
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

鳥栖商工会議所(法人番号 3300005004566) 

鳥栖市(地方公共団体コード 412031) 

実施期間 令和 3年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

目標 
小規模事業者の活力強化と地域経済の活性化へ、中核的な存在

として役割を果たす 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

 ３-１．地域の経済動向調査に関すること 

・景況調査、各種統計調査 

３-２．需要動向調査に関すること 

・需要動向調査 

４．経営状況の分析に関すること 

  ・補助金、事業計画作成時の経営状況分析 

  ・税務相談を通した経営状況分析 

 ・事業承継等を検討している先の経営状況分析 

５．事業計画策定支援に関すること 

・経営状況分析先への事業計画策定支援 

・後継者育成塾による事業計画策定支援 

・創業塾による事業計画策定支援 

６．事業計画策定後の実施支援 

・四半期に一度(年 4回)の伴走型支援 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業 

・販路開拓塾 

・ＩＴ活用塾 

・展示会・商談会 

連絡先 

鳥栖商工会議所  

〒841-0051 佐賀県鳥栖市元町 1380-5 

ＴＥＬ 0942-83-3121 ＦＡＸ0942-83-8888 

メール ccts0000@tosucci.or.jp 

 

鳥栖市役所 商工振興課 

〒841-0051 佐賀県鳥栖市宿町１１１８ 

ＴＥＬ 0942-85-3605 ＦＡＸ0942-83-3095 

メール syoukou@city.tosu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 
（１）地域の現状及び課題 

①現状 

鳥栖市は、佐賀県の最東端に位置する市(資料①)で、面積 71.72 ㎡、人口 73,922

人(資料②)、商工業者数 3,106(内、小規模事業者の比率 81.6％/資料③)となっていま

す。県内の多くの市町村で人口が減少している中にあって、順調に人口増加が続く稀

有な自治体です。本市は地理的優位性が高く、九州における交通の要衝にあり、高速

道路の大型ジャンクションやＪＲ線の乗換拠点があります。 

地理的優位性と良好な自然環境を背景として、数多くの企業・工場が進出していま

す。県内有数の工業製品等出荷額を誇る内陸工業都市です。昭和３８年より６つの工

業団地が造成され、製造業、卸、流通関連企業など多数の企業が進出しています。そ

の中でもＪＲ鳥栖駅東側一帯に広がる鳥栖商工団地には１１７社の企業が集積してい

ます。本市の産業別の事業所数を見ると、卸・小売業、飲食サービス業、医療・福祉、

建設業など、多様な産業が立地しています。 

九州新幹線停車駅である新鳥栖駅前には国際重粒子線がん治療センターが開設さ

れ、最先端のがん治療を求めて九州外からのお客様も多く訪れています。隣接して、

(独)産業技術総合研究所九州センターや九州シンクロトロン光研究センターもあり、

最先端技術の施設が集中しています。また、ＪＲ鳥栖駅東側に立地する駅前不動産ス

タジアムはＪ１クラブチーム「サガン鳥栖」のホームスタジアムであり、人口流入は

他の地域に比べると多い街と言えます。 

 

資料①鳥栖市の位置 
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資料② 鳥栖市の人口推移 

 
出典：平成 27年 国勢調査 

 

資料③ 鳥栖市内事業所           企業数(小規模事業所比率 81.6％) 

年次 

産業別分類 

平成 28年 

事業所数 従業者数 

総数 3,106 40,434 

農林水産業 

鉱業 

建設業 

製造業 

卸売・小売業 

金融・保険業 

不動産業 

運輸・通信業 

電気・ガス・水道業 

サービス業 

10 

- 

207 

190 

993 

42 

151 

211 

6 

1,296 

135 

- 

1,506 

8,278 

8,116 

521 

693 

6,752 

179 

14,254 

出典：平成 28年 経済センサス-活動調査 

 

②課題 

歴史的には、江戸時代後期より配置薬業が盛んになり、日本四大売薬の街として栄

えましたが、県内の他地域に比べると観光資源・地域資源が乏しい為に通り過ぎる街

となっています。九州における交通の要衝という地理的利点を活かして、九州全域に

商圏を拡大出来る様な小規模事業所の育成について事業者の商品・サービスの開発や

ブランディングについて課題があります。また、本市は「サガン鳥栖」のホームタウ

中小企業 
左記内、 

小規模 
大企業 合計 

1,549 1,266 2 1,551 

出典：平成 28年 経済センサス-

活動調査 
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ンでありながら、その知名度は高いとは言えず、地域情報のマスコミ等への情報発信

や露出度が十分ではありません。 

  新型コロナウイルス感染症による WITHコロナ、AFTERコロナの対策は本市において

重要となっており、飲食業、観光業、宿泊業については大きな課題が残っています。

経営支援や改善を必要とする業種について優先順位を設定して、必要とされる情報提

供や経営計画の作成支援が急務です。 

今後も本市は人口の増加が見込まれていますが、平成 26年をピークに事業所の数は

減少を続けています。さらに令和元年度に鳥栖商工会議所で行った事業承継調査では、

市内事業者の 60％が事業について廃業、承継は検討してないと回答しています。後継

者不足は本市の大きな課題となっています。 

本市の人口の約 1/4 が高齢者(65歳以上)であり、その比率は年々増加しており、社

会保障費の増大と労働力不足が課題となる 2025年問題への対策は急務です。各業界で

経営者や技術者において事業承継の活性化を行い、雇用の維持と産業の保護を行う必

要があります。 

  本市では、10 年後の 2030 年まで人口増加が続く推計もありますが、事業所数は既

に減少傾向にあります。一方で、通勤流動は流入約 8,300人となっており、周辺地域

の雇用の受け皿となっています。雇用の受け皿となっているのは、サービス業、製造

業等が主です。人口増加を契機に、今後もそれらの業種の必要性は高まると推測しま

す。よって、サービス業、製造業等の小規模事業者を特に支援することが求められま

す。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

  上記の現状と課題を踏まえ、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方として、 

小規模事業者が、自身の意思に基づいて経営を行っていくことをサポートし、自主的 

な努力を助長しながら、事業者が経営管理を自律的かつ継続的に実施できる体制を育 

成していくことが重要です。それにより、事業者の経営基盤の強化、経営の安定を図 

ります。このことは第 6 次鳥栖市総合計画に具体的な取組みとして掲げる「経営基盤

の強化等への支援を行います」とも一致します。 

鳥栖商工会議所の役割は、小規模事業者の持続的発展支援、創業支援と認識し、下

記の２点に重点的に取り組みます。 

 ①当所が中心となって様々な面的支援を行うことで小規模事業者が持続的な発展を 

 続け、自律的かつ継続的に実施できる体制に成長すること。 

 ②後継者や新規創業者を育成して小規模事業者の新陳代謝を図り、次世代へつなぐ事 

業者が増加していくことで地域経済の成長及び安定を図ること。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

当所は「地域の小規模事業者から信頼され、期待される商工会議所を目指す」を行動

指針としております。 

中小企業・小規模事業者の活力強化と地域経済の活性化へ、中核的な存在としての役

割を果たすために下記を目標とします。 

 

目標①伴走型経営支援及び体制作り 
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目標②中小企業・小規模事業者を対象とした各種支援策の斡旋 

目標③事業承継・創業・販路開拓・ＩＴ活用を支援するセミナーの開催と伴走型支援 

目標④県内・九州圏内・全国の展示会・商談会へ出展できる体力のある小規模事業者

を育成 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 
（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 3年 4月 1日～令和 6年 3月 31日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

方針①伴走型経営支援及び体制作りのために、経営指導を行える職員の育成と支援事

業所の掘り起こしと分析を行います。各種調査の分析や統計を小規模事業者へ提

供します。経営分析を実施して経営課題の掘り起こしと課題解決のコーディネー

トを実施します。 

 

方針②中小・小規模事業者を対象とした各種セミナー支援により事業者自らが事業計

画策定の必要性を認識することにより、新規顧客等の開拓に必要な設備投資や情

報化支援を実施する中で、利用可能な支援策を積極的に提案します。 

 

方針③地域での起業支援、販路開拓やＩＴ活用を積極的に実施して各事業所の売上拡

大・利益率改善への循環の輪を構築し、事業承継のための後継者育成を図ります。

この支援を行うセミナーとして、「後継者育成塾」「創業塾」「販路開拓塾」「Ｉ

Ｔ活用塾」を開催します。 

 

方針④展示会・商談会へ出展できる体力のある小規模事業者を育成するために、需要

動向調査で得たバイヤーや消費者の意見を商品開発に活かします。小規模事業

者が持つ商品サービスの改善が円滑に進むよう、各種専門家も交えた支援の輪

を構築します。 

 

３－１．地域の経済動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

[現状]本事業を行う上で、地域の経済状況を継続的に把握、分析を行う事は重要です。

また、地域の景況調査結果を全国データと比較して地域の景況感を様々な媒体で情報発

信していく事が求められています。しかし、現状では調査結果や調査で得た情報を小規

模事業者が有効活用できるように情報提供できていません。 

 

※調査項目は、売上額や採算について、前年同期および前期との比較、来期の見通し等

を行っています。本調査は日本商工会議所からの委託調査であり、4 半期ごとに巡回し

調査しています。調査対象は 5 業種 30 事業所です。調査先には日本商工会議所の調査

結果（全国版）の提供を行っているものの、鳥栖地区のデータとして分析をしておらず
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有効に活用できておりません。 

 

[課題]今後は、収集した情報の整理、分析を行い小規模事業者が事業計画を策定する際

に地域の景況感や課題を把握し、活用出来るように広く公表・提供します。また、新型

コロナウイルス発生時と比較して、現在の経営状況がどのように推移しているかをヒア

リングする調査を追加で実施して個別支援に繋げます。 

 

（２）目標 

 現行 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 
①景況調査分析結果 

の公表回数 
4回 4回 4回 4回 

②各種統計資料分析 

結果の公表回数 
0回 2回 2回 2回 

 

（３）事業内容 

①景況調査分析結果の活用と情報発信拡大 

鳥栖地区の景況感の調査結果（全国調査結果と比較分析）を当所会報、トピックス(※)、

ホームページ等を活用し、広く域内の小規模事業者に情報提供して行きます。さらに、

個別指導の際に分析結果を活用し、小規模事業者の経営力向上を図ります。 

※トピックスは、経営力向上に役立つ時事情報(税務、金融、労務、補助金、セミナー

等)を作成し(Ａ４で１枚)、巡回、窓口相談、メールで広報しているものです。月２回

と、行政等から依頼があった分を不定期で発行しています。 

 

【分析内容】 

売上高や従業員数や資金繰り等の経営状況を年 4回ヒアリング、分析して、地域の景況

情報を全国統計データと比較して、地域の景況感を分析します。この調査に併せて、新

型コロナウイルスの影響調査（売上高・資金繰り・来客状況・受注状況等をヒアリング）

して経営の見通しが付くように分析して、小規模事業者へ情報提供します。 

 

【調査対象】管内小規模事業者３０社（製造業、建設業、卸売業、小売業、ｻｰﾋﾞｽ業） 

【調査項目】売上額、仕入価格、資金繰り、雇用等 

【調査手法】FAX、TEL、巡回ヒアリング 

【分析手法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う 

 

②各種統計資料の活用による経済動向の収集と分析提供 

官公庁から経済動向に関する資料(九州経済産業局の地域産業調査、佐賀県統計年鑑、 

さが統計情報鑑 等)や、東京商工リサーチの TSR速報(週 1回発行の冊子)、帝国データ 

バンクの帝国ニュース(週 3回発行の冊子)等より定期的に情報を得ています。TSR速報 

は、企業の基本情報(設立年、経営者・役員・株主等)、業績(売上)等のデータがありま 

す。帝国ニュースは、全国の企業倒産に関する情報に加え、危機管理に役立つ分析・コ 

ラムが載っています。それらの資料に掲載されているデータを分析、集計等の活用をし 

て、小規模事業者が活用できるように当所ホームページにて情報公開を行います。 
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【分析内容】 

年２回(１月、７月)に収集した上記の経済動向データについて、支援機関の協力を得て

定期的に分析を行い、経済動向の把握を景況判断、事業所の動向(売上、経常利益)、資

金繰り、設備投資、政策による影響(例：消費税率引き上げ)、危機管理を業種別(小売

業、卸売業、サービス業、建設業、製造業)に分析する。 

(広域分析：九州、狭域分析：鳥栖市) 

 

（４）成果の活用 

分析内容は当所ホームページに公表して、市内の製造業、建設業、卸売業、小売業、サ

ービス業を営む小規模事業者へ提供する。 

 

３－２．需要動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

【現状】これまで、買い物客・社会人・学生・外国人を対象に調査を実施することで、

市内の商圏構造や多様化する消費購買動向の実態を把握し、今後の商業施策の

参考としてきました。 

【課題】域外へ商圏を拡大するために必要な商品サービスのニーズを消費者より調査し

て、小規模事業者の商品ブラッシュアップに活かすことが課題です。 

 

（２）目標 

 内容 現行 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

消費者購買動向調査 

実施回数 0回 1回 1回 1回 
サンプル／ 

1 社あたり 0件 50件 50 件 50件 

支援事業者数 
分析結果の

活用 
0社 4社 5社 6社 

 

（３）事業内容 

域外へ商圏を拡大するために創業塾(５-③参照)、販路開拓塾(７-①参照)の受講者と 

当所・経営指導員等で協力し、各小規模事業者に合った調査票(アンケート)を作成し 

ます。それを基に、小規模事業者と経営指導員等が連携し消費者に需要動向調査を行

います。 

 

【調査項目】味、サイズ、パッケージ、価格 等 

【調査手法】調査表(事業者と当所で協力し事業所毎に作成)を事業者へ配布し、消費者 

に調査を行う。（各社 50件のサンプル収集を目標とする） 

【分析手法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う。 

【支援対象】新商品開発に取り組む食品製造・販売業 等 
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（４）分析結果の活用 

分析結果は、経営指導員等が説明する形でフィードバックします。また、新商品のブラ

ッシュアップ(専門家の活用含む)及び販路開拓、展示会等への事業展開を図ります。 

 

４．経営状況の分析に関すること 
 

（１）現状と課題 

[現状]小規模事業者等の経営状況分析(分析内容として、財務諸表から収益性・安全性・

活動性・生産性・成長性の各分析、ＳＷＯＴ分析)は、補助金申請や経営革新認定を受

ける際の事業計画策定時に行うにとどまっていました。 

 

[課題]販路開拓希望者や、事業承継について検討していない小規模事業者の支援を行っ

ていくことが課題となっており、そのためにはまずそれぞれの事業者の経営分析を行

い、経営指導員のみならず事業者自身にも自社の経営状況を把握してもらう必要があり

ます。 

 

（２）目標 

 現行 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 
経営分析件数 50件 60件 60件 60件 

 

（３）事業内容 

優先的に解決すべき問題から乖離していた小規模事業者に対して経営状況分析の重要

性と必要性を巡回・窓口指導時に説明して参ります。申請時に必要な経営状況分析に加

えて小規模事業者と共に、財務諸表より中期的な収益性・安全性・活動性・生産性・成

長性の各分析を行います。この分析結果を活かして実情に沿う事業計画策定へ繋げます 

 

①補助金申請や各種事業計画作成時の経営状況分析 

SWOT分析をベースとして、他社と比較して差別化できる経営資源のブラッシュアップを

行います。また、財務分析手法の指導も併せて行い、利益計画書、資金繰り計画の作成

支援も実施します。 

[対象者]セミナー参加者や既存伴走型支援事業者の中から、意欲的で販路拡大の可能性

の高い 10社を選定する。 

[分析項目]定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「SWOT分析」「ABC分析」等を

実施する。 

《財務分析》売上高総利益率、損益分岐点売上高分析、各種販管費率分析 

《SWOT分析》強み、弱み、脅威、機会の検討 

《ABC分析》優先的に改善すべき営業分野の選定・分析 

 

②税務相談を通した経営状況分析 

鳥栖税務相談所では派遣税理士の指導の下、約 200事業所の事業者の経理の指導から、 

税務申告まで一貫した指導を行っております。具体的には 
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1．事業所得税と消費税の決算申告指導 

2．派遣税理士による相談指導 

3．源泉徴収の個別事務指導 

4．税務調査の際の立ち会い 

5．税務・経理に関する研修会の開催 

以上が主な指導内容となっておりますが、記帳指導や節税対策等が主たる業務となって

おり、経営に対する助言や経営分析まで行えている事業所は限られています。 

税務相談の中で、販路開拓や売上拡大を希望する小規模事業者を、経営状況分析を行う

対象先として抽出します。①と同様に経営状況分析を行い、事業者自身の実情を把握し

てもらうことで、事業計画策定へと繋げます。 

 

③事業承継等を検討している先の経営状況分析 

平成 30年度と令和 1年度の事業承継調査で 387件巡回し 274件から回答を得ました。 

調査結果では、「後継者有」との回答が全体で45％を占め、法人では59％、個人で30％

でした。「後継者有」で「事業承継計画」の策定支援は13社でした。 

巡回や窓口相談で会員・非会員問わず事業承継について尋ね、「後継者有」と事業承継

を検討している事業所に、再度訪問し事業承継計画の策定を行う主な対象先として抽出

します。 

抽出した事業承継計画策定先に対して、事業承継計画の立案に向けて事業承継計画の重

要性と計画的取り組みの必要性を理解してもらいます。 

その後は、現状の把握と承継の方法や後継者の確定を経て事業承継計画の作成をサポー

トします。 

 

（４）分析結果の活用 

分析結果は当該事業者にフィードバックし、各種事業計画の策定時に有効に活用する。 

 

５．事業計画策定支援に関すること 
 

(１)現状と課題 

[現状]小規模事業者が事業計画を策定するのは、多くの場合、創業・各種認定・小規模

事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス革新補助金等の補助金申請を目的に

しており、当該小規模事業者としての到達目標や代表者の考えが上手く表現されていな

いケースが多くあります。当所としても創業支援、経営革新支援に関する事業計画策定

を平成１９年度より継続していますが、新たな受講対象者の掘り起こしに苦戦していま

す。事業者自体が計画策定本来の意義である企業としての「経営理念・経営ビジョン」

「経営戦略」を明確にしておらず、小規模事業者の持続的発展につながりにくくなって

います。 

 

[課題]このような現状を踏まえ、小規模事業者に事業計画の策定が事業の持続的発展に

なぜ必要なのかを認識していただくために、周知・浸透を図るとともに、策定事業者数

の増加を目指します。 
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（２）支援に対する考え方 

小規模事業者の経営課題を解決するため、３.経済動向調査、４.経営状況分析の結果を

踏まえ、継続支援が可能な事業所を支援します。専門家派遣制度を十分に活用して、当

所経営指導員がきめ細やかなフォローを実施して経営力向上・販売促進等のための事業

計画策定支援を行う。地元金融機関、各支援機関等とも連携し、中・長期に亘り、実効

性のある伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的経営発展を図ります。 

 

（３）目標 

事業計画策定件数 

 現行 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 

①経営分析先 27件 27件 27 件 27件 

②後継者育成先 9件 10件 10 件 11件 

③創業希望先 3件 3件 3 件 4件 

合計 39件 40件 40 件 42件 

 

（４）事業内容 

①「経営状況分析先」への事業計画策定支援 

[募集方法]経営分析を行った事業者に対する声掛けによる募集 

[カリキュラム]経営指導員等が経営分析を行い支援した約40事業者に対して、SWOT分

析、ABC分析、3C分析を活用して、経営改善（売上拡大・利益率向上）

に向けた具体的なアクションプランを作成する。 

[支援者数]約40名 

[支援対象]経営力向上を目指す意欲的な事業者を選定する（20事業者程度） 

[手段・手法]事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、

外部の専門家も十分に交えて、確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

②「後継者育成塾」による事業計画策定支援 

[募集方法]事業承継診断のために行った巡回調査のリストをベースとして該当先に声

掛け、当所ホームページ・セミナーチラシによる募集 

[回数]1回 

[カリキュラム] 事業承継する後継者が自社の強みや問題点を抽出し、販路拡大の計画 

や、商品開発の計画を策定します。また、財務分析等の経営状況を読み

解く力も育成すべく指導します。セミナーでは個別相談会を開催し、各

分野の専門家と連携して、具体的な事業承継計画と事業計画の策定を支

援します。需要を見据えた事業計画策定の有効性を周知し、経営改善（売

上拡大・利益率向上）に繋がるよう支援していきます。 

[参加者数]約10名 

[支援対象]事業承継を目指す意欲的な事業者を選定する（10事業者程度） 

[手段・手法]後継者育成セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、

外部の専門家も十分に交えて、確実に事業計画の策定につなげていく。 
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③「創業塾」による事業計画策定支援 

[募集方法]当所ホームページ・セミナーチラシによる募集 

[回数]1回 

[カリキュラム] 本市における企業経営者の創出を促進し、地域経済の活性化を図るた

め、本市、日本政策金融公庫、労働保険事務組合連合会と連携して「と

す創業塾」を年１回開催し、円滑な創業支援を行っています。昨今の

新型コロナウイルス感染拡大により新たな働き方が始まっています。

今後、新規創業者は新しい生活様式に対応した創業が求められます。

創業・経営の基礎だけではなく、ＩＴ活用による業務効率化等の情報

を提供していきます。 

[参加者数]約15名 

[支援対象]鳥栖地区で開業を希望する者、創業5年以内で創業計画の見直しとフォロー

アップを希望する者（10名程度） 

[手段・手法]セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、外部の専門

家も十分に交えて、確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

６．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 

（１）現状と課題 

[現状] 事業計画策定後の小規模事業者に対して、計画通りに遂行できているかの確認

は巡回指導等で行っていますが、具体的な売上高の確認や利益率の推移を確認出来て

いません。 

[課題]  事業計画の作成と伴走型支援を行い、売上高向上や利益率改善を伴走型支援

にて実施し、実現可能な事業者をピックアップします。定期的に数値や具体的な進捗

を踏み込んで検証します。 

 

（２）支援に対する考え方 

  支援の対象は事業計画を策定した全ての事業者を対象とはするが、事業計画の進捗

状況等により、フォローアップ(訪問、窓口、電話、リモート等)を増やして集中的に

支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を

見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 
フォローアップ 

対象事業者数 
36社 40社 40社 42社 

頻度（延回数） 144回 160回 160回 168回 

売上増加事業者数 － 10社 10社 11社 

利益率３％以上増加

の事業者数 
－ 10社 10社 11社 

 

（４）事業内容 
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  事業計画策定40社を四半期に一度(年4回)、伴走型支援する。ただし、頻度は事業

者からの申出等により、臨機応変に対応する。なお、進捗状況が思わしくなく、事業

計画との間にズレが生じていると判断する場合には、他地区等の経営指導員等や外部

専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検

討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 

（１）現状と課題 

【現状】事業者ごとに商品開発やパッケージ改良等に取組んでいるが、対策が十分でな

いために売上増加支援が行えていない。また、情報化支援についても十分でなく、

ＩＴツールの活用やＡＩ分析を事業に取り入れていくことが必要です。 

【課題】自社の商品サービスを必要としている潜在顧客に知って頂くべく、販路の開拓

支援とＩＴ・ＡＩの活用を積極的に行い、事業者が使いこなすように支援すること

が重要です。 

 

（２）支援に対する考え方 

 販路開拓・情報化支援の為のセミナーを通じて、事業者へ顧客開拓の術を掴んでい

ただく。また、当所が自前で展示会・商談会を開催することは困難なため、他が主

催する展示会・商談会への出展を行います。出展にあたっては、経営指導員等が事

前・事後の出展支援を行うとともに、出店期間中には、陳列、接客など、きめ細か

な伴走型支援を行います。 

 

（３）目標 

  ①販路開拓塾 

支援内容 現行 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 

販路開拓取組み事業者数 10社 10社 11社 11社 

売上増加事業者数 2社 2社 3社 3社 

利益率 3％以上増加の事業者数 2社 2社 3社 3社 

 

 ②ＩＴ活用塾 

支援内容 現行 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 

ＩＴ活用取組み事業者数 10社 10社 11社 11社 

売上増加事業者数 3社 3社 4社 4社 

利益率 3％以上増加の事業者数 2社 2社 3社 3社 

  

 ③展示会・商談会 

 現行 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 

商談会参加事業者数 2社 3社 3社 4社 
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成約件数／社 1件 1件 1件 1件 

 

（４）事業内容 

①販路開拓塾 

定員を 10名程度として、パッケージング・商品改善に関する専門家やブランディング

の支援実績がある専門家を招き、指導を実施します。佐賀県の専門家派遣事業や、よ

ろず支援拠点事業を活用して、専門家と経営指導員が協力して、商品改善と販路開拓

の支援を行っていきます。 
 

②(販路開拓のための)ＩＴ活用塾 

定員を 20 名程度として、インターネットを活用した販路開拓の全体像をつかんだ上

で、WEB サイトを活用したマーケティングの考え方・進め方を学び、自社サイトを効

果的に機能させるための管理の仕方やソーシャルメディア活用による、顧客への認

知・集客・信頼構築など売れる仕組みづくりについて、演習を交えながら学びます。

インターネットを活用した販路開拓の全体像をつかみ、自社や商品・サービスをどの

ように伝えるか、ＷＥＢサイトを活用したマーケティングの仕組みについて学びます。

優良・見込み顧客を自社サイトへ呼び込み、信頼構築、販路開拓につなげていくため

のＷＥＢ広告・ＳＥＯ対策・ＳＮＳ活用など、ＷＥＢマーケティングについて実践的

に学びます。 

 

③展示会・商談会（ＢtoＢ） 

 展示会・商談会(例：さが県産品流通デザイン公社が主催する「佐賀さいこう！佐賀

県特産品商談会」※1 等)に、製造業、小売業等の小規模事業者を選定し出展を募り

ます。事前に、商談会でのプレゼンテーションが効果的になるよう助言(専門家含む)

を行います。事後には、商談相手へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効性

のある支援を行います。小規模事業者の商品紹介の機会を作り出します。 

 ※1 概要：(公財)佐賀県地域産業支援センターさが県産品流通デザイン公社主催に 

       よる商談会。佐賀県が誇る県産品が一堂に集まる商談会。 

   出展者：約１００社(佐賀県内の加工食品事業者、有機農産物等生産者、等) 

   来場者：約２００社・約４００名(全国の小売、食品関連卸、飲食店、等) 

 

８．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 

(１)現状と課題 

[現状]佐賀県中小企業診断士協会の中小企業診断士に、経営発達支援事業の評価を 

   頂き(年１回＝３月)、次年度への見直しを図っています。 

[課題]特にありません。 

 

(２)事業内容 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行います。 
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①ＰＤＣＡサイクルを回して事業を行います。 

②鳥栖市、当所法定経営指導員、外部有識者として中小企業診断士により、事業の実 

施状況、成果の評価を行い、見直しを行います。 

③目標値において、評価・見直しの方針を決定します。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については、三役会へ報告し、承認を受けます。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を当所のホームページ（http://www.tosucci.or.jp） 

で公表します。 

 

 

http://www.tosucci.or.jp/
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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 

（令和 2年 11月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

鳥栖商工会議所 

○中小企業相談所  １０名 

    所長       １名(局長兼務) 

法定経営指導員  １名(総務兼務) 

経営指導員    ３名(内１名総務兼務) 

    事務職員     ５名 

 

   ○総務課      ７名 

    事務局長     １名(所長兼務) 

    職員       ６名(内１名法定経営指導員兼務、 

内１名経営指導員兼務) 

 

      中小企業相談所を中心に全職員で取り組みます。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  氏 名：大久保 洋平 

  連絡先：鳥栖商工会議所 ＴＥＬ(０９４２)８３－３１２１ 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

部 署 鳥栖商工会議所 中小企業相談所 

   ＴＥＬ ０９４２－８３－３１２１ 

      ＦＡＸ ０９４２－８３－８８８８ 

   Ｈ Ｐ http：//www.tosucci.or.jp 

      メール ccts0000@tosucci.or.jp 

②関係市町村 

部 署 鳥栖市役所 商工振興課 

   ＴＥＬ ０９４２－８５－３６０５ 

      ＦＡＸ ０９４２－８３－３０９５ 

   Ｈ Ｐ http：//www.city.tosu.lg.jp 

      メール syoukou@city.tosu.lg.jp 

 

 

 

鳥栖市 

商工振興課 
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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） 

 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

必要な資金の額 2,120 2,120 2,120 

 

講師謝金 

旅費 

通信運搬費 

印刷製本費 

消耗品費 

1,250 

50 

120 

600 

10 

1,250 

50 

120 

600 

10 

1,250 

50 

120 

600 

10 

（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。 

講師謝金： 25千円/時間 

 

 

 

調達方法 

・補助金(国、県、市) 

・会議所からの負担 
 

 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 
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