選品等の展示会、商談会出展による地域ブランドの確立、販路開拓支援、 

WEB 研修による資質向上。 

 

(6) [連携者] 佐賀県商工会連合会  会長 飯盛 康登 

       〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2丁目 1-12 佐賀商工ビル 6Ｆ 

       電話番号 0952-26-6101 

[役 割]地域特産品展示会による地域ブランド確立、販路開拓支援、エキスパートバンクに

よる専門家派遣、経営指導員等研修会の開催、情報交換。事業の評価及び見直し。

 

(7) [連携者] 武雄市 営業部  部長 井上 祐次 

       〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和 1番地 1 

       電話番号 0954-23-9111 

[役 割] 武雄市の小規模事業施策についての情報提供。地域特産品等の展示会の出展に 
よる地域ブランドの構築。 

 

(8) [連携者] 日本政策金融公庫 佐賀支店  支店長 中谷 正一 

       〒840-0816  佐賀県佐賀市駅南本町 4－21 

       電話番号 0952-22-3341 

[役 割] 小規模事業者経営発達支援融資制度の活用及び事業計画策定後のフォローアップ
支援協力。 

 

(9) [連携者] 佐賀銀行 北方支店  支店長 岡野 功一 

       〒849-2201 佐賀県武雄市北方町大字志久 3421 

       電話番号 0954-36-3511 

[役 割]地域経済動向、需要動向について情報提供。事業計画策定後のフォローアップ。 

 

(10) [連携者] 佐賀銀行 三間坂出張所  所長 田口 雅基 

       〒849-2201 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲 13941－3 

       電話番号 0954-45-3541 

[役 割]地域経済動向、需要動向について情報提供。事業計画策定後のフォローアップ。 

 

(11) [連携者] 九州ひぜん信用金庫 北方支店  支店長 有森 宏 

       〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大字大崎 1095-3 

       電話番号 0954-36-5181 

[役 割] 地域経済動向、需要動向について情報提供。事業計画策定後のフォローアップ。
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(12) [連携者] 九州ひぜん信用金庫 山内支店  支店長 岩﨑 哲弥 

       〒849-2204 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲 13821－1 

       電話番号 0954-45-6181 

[役 割] 地域経済動向、需要動向について情報提供。事業計画策定後のフォローアップ。
 

(13) [連携者] 武雄市観光協会  会長 小松 政 
       〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和 805 

       電話番号 0954-23-7766 

[役 割] 地域経済の活性化に資する取り組み。 
 

(14) [連携者] 武雄商工会議所  会頭 溝上 邦治 
       〒849-2204 佐賀県武雄市武雄町大字富岡 7719 

       電話番号 0954-23-3161 

[役 割] 地域経済の活性化に資する取り組み。 
 

(15) [連携者] 武雄市経営者懇談会  会長 山口 康雄 
       〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大字志久 1662 

       電話番号 0954-36-2111 

[役 割] 地域経済動向及び需要動向についての情報交換。 
   

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国商工会連合会 
・佐賀県商工会連合会 

・武雄市商工会 ・小規模事業者 

・中小企業庁 
・佐賀県 
・武雄市 
・武雄市観光協会 
・武雄商工会議所 
・武雄市経済懇談会 

・中小企業基盤整備機構 
・佐賀県よろず支援拠点 
・日本政策金融公庫 佐賀支店 
・佐賀銀行北方支店 三間坂出張所

・九州ひぜん信用金庫 北方支店 
     〃     山内支店 

連 携 
連 携 連 携 

支 援 

支 援 


