
 

経営発達支援計画の概要         

 

 
実施者名 

 

 
吉野ヶ里町商工会（法人番号 8300005004990） 

 
実施期間 

 

 
平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

 
目  標 

地域内小規模事業者の売上の確保、利益増加を第一に、経営基盤の強化ができるよ

うに事業計画の策定支援を行い、「若い世代も安心して働ける町」を目指す。 
また、地域産品を活用した商品開発を支援し、「吉野ヶ里ブランド」の確立および地

域産業の活性化を図っていく。 
さらに、「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を当会が中心となって継続発展させるこ

とにより交流人口の増加と賑わい創出を行い、小規模事業者が継続して事業活動でき

る環境を整える。 
 

 
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【指針③】 
・佐賀県主要経済統計速報等の各機関の調査結果について収集整理し、地域の経

済動向を調査し、支援に活用するとともにＨＰ等で公開提供する。 
２経営状況の分析に関すること【指針①】 
・経営分析シートによる課題の抽出と事業の方向性の提案。 
３事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 ・成長段階に応じた経営計画策定支援を行う。 
 ・創業時の資金繰りや事業計画策定の支援を行う。 
４事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 ・問題解決のための専門的かつ高度な実施支援に係る指導・助言。 
 ・融資斡旋を含む金融支援。 
 ・創業者への伴走型支援を行う。 
５需要動向調査に関すること【指針③】 
 ・ニーズ調査や分析に係る指導・助言を行う。 
 ・統計調査や情報誌等の収集分析提供。 
６新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 ・当商工会以外が実施する支援事業への参加を促進し、販路開拓の指導を行う。

 ・「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を活用した販路開拓の支援を行う。 
 ・ネットを活用した販路拡大支援を行う。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
１「吉野ヶ里ブランド」の確立 
 ・地域の農産品を活用した新商品の開発と販路開拓を行う。 
２「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」による賑わいの創出 
 ・吉野ヶ里町、吉野ヶ里歴史公園などの地域の関係機関と連携した「吉野ヶ里“夢

ロマン”軽トラ市」の継続拡大による賑わいの創出を図る。 
 

 
連 絡 先 

吉野ヶ里町商工会 
〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２８３－６ 

  ＴＥＬ 0952-52-4644   ＦＡＸ 0952-52-4624 
  Ｅ－Mail    yoshinogari@sashoren.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．吉野ヶ里町の立地環境 
吉野ヶ里町は、佐賀県の東部で、佐賀市から東へ約１０㎞、福岡市から南へ３０㎞の

場所にあり、北は福岡市、西及び南は神埼市、東は、みやき町・上峰町、福岡県那珂川

町に隣接している。 
東西約３km、南北約１６km、総面積４４．９㎢で、県内２０市町村では１５番目の
規模となり、北部は脊振山系、南部は筑紫平野と南北に長い地域である。 

平成１８年に三田川町と東脊振村が行政合併し、吉野ヶ里町が

誕生した。気候は比較的温暖多雨であるが、冬季には山間部では

路面凍結や積雪を見るなど、四季の変化がはっきりした地域であ

る。 
中心部には、年間７０万人の来場者がある「吉野ヶ里歴史公園」

（※１）や消費購買力の大きな陸上自衛隊の目達原駐屯地、さら

に雇用の受け皿となる４つの工業団地がある。  
地域の交通網は、中心に国道３４号線が東西に通り、南北には

福岡市と柳川市を結ぶ国道３８５号線が通っている。又、高速道

路も長崎道の東脊振インターがあり、ＪＲ長崎本線の吉野ヶ里公

園駅があるなど交通の便には恵まれている。 
人口については、下図のとおりわずかながら減少しており、高

齢化率が年々高まっている。 
 
■人口の推移（平成１７年は、合併前町村の計） 
  
 
 
 
 
 
 
（※１）吉野ヶ里歴史公園＝国の特別史跡で、紀元前５世紀頃からの日本最大級の環

濠集落で、弥生時代７００年の移り変わりが解るように復元・整備されている。 

年度 人口 ６５歳以上 高齢化率 

平成１７年 １６,１００ ３,０２１ １８.８％ 

平成２２年 １６,４０５ ３,２５６ １９.９％ 

平成２７年 １６,１３１ ３,５９２ ２２.３％ 

(吉野ヶ里町全図) 
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２．地域の現状と課題 
（１）現状 
平成２７年の当町の就業人口は、農業が２８５人、工業が３,５３８人、商業が８５２

人で約７５％を工業従事者がしめており、商工業者数は３５８事業所であるが、小規模

事業者が３３６事業所である。商工業者の業種別事業所数では建設業５３、製造業５０、

卸売業５、小売業９０、飲食・宿泊業５９、サービス業７０、その他３１事業所で、平

成１９年と比較すると、商工業者数の減少が顕著である。（平成２７年度商工会実態調

査） 
 
吉野ヶ里町内商工業者数 

  建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食

・宿泊
サービス その他 合計 

内小規模事

業者 

H19.4.1 80 55 9 133 62 98 27 464 423（91%）

H27.4.1 53 50 5 90 59 70 31 358 336（94%）

増減 △ 27 △ 5 △ 4 △ 43 △ 3 △ 28 4 △ 106 △ 87    

H27 小規模事業者 50 40 5 87 58 69 27 336 

（商工会実態調査より）

 
①町の対応と施策 
吉野ヶ里町では、平成２０年３月に「吉野ヶ里町総合計画（～みんなの吉野ヶ里未来

計画～）」（Ｈ２０年度～２９年度）を策定し、第５章で「活力とにぎわいあふれる吉野

ヶ里」を目指している。 

その中で、商業の振興としては、「にぎわいある商業地の再生と創造に向け、商工会

の育成のもと、近代的・魅力的な商業活動を促進する」としている。 

商業振興施策の内容としては、商工会と連携のもと、指導・支援体制の強化を図り、

経営革新や後継者育成、特産品の直売所などの地元商店ならではの特色ある商品・サー

ビスの提供、話題性のある催しや町内消費を停滞させないよう共通商品券を発行するな

ど、消費者ニーズに対応した魅力ある商業活動を推進するとしており、実験的販売の場

として軽トラ市の活用を促進する内容となっている。 

また、工業の振興では、町内企業の活性化や町民雇用の場の確保、町の経済発展に向

け、企業支援・企業誘致を積極的に進めるとしている。 

工業振興施策の内容としては、事業の拡大等促進するとともに、地場製品の一層のブ

ランド化に向けた支援を行い、異業種間の交流や企業誘致を図るとしている。しかし、

現状はブランド化に向けた取り組みなどの成果がでていない状況である。 
 
②商工会の事業 
一方、商工会では小規模事業者への経営計画や経営革新計画の策定支援、売上向上や

利益確保のための大売出しの企画や相談・支援等行ってきた。特に、平成２２年３月か

ら「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を毎月第一日曜日に、当会が主となって町や歴史

公園関係者で実行委員会を組織し企画運営している。平成２８年３月で６周年を迎え、

商工会役員を初め企業関係者や町職員、関係機関の協力のもと、来場者も県内外から１

回あたり平均７千人、出店者も常に１２０店舗を超えており、地域のイベントとして定

着してきたが、ブランド化に向けた取り組みには対応していない。 
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吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市 

（２）課題 
吉野ヶ里町の中心部は、大型のスーパーや飲食店などが約２００店と多く存在する

が、その他の地域は、にぎわいも無く、商店等が減少している。 
なお、商工業者の９割以上が小規模事業者で、個人事業者が多く、高齢化等により特

色ある商品づくりや、消費者ニーズに対応したサービスの提供などの商業活動が難しく

なり、売上の低迷が続いているため意欲的に事業承継をしようとする後継者が少ない。

よって、経営安定と事業意欲の喚起ならびに後継者にとって魅力ある事業への発展が課

題である。 
また、町内には年間７０万人もの来園者がある「吉野ヶ里歴史公園」があるものの、

町内で製造されている商品には、来園者向けのお土産物などにできる地域のブランドと

なる魅力的な商品がほとんど無く、「吉野ヶ里町」のブランドイメージが確立できてい

ない。 
さらに、町内には「夏ふれあい祭り」や「吉野ヶ里ふるさと炎まつり」などのイベン

トを行っているが、それぞれ日程が１日だけの単発開催にとどまり、継続した地域の活

性化につながっていない。よって、当町の魅力を広く域外に発信しうる特産品開発や、

域外からの消費者を流入させうる観光振興策の企画立案・実施が課題である。 
 

３．中・長期的な振興の在り方 

（１）地域内小規模事業者の売上の確保、利益増加を第一に、経営基盤の強化を図り、

「若い世代も安心して働ける町」を目指す。 
（２）地域産品を活用した商品開発を支援し、「吉野ヶ里ブランド」の確立および地域

産業の活性化を図っていく。 
（３）「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を当会が中心となって継続発展させることに

より交流人口の増加と賑わい創出を行い、小規模事業者が継続して事業活動できる

環境を整える。 
 

４．目標 

（１）小規模事業者の経営力強化 

 「若い世代も安心して働ける町」を目指し、持続的な経営ができるよう事業計画の必

要性の啓蒙を行い、５年後までに地域内３３６の小規模事業者の 1/3 の１２０事業所に

ついて事業計画の策定を図る。併せて事業計画策定後の実施支援を行う。 
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（２）地域ブランドの確立 

「栄西茶」など既存の開発済み商品の知名度強化に加え、地域内食品加工業者と農業

者とのマッチングを支援することにより、年に一つの新たな商品開発を行い、「吉野ヶ

里ブランド」の確立を図る。 
「吉野ヶ里ブランド」を推進するに当たっては町と協議会を設立し、統一商標基準な

ど検討する。 
 

（３）地域の賑わい創出 

平成２２年３月からを毎月開催し来場者も県内外から平均７千人、出店者も常に１２

０事業所を超えて、地域のイベントとして定着している「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ

市」を継続し、５年後、出店者数１５０事業所まで拡大し、「日本一の軽トラ市」とＰ

Ｒできる規模に発展させ、賑わい創出を図る。 

 
５．方針 
 地域小規模事業者の支援と地域支援は、表裏一体、車の両輪と捉え、小規模事業者の

個者支援を通じて、地域経済の活性化にも取り組み、小規模事業者が事業を持続的に発

展させるための良好な環境を整備する。 
（１）小規模事業者の経営力強化においては、巡回訪問回数を増加し、また支援に当た

っては、小規模事業者の成長段階に応じたきめ細かな伴走型支援を当会内部での情報共

有化を図りながら進める。 
また、吉野ヶ里町との緊密な関係をベースとして、佐賀県商工会連合会やよろず支援

拠点および金融機関等との情報交換の機会を確保しながら、地域小規模事業者の経営課

題を他支援機関と連携し解決を図る。 
（２）地域ブランドの確立については、年間７０万人もの「吉野ヶ里歴史公園」来場者

に向けたお土産物として、地域産品を活用した小規模事業者の商品開発を西九州大学等

と連携しながら支援する。また、「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を活用し、テスト

販売による商品ブラッシュアップや特設ブースを開設することにより、商品ＰＲを行

う。 

（３）地域の賑わい創出においては「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を当会が主体と

なって継続開催し、町行政と連携して、交通網の利便性を生かした交流人口の増加と町

の賑わいの創出を演出する。 
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吉野ヶ里町商工会 経営発達支援計画図 

 
Ⅰ．経営発達支援事業            

            
 
 
 
 
 
 
 
 
      結果の有効活用           情報の有効活用 
 
        【小規模事業者】 
 
 
 
 
 
                                     
                             
                            
 
                                                              (課題等解決を 

連携して支援) 
                            
                             
                            
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．地域経済活性化事業 

 

 

 

 

 

１．地域経済の動向調査（指針③） 

・業種別動向・消費動向・吉野ケ里歴

史公園来場者等のデータを四半期ご

とに収集整理・公表し、地域の経済

動向等を調べる。事業計画の策定支

援や新たな需要の開拓に役立てる。 

2．経営状況の分析（指針①） 

・売上高・変動費・損益分岐点等の基

本分析を行い、ＳＷＯＴ分析により、

強みや弱み、機会や脅威を把握し、ク

ロス分析などにより事業計画の策定支

援、策定後の実施支援に役立てる。 

３．事業計画の策定（指針②） 

  ・経営指導員による個別相談・支援の実施 
  ・創業時の事業計画支援 等 
４．事業計画後の実施支援（指針②） 

  ・経営指導員によるフォロー 
  ・事業計画遂行に係る問題解決のための専門家の支援 
  ・創業者へのフォローアップ支援 
５．需要動向調査（指針③） 

  ・統計調査や情報誌の収集分析 
  ・需要動向調査の実施 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業（指針④） 

  ・展示会・商談会情報の提供 
  ・効果的出店の指導 
  ・ＥＣ市場での販路開拓支援 等 
（３で事業計画の策定し、４の実施支援過程において５及び

６を活用する） 

専
門
家
支
援 

（
支
援
機
関
）

１．「吉野ヶ里ブランド」の確立 

 ・吉野ヶ里町独自のブランド商品の開発と販路開拓 
２.「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」による賑わいの創出 

 ・軽トラ市による賑わいの創出と商品ＰＲの実施 

伴
走
型
支
援 

（
商
工
会
） 

小
規
模
事
業
者
の
課
題
等 
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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 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> 

現状、小規模事業者は地域の経済動向については、取引先や同業者からの情報収集の

みで情報量が少なく、事業活動に十分に活かしていない。 
一方、当会においても小規模事業者への経済動向の情報提供は、経営指導員が金融相

談の際などに必要に応じ口頭での説明のみで、資料としてまとめるなど具体的な目に見

える形での提供はしていない。 
今後は、収集した地域の経済動向の情報を小規模事業者の支援に活用していくため

に、情報の整理・分析・提供をいかにして行っていくかが課題である。 
 
<改善策> 
現状、有効に活用できていない地域経済動向の各種データについて、下記の内容にて

情報の収集・整理・分析を行い、地域の小規模事業者（会員・非会員問わず）が外部環

境分析等に活用できるものとして広く公表・提供していく。 
 
<事業内容> 

（１）各種調査結果を活用した分析【指針③】【新規】 

「佐賀県主要経済統計速報」や日経テレコン情報、「佐賀財務事務所の経済情勢調査」

等をもとに、業種別動向・雇用動向・消費動向等のデータを四半期ごとに収集、整理し

地域の経済動向を調べる。 
なお、吉野ヶ里町は小規模な自治体であり単独での公的な調査は行われてはいないた

め、佐賀県統計分析課が発行する「佐賀県主要経済統計速報」等をベースに商工会が調

べる吉野ヶ里歴史公園来園者へのアンケート調査結果や軽トラ市のデータを加えて、吉

野ヶ里地域の経済動向情報として提供していく。 
また、毎月発行される調査結果については、毎月収集・整理し、四半期ごとに集約す

る。 
 活用する調査結果 
・佐賀県統計分析課が発行する『佐賀県主要経済統計速報』毎月 
・佐賀労働局が発行する『労働市場月報さが』毎月 
・内閣府が発行する『月例経済報告』毎月 
 ・全国商工会連合会が発行する『中小企業景況調査報告書』四半期毎  
 ・財務局が発行する『佐賀県内の経済情勢』四半期毎 
 ・吉野ヶ里歴史公園来園者アンケート調査、軽トラ市の売上等のデータ 
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活用する調査項目 

・前年同期及び前期と比較した業況 
・売上額・資金繰り 
・設備投資状況 
 ・業種別動向 
・雇用動向・消費動向  
・吉野ヶ里歴史公園来園者調査＝年齢、性別、来園者一人当たりの消費額、居住地別

数、訪問回数 
・吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市のデータ＝出店者別売上額（消費額）、県外来場者数

 など 
  
<成果の活用> 

収集した情報は四半期毎に紙 1枚（２頁）程度に集約し、チラシ等で提供するほか、

当会ＨＰで公開するとともに、職員内で共有し小規模事業者（会員・非会員問わず）の

相談時及び今後の事業計画策定や創業等での支援で活用する。 

 

<数値目標> 

 現状 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３
データ収集分析回数 0 4 4 4 4 4
情報提供回数 0 4 4 4 4 4

 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

<現状と課題> 

現状、当地域のほとんどの小規模事業者は計数管理をしておらず、「どんぶり勘定」

による事業運営を行なっている。 
また「機会」や「脅威」、「強み」や「弱み」などの経営環境分析も行なっていないの

で経営課題も十分には把握していない。 
当会においても、経営指導員による金融相談時に決算書を把握し指導を行うなどの対

症療法的な支援が中心であり、金融相談時の経営分析も財務分析が中心で経営状況分析

にまでは至っていない。 
 
<改善策> 

 経営・金融・税務や小規模事業者持続化補助金等の申請に関して相談に来られた小規

模事業者（会員・非会員問わず）や巡回訪問時に経営改善の必要があると思われた小規

模事業者を対象に、直面する問題解決の支援に止まらず、積極的に経営分析まで実施す

ることで、個社の実態把握に努める。   

また、小規模事業者に対して分析結果を説明することで、事業者自身にも自社の経営

状況を正確に把握し、経営分析の重要性を認識していただく。 
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<事業内容> 

（１）経営分析シート及び小規模事業者支援システムを活用した経営分析の実施 

【指針①】【新規】 

小規模事業者の税務申告のデータや聞き取り調査等により財務情報を収集し、変動

費、固定費、売上総利益率、損益分岐点売上高等の財務上の基本分析を行う。 
加えて、定性情報である事業者の内部要因や、SWOT分析による外部環境を把握し、
事業の方向性を明らかにする。 
 

■ヒアリング及び分析項目 
・事業概要、組織体制、業績推移 
・売上高・変動費・売上総利益・固定費・損益分岐点売上高 
・内部環境（自社や自社の商品やサービス、組織、財務などの強み、弱み） 
・外部環境（顧客や競合、業界、取引先の動向などの機会、脅威） 
（ヒアリングシート案） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業概要等

有 無 経営計画への意欲：後継者の有無 経営分析への意欲：

経営状況分析ヒアリングシート②

強み＆脅威

今後の経営戦略④弱みを克服して、脅威の影響を受けないようにする 弱み＆脅威

今後の経営戦略③弱みを克服して、チャンスを逃がさないようにする 弱み＆機会

自社のチャンスとなる外部要因

外部環境　政治動向、規制、経済・景気、社会動向、技術動向、業界環境の変化や顧客ニーズなど自社の努力で変えられない要因

顧客ニーズ(お客様の声)

現状の問題点困っている点)

機会(ｏｐｐｏｒｕｎｉｔｙ） 脅威(Ｔｈｒｅａｔ)自社を脅かす外部要因

今後の経営戦略①強みを活かして、チャンスをものにする 強み＆機会

内部環境　ヒト・モノ・カネ・情報の経営資源について記入

自社の武器 強み(ｓｔｒｅｎｇｔｈ) 自社の苦手なところ 弱み(ｗｅａｋｅｓｓ)

今後の経営戦略②強みを活かして、脅威の影響を受けないようにする

年 月 日

有限

人 人 人 計 人

円 年 月

割合

円 状況等

割合

円 状況等

日　付 記入者

販売先 売上の内容等 回収条件等

売上状況について

FAX番号 E-mailアドレス

許認可及び具体的内容：

生年月日

創業・設立年月

直近の仕入高

備考

備考

電話番号 携帯番号

借入金額売上高総利益率

仕入先 仕入の内容等 支払条件等

直近の売上高

仕入状況について

従業員 常用 役員・家族 パート

資本金

組　　織 個人 株式

業　　種

その他

性　別 男 女

経営状況分析ヒアリングシート①

事業所名 事業所所在地

842-0031

氏名及び
代表者氏名

住　　所

842-0031

事業所（店舗）外観写真 店内及び取扱商品の写真

事業承継について：

経営計画への意欲：

現状の問題点・困っていること　：

　　・脅威(自社にとって都合の悪いこと)　：

経営方針・今後のプランなど　：

　経営状況分析ヒアリングシートについては、実際にヒアリングを行う中で、小規模事
業者の外部環境分析や内部環境分析に繋がるようヒアリング項目等は柔軟に対応し
ていく。

　当面は、企業情報に加え経営状況分析を意識した以下のヒアリング項目とする。

経営分析への意欲：

顧客ニーズ(お客様の声)　：

現状把握(ＳＷＯＴ分析を意識した)

　　・強み(自社の強み)　：

　　・弱み(自社の弱み)　：

　　・機会(外部環境にあるチャンス)　：
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<成果の活用> 

分析結果は対象個社にフィードバックし、小規模事業者ごとの明確化された経営課題

に対し、経営改善の方向性を示し、小規模事業者の持続的発展に向けて事業計画策定支

援に活用する。 

 

<数値目標> 

支援内容 現状 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３
経営分析件数 12 48 48 48 48 48

 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

<現状と課題> 

事業計画は、小規模事業者が将来にわたって持続的に経営していくために不可欠な

「羅針盤」であるとともに、内外の利害関係者に対して方針や取り組みを共有するため

のコミュニケーションツールでもある。本来、補助金等の申請に拘わらず事業計画を策

定、実行していくことが必須であるものの、小規模事業者は小規模事業者持続化補助金

の申請などで必要に迫られて事業計画を策定しているのが現状であり、事業計画策定の

必要性の意識が弱い。 
一方、当会も小規模事業者持続化補助金や経営革新計画の認定の申請時に、受け身的

に事業計画の策定支援を実施するのみで普段から事業計画の必要性の啓蒙や積極的な

策定支援は実施していなかった。 
このため、小規模事業者に計画的経営の必要性について意識づけを行うことと、作成

に取り組む事業者に対し積極的な計画作成支援を行うことが課題となっている。 
 

<改善策及び支援に対する考え方> 

 上記の課題を克服し、課題解決に向けた取り組みを行う小規模事業者（会員・非会員

問わず）が経営分析結果、経済動向等を踏まえ需要を見据えた計画的な経営を行うため、

計画作成の意義・必要性・取り組むメリットを理解いただき計画的経営の必要性の意識

づけと、積極的に計画作成を促す支援を行う。 

 
<事業内容> 

（１）経営指導員による個別相談・支援の実施【指針②】【拡充】 

経営分析を行った事業所を中心に、上記２．経営状況の分析に関することで作成した

「経営状況分析シート」や中小企業基盤整備機構が提供するアプリ「経営計画つくるく

ん」を積極的に活用することによって、事業所の成長段階に応じた経営計画作成支援を

行う。なお、高度専門的な支援が必要な場合は、ミラサポなどの専門家派遣を活用する。

 
（２）事業計画作成支援の広報・参加勧奨と個別作成支援【指針②】【新規】 

佐賀県商工会連合会・日本政策金融公庫等が主催している「事業計画作成セミナー」

について、当会ホームページ・商工会だより・チラシ等を活用し、セミナーの開催を幅

広く伝える。また問い合わせのあった事業者には、内容だけでなく事業計画作成の概

要・メリット、当会の支援内容を詳しく説明し、セミナー参加を勧奨するとともに、参
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加事業者に対しては（１）と同様に事後の巡回・個別相談による作成支援を行う。 
 
（３）創業時の事業計画策定支援【指針②】【既存拡充】 

佐賀県商工会連合会や日本政策金融公庫佐賀支店の「創業セミナー」を活用し、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、開業前後の資金繰り

等の事業計画策定や融資を含めた創業支援を行う。 
 事業計画作成にあたっては、中小企業基盤整備機構が提供する、「支援者のための小

規模事業者の事業計画づくりサポートブック」や「経営計画つくるくん」を活用し、今

後の目標・ビジョンの設定から課題や解決策、数値目標の策定まで一貫して事業者に伴

走しながら作成支援を行う。 
 

<数値目標> 

支援内容 現状 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３
事業計画策定事業者数 12 24 24 24 24 24
事業計画作成セミナー参加者数 3 6 6 12 12 12
創業計画作成セミナー参加者数 1 1 2 2 3 3
創業計画作成者数 1 1 1 2 2 2

 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

<現状と課題> 

小規模事業者は事業計画に基づいて事業を行なっているが、想定外の事象により計画

どおりに事業を進められない事業者や事業計画を策定したことで満足し、実際の経営に

はほとんど反映させていない事業者も散見される。 

一方、当会では全ての事業計画策定事業者の進捗管理を実施していないため、計画ど

おりに進んでいない事業者の発見が遅れることが多く、事業計画の初期の目的が達成で

きるよう事業実施のフォローアップが課題となっている。 

 

<改善策> 

フォローアップ管理表を作成し、情報共有を行い定期巡回等により、小規模事業者（会

員・非会員問わず）の計画遂行段階に応じたきめ細かい伴走型の支援体制を構築する。

 

<事業内容> 

（１）経営指導員によるフォロー【指針②】【既存拡充】 

事業計画策定事業者について、フォローアップ管理表に基づき、事業計画策定後に担

当経営指導員が３ヶ月に１回の巡回訪問により、計画の実施状況を確認し、売上状況や

資金繰り、取引先との協力関係などをフォローアップする。改善点等があれば、必要に

応じて他の経営指導員と解決策を検討する。また、当該小規模事業者が事業計画を遂行

するために活用できる国、佐賀県、佐賀県地域産業支援センター等の行う支援施策があ

る場合は、関係機関等とも連携し施策の活用を薦める。 

 なおフォローアップ頻度については、１年目は全事業者四半期に１回とし、２年目以

降の計画期間中は、事業所の達成度合いに応じて実施頻度を変えていく。 
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（２）事業計画遂行に係る問題解決のための専門家派遣【指針②】【既存拡充】 

事業計画のフォローアップに際して、指導員が中心となり行うが、高度専門分野など

特に必要な場合は、佐賀県商工会連合会が行う専門家派遣事業や国のミラサポ専門家派

遣事業等を活用する。 
 

（３）公的融資制度の活用【指針②】【既存拡充】 

上記事業計画策定とともに、日本政策金融公庫が事業の持続的発展のための取組に必

要な事業資金を低利で融資する制度（小規模事業者経営発達支援融資事業）や公的創業

支援資金等を活用し、金融（資金繰り）支援を行う。また、融資実施後の事後指導は、

公庫支店と緊密な連携を図り、売上状況や返済状況の確認、返済原資の確保など資金繰

りの把握を行い、その後のフォローアップを行う。 
 
（４）創業者へのフォローアップ支援【指針②】【新規】 

創業後は、経営指導員による金融・税務・労務相談を重点的に行い、また国の「小規

模事業者経営発達支援の制度」や県の支援策の周知説明や、その時々の課題を解決でき

るように伴走型の支援を行う。 
 

<数値目標> 

 

■算出根拠 

フォローアップ企業数は、毎年の新規企業を２４件とし、フォローアップ指導数

は、計画策定１年目の事業者に対しては年４回フォローアップし、うち５割が順調

に進むと仮定して、２年目の４８企業のうち前年度年４回フォローアップした企業

の半数は順調に進むとし１２企業×1 回、その他の３６企業は年４回とした。３年

目以降もその他の企業の半数が順調に進むと仮定した。 

創業については、Ｈ２９、３０の新規企業を１件とし、Ｈ３１～３３の新規企業

を２件とした。２年目以降の計画期間中の指導数は、上記と同様年４回フォローア

ップするが、うち順調な企業を最低年１回は指導するとし、半数の企業が順調に進

むとした。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

<現状と課題> 

現状、小規模事業者は単に仕入れた商品を販売していることが多く、自店の商品につ

いて消費者のニーズを的確に捉えているとは言い難い。また町内に新規出店が複数出て

支援内容 現状 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３
フォローアップ企業数 12 24 48 72 96 120
フォローアップ指導数 24 96 156 198 231 261
経営発達支援資金の推薦目標件数 0 1 1 1 2 2
フォローアップ企業数（創業） 1 1 2 4 6 8
フォローアップ指導数（創業） 1 4 8 14 20 24
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いるパン屋や洋菓子屋さんなどの製造小売業は「良いものをつくれば売れる」といった

プロダクトアウト志向の事業者が多い他、古くからある味噌、醤油などの製造業も自前

の味を追求している。  

一方、当会においても需要動向調査は特に行っていない。今後は小規模事業者へのマ

ーケットインの考え方の指導や小規模事業者と一体となった消費者ニーズの把握や提

供が課題である。 

 

<改善策> 
今後は改善点として、３により事業計画を策定し、４の実施支援過程において、当該

小規模事業者（会員・非会員問わず）が、自ら開発した新商品の向上を図るために、調

査及び分析を行い、その結果を当該小規模事業者に提供する。 
情報提供により小規模事業者が改善等を行うことで、販売に向けた商品の価値を高め

ることができ、販売訴求力の向上となり、併せて消費者の視点を取り入れることで、消

費者ニーズの変化を知ることが出来る。 
 

<事業内容> 

（１）需要動向調査の実施【指針③】【新規】 

自社で食品製造小売りをする小規模事業者の新開発商品等に係る需要動向について、

下記の調査項目を軽トラ市などの場を活用して、ニーズの収集・整理・分析を行い、小

規模事業者の相談内容に応じた、売上拡大や販路開拓に役立つデータをフィードバック

する。なお、調査対象商品は、食品関係商品から行い次第に広げていく。 

[食品関係商品の調査内容] 

■収集する情報項目 
・味・価格・ネーミング・サイズ・形状・パッケージ等 

■収集対象 
・軽トラ市来客に対し１回１００名程度を年２回実施 

■質問方法  
・商品を試食してもらい、結果をヒアリング方式・記入方式によるアンケートで調査

○調査対象の例 

 ・「栄西茶」を使ったケーキを開発中の洋菓子製造小売事業所 

 ・「一から仕込む自社醸造無添加醤油」を開発中の醤油醸造メーカー など 

 

（２）統計調査や情報誌の収集・分析【指針③】【新規】 

下記に挙げるネット情報や資料により、年間 2回程度消費者の消費動向や消費者ニー

ズについて分析し、小規模事業者の新商品や新サービス開発の参考となるよう巡回訪問

時や窓口相談時に提供するほか、本会ＨＰに掲載する。 
 

■分析項目 
・市場動向 

・業種別・品目別の売れ筋や流行商品 

・業界動向 

■情報元の資料 
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・さが統計情報館 ※１  

・日経テレコン POS EYES ※２ 
・行政を始めとした関係機関・業界の各種調査情報等（家計調査、消費実態調査他）

※１ 佐賀県に関する統計データを一般公開し、県民の生活がより快適になるようＩＣ 

Ｔの発展に寄与することを目的としたサイト 

※２ 日経 POSデータに基づく加工食品や家庭用品の販売ランキングや推移グラフを閲
覧できる情報サービス 

 

<数値目標> 

 

<成果の活用> 

特定の小規模事業者の需要動向について収集・整理・分析を行ったデータに基づき、

商品の見直しや、サービス内容の検討、新商品の開発に活かしていく。併せて国の中小

企業施策や補助事業等の情報をタイムリーに提供していき、売上拡大や販路開拓に役立

つよう活用していく。 

なお、特定の小規模事業者情報（個別情報）を除き、他の企業に参考となる消費者の

消費動向や消費者ニーズの分析結果については、本会ＨＰに掲載し情報提供すると共に

巡回指導等で活用する。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

<現状と課題> 

現状、小規模事業者は自社商品の商品販路拡大についての具体的対策を意識していな

い事業者が多く、積極的に展示会等への出展を希望する事業者も殆ど無いため、新規の

取引先の獲得に至ってない。 
当会においても出展可能性がある小規模事業者の掘り起こしに関し、佐賀県や佐賀県

商工会連合会から告知される商談会や物産展の出展者募集を事業者に通知するのみで

あり、出展時の効果的な展示方法や商談方法および商談後のフォローの仕方についても

詳細な指導はしていなかった。 
このため、出展するメリットなどを伝える情報提供による出店者の掘り起こしや、小

規模事業者の経営力強化に向けたより効果的な出展方法と実践的な指導が課題となっ

ている。 

支援内容 現状 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３
アンケート調査実施回数 0 2 2 2 2 2
アンケート調査等による新

開発商品等の需要動向調査

のフィードバック回数 
0 2 2 2 2 2

統計調査や情報誌の収集・

分析回数 0 2 2 2 2 2
商工会ＨＰによる分析結果

(個別情報を除く)の情報提
供回数 

0 2 2 2 2 2
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また、ＥＣ（電子商取引）市場での販路開拓については、取り組んでいる事業者が少

なく、個々の取り組みを進められる環境づくりが課題となっている。 
 
<改善策> 
自社商品の新たな販路の開拓を目指す小規模事業者（会員・非会員問わず）に対し、

具体的な取引拡大の機会創出となるように、事業者の希望と開催内容が合致するような

商談会・展示会への周知提案を行う。また、出展した小規模事業者が十分な成果を上げ

られるよう指導員による商談会前後の支援を行う。 
 併せて、吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市を活用した販路開拓や EC市場での販路開拓
に取組む環境を整備し支援していく。 
 
<事業内容> 

（１）展示会・商談会情報の提供【指針④】【既存拡充】 

佐賀県や佐賀県商工会連合会、県内各種団体、金融機関が実施する商談会や物産展、

展示会について出展案内を行い、当該小規模事業者の商品認知度向上と新たな取引先の

販路開拓を行う。 
     

名  称 主  催 内  容 支援対象者 

佐賀県特産品商談会 佐賀県 
県産特産品の販路開拓、拡大を

目的とした商談会 
小規模事業者全般 

販路開拓商談会 佐賀県商工会連合会
百貨店や流通業者のバイヤー

を招いた商談会 
主に食品事業者 

ニッポン全国物産展 全国商工会連合会 
全国各地の特産品の販路開拓、

拡大を目的とした展示即売会 
小規模事業者全般 

スーパーマーケット・ 

トレードショー 佐賀

県ブース 

（一社）新日本 

スーパーマーケット

協会 

スーパーマーケットを中心と

した流通業界、小売・中食・外

食産業へ向けた商談展示会 

主に食品事業者 

     
（２）出展効果を高めるための個別支援【指針④】【既存拡充】 

小規模事業者が県内外で開催される展示会・商談会等に向けて、効果的効率的な商談

が行えるように、当会の取り組みとして関係機関と連携し、展示方法や商談方法および

商談後のフォローの仕方について出展支援を行なう。 
 
■指導のポイント 
・佐賀県特産品商談会：交渉術 

 ・販路開拓商談会：収集した名刺の整理方法とフォローアプローチの仕方 
 ・ニッポン全国物産展：効果的な展示方法と訴求手法 
 ・スーパーマーケット・トレードショー：効果的ビジュアルマーチャンダイジング 
 
（３）「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を活用した販路開拓【指針④】【新規】 

当会が中心となって平成２２年から毎月開催し、来場者も県内外から平均７千人、出

店者も常に１２０店舗を超えて、地域のイベントとして定着している「吉野ヶ里“夢ロ

マン”軽トラ市」を活用して、町内小規模事業者の新商品やイベント情報などを来場者
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（消費者）に提供することで小規模事業者の宣伝活動の支援を行う。 
 
■新規出店者への支援 
・創業予定者などの新規出店者の発掘を行い、その新規出店者に対し、接客の手法や

出店レイアウト等の支援を行う。 
■軽トラ市活用による宣伝活動の支援 
・出店している小規模事業者が取り扱っている商品について、効果的なＰＯＰ作成な

どのアドバイスを行う。 
■軽トラ市でのテストマーケティングや販路拡大活動のサポート 
・新規開発商品の感想など消費者から直接ヒアリングでき、市場投入の適否やより消

費者ニーズを考慮した商品へと更なる改良及び最終仕様へ向けた支援を行う。 
・軽トラ市を活用した販路開拓は、通常、消費者との取引であるが、時折出店者同士

の取引が見受けられることから、軽トラ市への出店者同士及び小規模事業者と軽ト

ラ市への出店者とのマッチング支援を行い、新たな販路開拓へつなげていく。 
 
（４）ＥＣ市場での販路開拓支援【指針④】【既存拡充】 

ホームページ等を活用した販路拡大を目指す小規模事業者を対象に、ネットを活用し

た通販への買い物カゴ設置等の対応など巡回訪問時に説明し、研修会の開催や専門家に

よる個別指導などによりＥＣ市場開拓に取り組む事業者を支援するとともに、新たに取

組む事業者数を増やしていく。 
 

<数値目標> 

 現状 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３２
・展示会・商談会出展支援者数 1 2 3 4 5 10
展示会・商談会商談件数 0 10 15 20 25 50
展示会・商談会成約件数 0 2 4 6 8 10
・軽トラ市新規出店企業数 4 12 12 12 12 12
出店企業間の商談成約件数 0 2 2 2 2 2
・ＥＣ対応研修会の開催回数 0 1 2 2 2 2
新たにＥＣ市場開拓に取組

む事業者数 0 1 1 2 2 3
ＥＣ市場での受注件数 0 5 10 20 50 100
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１． 地域経済活性化事業 

<現状と課題> 

町内には年間７０万人もの来園者がある「吉野ヶ里歴史公園」があるものの、町内で

製造されている商品には、来園者向けのお土産物などにできる地域のブランドとなる魅

力的な商品がほとんど無く、他の地域のものをお土産として買っている状況であり、「吉

野ヶ里町」のブランドイメージが確立できていない。 
また、当地域の活性化の取組は、町が中心となり、陸上自衛隊目達原駐屯地内で開催

される「夏ふれあい祭り」や吉野ヶ里歴史公園内で行なわれる「吉野ヶ里ふるさと炎ま

つり」などのイベントを行っている。しかし、それぞれが一日だけの開催で、連携した

ものではなく、継続した地域の活性化につながっていない。 
 
<今後の取組> 

 商工会は地域コーディネーターとして、商工会の強みである「多面的ネットワーク」

と「ビジネス感覚」を活かし、地域の中核として、地域資源や人材などを結びつけて事

業を継続的に実施する。 

具体的には、現在吉野ヶ里町では「吉野ヶ里町総合計画（～みんなの吉野ヶ里未来計

画～）」の基本方針である「活力とにぎわいあふれる吉野ヶ里」のため、町の活性化を

図ることを目的に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、関係者と意識の共有

を図り、その推進と検証を行う吉野ヶ里町総合戦略推進委員会を設置して取り組むこと

としており、この取り組みの中で、商工会は、地域の資源を活用した特産品の開発支援

と軽トラ市による賑わい創出を担っている。 

このため、特産品の開発支援では、「栄西茶」など、地域の産品を活用した商品開発

の支援を行ない、地域の魅力と特性を十分に踏まえた「吉野ヶ里ブランド」の確立に繋

げる。 

 また、「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」を当会が主体となって、町行政、吉野ヶ里

歴史公園と連携して、出店舗数日本一の軽トラ市を目指して継続拡大する。これにより、

交流人口の増加と町の賑わいの創出を演出する。 
 
○「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（吉野ヶ里町総合戦略推進委員会）の組織概要

 現在、吉野ヶ里町は以下のような組織で、年に数回会議を行い、町の活性化を図って

いる。当会においても組織の役割の中で「ブランド商品開発の支援」および軽トラ市実

行委員会を毎月開催し、「軽トラ市による人の交流や賑わいの創出」に取り組む。 

■目的 
  人口減少と地域経済縮小の克服のため、若い世代が安心して働ける雇用の場の確保や

子育て環境を整え、新しい人の流れをつくる観光の振興などにより地域の活性化を図

る。 

■役割分担 
・吉野ヶ里町：全体の企画調整 

・吉野ヶ里町商工会：栄西茶など地域の資源を活用した特産品の開発支援、軽トラ市の

継続実施による賑わい創出 

 



~ １７ ~ 
 

【組織図】 

 

 

                         

                

 

 

                                              

                       

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<事業内容> 

（１）「吉野ヶ里ブランド」の確立【新規】 

「栄西茶」など地域の特産品を活用したブランド開発を行なう。 
開発例としては、吉野ヶ里町が１１９１年に栄西禅師が宋からお茶の種と製法を持ち

込んだ日本最初のお茶の栽培地であることのＰＲと、その栄西茶を使用した新商品の開

発と販路開拓の支援をする。 
実際、ＪＡさがと連携しペットボトルの「栄西茶」を開発製造し、

当会は町内小売業者への販売業務を受け持っている。今後はさら

に「栄西茶」を使ったケーキなど新たな加工食品の開発について

佐賀県地域産業支援センター等の公的研究機関に機能性成分の分

析依頼を行なうなど連携するとともに、町と協議会を設立して統

一商標基準など検討する。 
このように、吉野ヶ里町、関係する団体、大学、機関等と意識

を共有して開発を支援し、軽トラ市でのテスト販売による商品の

ブラッシュアップやＰＲを行い、商談会や物産展などを活用して

販路開拓を行うなど支援し、年に一つの新たな商品開発を行うこと 
により、「吉野ヶ里ブランド」の確率を図り、地域の活性化、小規 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（吉野ヶ里町総合戦略推進委員会）

吉野ヶ里町 企業、各団体

金融機関 

報道機関 

外部有識

者 

住民代表 

（議員、区長会） 

【役割】 

①「吉野ヶ里ブランド」の確立 

 栄西茶など地域の資源を活用した特産品の開発支援 

②「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」による賑わい創出 

関係団体による実行委員会の組織化と軽トラ市の開催 

推進 

参画 

意見

推進 

調整 

検証

助言 
意見 

ＰＲ 

商工会 

ペットボトルの栄西茶
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模事業者の持続的発展に寄与できるように環境を整備する。 
 

<イメージ図> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２）「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」による賑わいの創出【既存拡充】 

現在、「吉野ヶ里町総合計画（～みんなの吉野ヶ里未来計画～）」の一環として地域の

賑わいを創出するため、商工会が主体となって町、一般財団法人公園財団（吉野ヶ里歴

史公園）などの関係機関と連携し実行委員会を毎月開催して、出店者の店舗配置、イベ

ント内容、来場者のニーズ、出店者の要望について協議を行い、「吉野ヶ里“夢ロマン”

軽トラ市」を毎月第１日曜日に開催しており、１回あたり出店者数１２０店舗以上と

年々評判となり、県内はもとより県外からも多くの来客者が平均７千人あまりに上って

いる。 
この軽トラ市を継続し、５年後、出店者数１５０事業所まで拡大して、出店数で「日

本一の軽トラ市」とＰＲできる規模に発展させ、賑わい創出を図る。 
 また、軽トラ市の場を活用して、町内事業者の販売する新商品や季節に応じたイチオ

シ商品のＰＲを行なうとともに地域の賑わいの創出を演出し地域活性化に繋げる。 
  

「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」実行委員会編成 
吉野ヶ里町役場 4名 吉野ヶ里商工会役員(小規模事業者) 29名
国営吉野ヶ里公園事務所 2名 吉野ヶ里歴史公園管理センター 3名
吉野ヶ里町内一般小規模事業者 9名 佐賀県立吉野ヶ里歴史公園 3名

 
 

 

 

 

 

商工会 

専門家 吉野ヶ里町 

大学 食品加工業者

生産者 

公的機関 

連携 連携

試
作 

開
発 

支
援 

フ
ォ
ロ
ー 

支援

連
携 

商談会・ 

物産展等 
特産品 販路
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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等の情報交換に関すること 

経営指導員等が個々では収集できないような支援ノウハウや課題解決へのヒント

を得ることを目的に他の支援機関との連携を通じた情報交換を行う。 
佐賀県商工会連合会が主催する「経営指導員研修会」において、支援ノウハウ、

支援の現状、課題点等について情報交換し、三神ブロック商工会経営指導員部会（５

商工会で構成）でも２ヶ月に一度の割合で情報交換等行うことで、効果的な指導に

つなげる。 
また、日本政策金融公庫佐賀支店と情報交換を年２回実施し、融資相談以外にも

需要開拓や創業支援に関する内容など小規模事業者に対する幅広い支援内容につい

て情報の共有や意見交換を行うほか、地域金融機関(佐賀銀行・佐賀共栄銀行)とも、
地域の経済・金融動向、小規模事業者の設備投資状況に関しての情報交換を年 2 回
行う。 
このように、情報の共有を行い支援案件の課題解決に向けての各種支援策に繋げ

て行くが、高度な専門的課題対策については、中小企業基盤整備機構九州本部、佐

賀県よろず支援拠点等の公的支援機関と連携することにより、専門家の情報も取り

入れて、効果的な支援施策の活用等支援力向上に取り組む。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営発達支援計画を遂行するためには、コーディネート力など経営指導員等のさ

らなる資質向上が必要となる。経営指導員等が修得した支援ノウハウ及び小規模事

業者の経営状況の分析結果を組織内で共有し、職員相互に研鑽を積むことで支援能

力の向上に狙いを置く。 
その為、記帳指導や税務指導といった従来の経営指導に必要な能力向上の他、コ

ミュニケーション能力や事業計画の策定手法、小規模事業者の売上向上や利益を確

保することを重視した個者支援能力の向上を目的に下記研修を受講し、小規模事業

者への伴走型支援能力の向上を図る。 
更には、地域活性化支援に必要となるマーケティング知識や地域支援の手法を習

得することにより地域支援能力（地域振興のコーディネート力）の向上を図る。 
具体的には、次の方法により、個者支援及び地域支援のスキルや、資質向上を図

り、支援ノウハウを組織内で共有する。 
 
（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。 
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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、職員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、報告書を作成し全職員がいつでも閲覧・活用できる

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。 
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。 
 
（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
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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吉野ヶ里町商工会のホームページ

（http://www.sashoren.ne.jp/yoshinogari/）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 

 本事業の実施体制（現状の体制と同一である。） 
   方針決定 役員（会長１名、副会長２名、理事２４名、監事２名） 
   事業遂行 

事業統括責任者 商工会長 
事業遂行責任者 事務局長（１名） 
事業遂行者   経営指導員（２名）・支援員（３名） 

 
   小規模の商工会であるため、推進リーダーは経営指導員が務めるが、分担を定め

ないで全職員で行う。 
 

（２）連絡先 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２８３－６ 
ＴＥＬ ０９５２－５２－４６４４  ＦＡＸ ０９５２－５２―４６２４ 
ホームページアドレス         http://www.sashoren.ne.jp/yoshinogari/ 
Ｅ－Mail                     yoshinogari@sashoren.or.jp 

 
（３）その他 

平成２８年度より、佐賀県商工会連合会が策定したビジョン「佐賀県商工会アクシ

ョンプラン２０２０」に基づき、小規模事業者に対する経営支援体制が強化される

に伴い、高度専門的な経営発達支援事業の案件については、佐賀県商工会連合会と

連携して対応する。 
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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
(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 5,900 6,000 6,000 6,000 6,000

 

①指導等旅費 200 200 200 200 200
②講習開催費 500 600 600 600 600
③総合対策費 300 300 300 300 300
④商業振興費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
⑤工業振興費 500 500 500 500 500
⑥観光振興費 300 300 300 300 300
⑦広報対策費 800 800 800 800 800
⑧事務諸費 300 300 300 300 300

（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、各種事業収入、国補助金、県補助金、町補助金、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 
 
個者支援 
①地域の経済動向調査【指針③】 
・佐賀財務事務所等の各機関の調査結果について提供を受けること 
②経営状況の分析【指針①】 
・専門的かつ高度な分析に関わる支援（専門家派遣） 
③事業計画策定支援【指針②】 
 ・専門的かつ高度な計画策定に係る支援（専門家派遣） 
 ・計画策定アプリの提供を受けること 
④事業計画策定後の実施支援【指針②】 
 ・専門的かつ高度な実施支援に係る指導・助言（専門家派遣） 
 ・融資を含む金融支援 
 ・支援策の提供を受けること 
⑤需要動向調査【指針③】 
 ・専門的かつ高度な調査及び分析に係る指導・助言（専門家派遣） 
 ・当商工会の独自調査以外の調査結果について提供を受けること 
 ・調査に係る情報提供を受けること 
⑥新たな事業開拓に寄与する事業【指針④】 
 ・当商工会以外が実施する支援事業への参加 
・インターネットを利用した支援サービスの提供を受けること 

 
地域支援 
⑦「吉野ヶ里ブランド」の確立 
 ・地域の農産品を活用した新商品の開発と販路開拓に係る専門的な指導・助言 
⑧「吉野ヶ里“夢ロマン”軽トラ市」による賑わいの創出 
 ・吉野ヶ里町、吉野ヶ里歴史公園などの地域の関係機関と連携した「吉野ヶ里“夢

ロマン”軽トラ市」の毎月開催 
 
支援力向上 
⑨他の支援機関との連携を通じた支援等の情報交換 
 ・支援ノウハウ、支援の現状、支援の進捗状況、課題点について情報共有 
⑩経営指導員等の資質向上等 
 ・各関係機関が主催する、支援能力向上のための研修への参加 
⑪事業の評価及び見直しをするための仕組み 
 ・外部評価委員会への報告と委員会からの評価結果、意見を基に見直しを行う 
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連携者及びその役割 
 

連携者 住所 電話番号 
佐賀県知事    山口 祥義 佐賀市城内１丁目１番 59号 0952-24-2111 
【役割】制度金融の情報提供、販路開拓の場の提供（④、⑥、⑦） 
吉野ヶ里町長   多良 正裕 吉野ヶ里町吉田 321-2 0952-53-1111 
【役割】情報提供及び連携した助成等の支援（④、⑥、⑦、⑧、⑨） 
佐賀財務事務所長  中川 隆 佐賀市駅前中央３丁目３番 21号 0952-32-7161 
【役割】地域経済の情報提供（①） 
佐賀県商工会連合会 

会長  飯盛 康登 佐賀市白山２丁目 1-12 0952-26-6101 

【役割】情報提供及び実施支援（①、②、③、④、⑤、⑥）、 
情報提供及び研修の場の提供（⑨、⑩、⑪） 

佐賀県地域産業支援センター 
理事長  飛石 登 佐賀市鍋島町八戸溝 114 0952-34-4411 

【役割】情報提供及び専門家の派遣支援（②、③、⑤、⑦） 
佐賀県よろず支援拠点 
コーディネーター 今釜 秀俊 佐賀市鍋島町八戸溝 114 0952-34-4433 

【役割】情報提供及び相談指導の実施（②、③、④、⑦） 
日本政策金融公庫佐賀支店 

支店長  中谷 正一 佐賀市駅南本町 4-21 0952-22-3341 

【役割】地域経済の情報提供（①）、金融支援の連携（③） 
佐賀銀行三田川支店 

支店長  鵜池 朋洋 吉野ヶ里町吉田 667-37 0952-52-5151 

【役割】地域経済の情報提供（①）、金融支援の連携（③） 
共栄銀行三田川支店 

支店長  泉  朋良 吉野ヶ里町吉田 839-1 0952-53-1086 

【役割】地域経済の情報提供（①）、金融支援の連携（③） 
鳥栖公共職業安定所 

所長  杉崎 利樹 鳥栖市東町１丁目 1073 0942-82-3108 

【役割】地域雇用の情報提供（①） 
中小企業基盤整備機構 

理事長  高田 坦史 東京都港区虎ノ門 3-5-1 03-3433-8811 

【役割】計画策定アプリの提供（③）、指導員研修の場提供（⑩） 
全国商工会連合会 

会長  石澤 義文 東京都千代田区有楽町１丁目 7-1 03-6268-0088 

【役割】実施の指導（①）、新たな事業開拓や支援に関する情報の提供（⑥、⑨） 
専門家      野村 浩之 福岡市西区愛宕浜２丁目 2-4-610 092-885-9245 
【役割】個者支援及び地域支援に関する専門的な情報提供（②、③、④、⑤、⑥、⑦）

税理士      川﨑 大祐 基山町けやき台２丁目 27-2 0942-92-1781 
【役割】税務関係の情報提供（③） 
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