
 

経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

東峰村商工会（法人番号：７２９０００５００７７０８） 

東峰村（地方公共団体コード：４０４４８９） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

 

 

目  標 

 

 

 

 

 

当村における小規模事業者の現状と課題、第２次総合計画との整合性を踏まえて、 

当会の役割に基づき、当村における地域経済を支える小規模事業者数を維持するため 

の目標として、本計画の期間における目標を以下の通りとします。 

①小規模事業者の経営基盤改善に伴う今後５年間の経営計画作成支援 

②小規模事業者数維持のための事業承継支援の強化及び東峰村と当会で実施する創業 

支援事業計画に沿った創業支援と創業者へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援の実施 

③観光需要の維持拡大を図るための新規事業開発支援 

④地域資源を活用したマーケティングに基づく販売戦略支援 

⑤小規模事業者の販路開拓に向けた新たな需要創出構築の支援 

 

 

 

 

 

 

 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 

 ・地域における独自の経済動向調査の実施・分析・情報提供 

 ・関係機関の経済動向調査資料の収集・提供 

２．経営状況の分析に関すること 

 ・経営分析セミナー開催、専門家による経営分析の機会 

３．事業計画策定支援に関すること 

 ・経営分析を行った事業所を中心に事業計画策定セミナー、専門家による個別相談 

会を実施し、経営計画策定を支援 

 ・経営革新・事業承継・創業セミナーを開催後、専門家による個別相談会を実施し、 

  経営計画策定を支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・定期的な巡回指導を行い、事業計画策定事業者・創業計画者・事業承継者・経営 

  革新事業者への進捗管理と必要に応じた対策の実施 

５．需要動向調査に関すること 

 ・地域ブランド化に向けた消費者ニーズ調査、個社のためのお客様アンケート作成 

  集計・分析、商品のブラッシュアップ支援 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・展示会・商談会への出展支援 

 ・ＩＴと広告媒体の作成支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 ・新たな地域経済活性化に向けた取組みとして、「関係人口の構築」に主体を置いた 

  (仮称)「東峰村元気プロジェクト」を行政と一緒に取り組む。協議内容として 

  〇関係人口の構築、〇東峰村の地域経済活性化について、〇プロモーション活動 

  の進め方などについて取り組む 

 

 

 連 絡 先 

 

 

 

 

 

①東峰村商工会 

〒838-1601  福岡県朝倉郡東峰村大字小石原９４１番地１ 

TEL：0946-74-2121  FAX：0946-74-2284  E-mail：touhou@shokokai.ne.jp 

 

②東峰村 農林観光課 

〒838-1792  福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４２５ 

TEL：0946-72-2313 FAX：0946-72-2370  E-mail：norin@vill.toho.fukuoka.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 

■立地 

東峰村は、福岡県中央部の東端にあって、大分県との県境に接し平成 17年 3月に旧小石原村と旧宝

珠山村が合併して発足した自治体で、福岡県朝倉郡に属しています。 

本村の総面積 51.97平方ｷﾛのうち山林原野が 86％を占め、北端にある小石原盆地は、標高 460～480m

で冬季には積雪をみることが多くあります。 

平成 29年 7月 5日に発生した九州北部豪雨災害では、甚大な被害が発生し「局地激甚災害指定」 

を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通 

本村の幹線道路は、南北方向に本村を縦断する国道 211号とこれに接続する国道 500号があります。

国道 211 号は、筑豊地方から大分県西部、熊本地方を結ぶ大型トラックや乗用車の通行量が多く、国

道 500号は朝倉市と本村、筑豊地方を結ぶ重要な道路です。大分自動車道杷木 I.Cまで 15分、福岡市

まで 1時間と、高速道路網の発展により都市へのアクセスの利便性は高いと言えます。 

平成 29年 7月 5日の九州北部豪雨災害で、ＪＲ日田彦山線（北九州市と大分県日田市を結ぶ） 

は、今も不通となっており、災害以前は、１日９往復運行され、村内を南北に縦断し３つの駅があり、

通勤、通学の主要な交通機関となっていましたが、災害後 １日に７本の代行バスによる運行が行わ

れています。当村では、早期の鉄道での復旧をＪＲ九州はじめ関係機関に働きかけています。 

バス路線は、両筑交通(株)によるバスが杷木・宝珠山・小石原間を 1日７往復（土日・祝日は６往復）

運行されています。 

東峰村として、JRや路線バスの駅等から遠く、運転免許証を有しない高齢者へは「東峰村高齢者 

外出支援タクシー利用助成」を実施し、タクシー料金の助成を行っています。 

 

■人口（推移） 

〇人口推移 

（資料：東峰村役場住民税務課提供（施設入所者含む） 
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東峰村の人口は、平成 17年合併時の国勢調査では、2,749 人、平成 31年 4月東峰村役場住民税務 

課提供の資料では 2,118人と人口減少が続いています。 

 年齢別の構成比では、平成 17年 0～14歳が 11.5% 、15～64歳が 51.7%、65歳以上が 36.8%に対し 

平成 31年 4月では、0～14歳が 9.8%、15～64歳が 47.5%と共に減少し、65歳以上が 42.7%と高齢者 

の構成比のみ増加しています。 

 同じくして、福岡県の高齢者化率が県内で１位となっています。（下記参照） 

 

〇福岡県の高齢者人口及び高齢者化率の推移 

 
(資料：福岡県庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ引用) 

 

 

■東峰村の産業 

 

 
（資料：経済センサス） 

 東峰村の産業は、製造業が 63事業所と多く、その内 窯業が 48事業所あります。 

国の伝統的工芸品に指定されている小石原焼が村の観光の柱となり、交流人口の活性化を担って 

 います。他の製造業と建設業で本村の就業の場を担っています。 

 

下記の＜陶磁器・同関連製品製造業＞では、福岡県東峰村が 22.079事業所と最も多く、次いで 

長崎県波佐見町が 19.408事業所、佐賀県有田町が 10.324 事業所などとなっており、焼物で有名 

な市町村が上位になっています。 

＜陶磁器・同関連製品製造業＞ 

 
（資料：ﾗﾝｷﾝｸﾞでみた産業別・地域別の経済活動－平成 28年経済ｾﾝｻｽ（総務省報道資料 H30.6.28）） 
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■東峰村商工会 

 

 
（平成３１年４月１日 東峰村商工会員数） 

 

 上記の表は、東峰村商工会員の業種別内訳です。製造業 56事業所の内、窯業が 46事業所あります。 

商業・サービス業においては、ほとんどの店舗で後継者等は別の職業に進まれ、経営者の高齢化 

 と共に廃業が続いています。村内の多くの方が近隣の市町へ勤務しており、帰宅の際 郊外店で 

 用事を済ませており、村内需要は減少し経営としては厳しい状態です。 

 ちなみに、商業・サービス業での商工会員平均年齢は、64歳です。 

  製造業・建設業においては、当村の立地条件も重なり、人材確保が課題となっています。 

 

下記の表は、令和元年５月現在の後継者一覧です。当会青年部は、16人中 14人が窯業です。 

 
 

 

■創業支援事業への着手 

 
 

 当会は、東峰村より受託事業として平成 27年度より平成 30年度まで毎年度創業塾を開催しました 

創業塾の受講者内訳表を上記に記載しています。 

 受講者の中から既に村内居住者の男性３名の方が創業しました。 

  国の産業競争力強化法 113条の第 1項の規定に基づき創業支援事業計画の認定を東峰村が受け、 

 平成 27年 4月 1日から平成 32 年 3月 31日までの 5ヵ年の実施期間における目標値は、創業支援 

 者数 2名、創業者数１名に対し、既に 3名の方が創業され、目標値を上回っています。 
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■東峰村総合計画（2015年から 2024 年） 

 総合計画の中で、商工業の振興として、地域経済の基盤である地場産業の振興を図るために、 

 地元企業に対する情報の提供や各種支援制度の充実など、既存の地元企業の育成に努めるとともに 

 窯業をはじめとする伝統工芸や地域文化を育成し、観光と連携することにより、新産業の創出を 

 目指すとしています。 

また雇用の場を確保するために、地域資源を活かした商品・製品の開発を促進するとともに、地域 

課題解決型の小規模事業であるコミュニティビジネスの起業を支援しますとしています。 

 

■東峰村まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015年から 2019 年） 

 □目標として、地域資源を活かした魅力ある“しごと”をつくる。 

 ・小石原焼などの伝統工芸の産業＝地域産業を活用した商品開発や販路拡大、村の潜在能力を発揮 

  させた新たな産業の創出などより魅力ある産業として強化。 

 ・施策 

  ・陶器の知名度ＵＰと販売促進：トーキコーディネーター育成事業 

  ・後継者の育成・支援：伝統工芸技能向上支援事業 

  ・産業振興と企業者支援：村にない、ほしい仕事応援事業 

 

 ・東峰村の強みである観光を活かした交流人口の拡大と観光を軸とした仕事の創出など、しごとの 

場としての東峰村を目指す。 

 ・施策 

  ・観光産業の育成：東峰村版ＤＭＯ注１の設立・支援 

  ・交流イベントの推進・拡充：観光プロモーション事業 

  ・活きた情報の発信：情報発信に特化した人材育成事業 

                ※注１ＤＭＯとは→観光地域づくりの舵取り役を担う法人です 

 

■東峰村復興計画（2017年から 2024 年） 

 □目 的：東峰村では、平成 29 年７月の九州北部豪雨災害からの復旧・復興 

□計画の位置づけ：本計画は、「東峰村総合計画【基本計画】」の一部として位置づけ。 

 □商工業の再生 

・被災した中小企業経営者等に対する経営相談を強化するとともに、新規雇用等を支援します。 

□観光の振興 

・東峰村は伝統工芸をはじめ、文化的景観、自然景観等の観光資源を有しており、これらの資源を 

活かした観光交流拠点の復旧と高付加価値化、農林業、商工業とも連携した新たな観光資源の発 

掘、交流事業の推進、情報発信の強化等を通じて観光の振興に取り組みます。 

 

 
 

※東峰村は平成３０年４月１日付けで「東峰村小規模企業振興基本条例」を施行しました。 
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②課題 
  直近の５年間では、人口は平成 27 年度 2,335 人から平成 31 年度 2,118 人と▲217 名、高齢化率 

は 42.7%に達し＋4.5%、当会の会員平均年齢は 65 歳と＋４歳上昇となっています。 
このような現況下において後継者と呼べる方を産業別でみると、商業・サービス業では 14 名程、 
建設業・製造業においては 36 名程、その内、製造業にしめる窯業の後継者は 25名程になります。 

今後も継続して事業承継支援の強化が求められます。 

同時に、当村において新たな産業の創出を目指す方を掘り起こし、起業相談や東峰創業塾の開催に

より創業者支援を実施し、村内における商工業者の減少に歯止めをかける必要があります。 

 村民の人口減少の歯止めに対しは、ＩＪＵ（移住）の促進が図られていますが、東峰村で暮らす 

 にあたり、商業・サービス業の相次ぐ廃業により、日配品など近隣の郊外店に求められています。 

 地域における日常生活用品購入機会等の確保、買い物できる手段の確保も重要な課題となってい 

ます。（生活基盤の検討） 

 村内における交流人口の拠点となるのが平成 11年にオープンした道の駅小石原です。 

オープンは福岡県内 2番目で、当時 近隣の市町村には同様の施設はなく、陶器を中心とした売上 

を順調に伸ばしていましたが、昨今の道の駅や農産物直売所の相次ぐ近隣市町でのオープンに伴い 

売上が横ばいに推移しています。今後は、本村の地域資源を活用した新たな商品ラインナップの充 

実化に向けて６次産業化に取り組む事業者に支援強化が求められます。 

 今後も本村における地域活性化の原動力となる窯業においては、一部の事業者において、情報弱 

者であったり、商品開発力が低い事業者もあります。今後は、情報収集力の支援やマーケティング 

支援の充実に伴う商品の付加価値化、販路拡大等の支援、生産性の向上を図るうえでの支援など 

が課題となっています。（基幹産業の活性化） 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えて 

  当村における進みゆく過疎化と事業者の高齢化への対応としては、引き続き観光資源を柱とした 

 産業の振興に注力していくことが求められます。今後は、この過疎化を肯定化することで、何気な 

い日常の生活風景が田舎の素朴な風情として親しまれ、美しい景観の保全や環境の美化は、地域存 

続の重要な資産であり、東峰村独自の景観保全を目的とした新たな産業の創出や起業に着目してい 

きます。既に当村の窯元が集中している小石原地域では、観光客の姿も景観の一部に馴染み、窯業 

観光として定着しています。 

 

②東峰村第２次総合計画との連動性・整合性の考え方を下記のように示す 

 ⑴．地域産業を活用した商品開発や販路開拓 

 ⑵．村の潜在力を発揮させた新たな産業の創出 

 ⑶．観光を活かした交流人口の拡大と観光を軸とした仕事の創出 

 ⑷．若者の求める魅力的な雇用の創出 

 

③東峰村商工会としての役割 

上記を踏まえて、これからの経営発達支援のコンセプトとして「地域力・環境力・情報発信力」 

を掲げます。 

⑴．地域力：地域経済を活性化する取り組み 

 〇事業計画に基づいた強い経営を推進し、地域経済の発展や雇用の確保を目指すため、事業承継 

や創業支援の充実を図り、小規模事業者数を維持する 

⑵．環境力：景観保全を目的とした産業の創出 

 〇東峰村独自の景観保全を目的とした新たな産業の創出や起業を目指すソーシャルビジネスに 

  取り組む方への経営分野でのバックアップを行い雇用の創出など支援します 

⑶．情報発信力：交流人口の活性化促進として「効く広報」プランの取り組み 

 〇事業者のセールスポイントを①認知獲得、②関心惹起、③探索誘導、④着地点整備、⑤行動促 

進の５段階で整備し交流人口の活性化を図ります 
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（３）経営発達支援事業の目標 

  当村における小規模事業者の現状と課題、第２次総合計画との整合性を踏まえて、当会の役割に 

基づき、当村における地域経済を支える小規模事業者数を維持するための目標として、本計画の期 

間における目標を以下の通りとします。 

 ①小規模事業者の経営基盤改善に伴う今後５年間の経営計画作成支援(強い経営推進) 

 ②小規模事業者数維持のための事業承継支援の強化及び東峰村と当会で実施する創業支援事業 

計画に沿った創業支援と創業者へのフォローアップ支援の実施(事業承継及び創業者支援の強化) 

 ③観光需要の維持拡大を図るための新規事業開発支援（新たな産業の創出） 

④地域資源を活用したマーケティングに基づく販売戦略支援(6次産業化・地域資源ブランド化) 

 ⑤小規模事業者の販路開拓に向けた新たな需要創出構築の支援（情報発信力の強化） 

 

 

（４）目標達成に向けた方針 

  上記の目標を達成するために実施方針は以下のとおりです。 

 

 ①小規模事業者の経営基盤改善に伴う今後５年間の経営計画作成支援 

今後５年間の経営計画策定支援を実施し、これまで生業としてきた事業・家業を、ビジネスと 

  して再度捉えていただき、県が認定する経営革新計画の認定を目指します。 

また策定後のフォローアップを実施し、目標達成の支援ツールとして補助金等の申請業務を支援 

し、経営基盤の改善と強化を図ります。 

 

 ②小規模事業者数維持のための事業承継支援の強化及び東峰村と当会で実施する創業支援事業計 

画に沿った創業支援と創業者へのフォローアップ支援の実施 

  当会における事業者の平均年齢は 65歳と高齢であるため、事業承継支援強化として事業知識・ 

技術の継承をはじめとした後継者育成及び創業者の掘り起こしを実施します。 

創業者については、村内に限らず広域に渡り、当村での創業者の掘り起こしを実施します。 

また事業承継者及び創業者については、経営全般のフォローアップとして必要に応じ専門家派遣 

等を実施し経営強化の支援を行います。 

 

③観光需要の維持拡大を図るための新規事業開発支援 

  本村には、豊かな自然からの恵みに満ち溢れた景観や湧水、地域に古くから伝わる山里の文化、 

それらの癒しなどを求めて来村される方を対象とした産業は、日常が観光といった重要な産業の 

  ひとつになり得ます。当会としては、新たな産業の創出に取り組まれる方への支援として、商品 

  価格の設定やサービスの品質の向上などを行うために専門家の派遣支援を行います。 

 

 ④地域資源を活用したマーケティングに基づく販売戦略支援 

  地場産業を育成強化し、小規模事業者の事業機会や雇用の創出を図るため、食をテーマに、地域 

  資源を活用した農商工連携・新事業展開による 6次化産業の個社支援を行います。 

  地域資源である陶器については、当会の先行事例を活かし、アイテム別にマーケットインに基づ 

くプロダクト事業を推進し、事業者の販路開拓とそれに関わる販売戦略の支援を行います 

 

 ⑤小規模事業者の販路開拓における広報力強化に向けた支援 

  戦略的な広報とは「効く広報」であって、情報を伝達した効果として相手が行動を起こし売上に 

結び付くといった一連の流れを ①認知獲得、②関心惹起、③探索誘導、④着地点整備、⑤行動 

促進の５段階で整備し、今事業者がツールとして活用しているホームページやＳＮＳを時系列的 

に分析し、より効果的な広報の手助けを行い、売上増加に結び付く支援を行います 
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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（令和２年４月１日 ～ 令和７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 

 

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

 これまで地域経済の実態把握については、局長を含む職員４名の巡回、窓口相談での聞き取りで 

職員間の情報共有を図っています。また福岡県商工会連合会や全国商工会連合会による景況調査や 

研修会等で入る情報に偏っており、その活用法も相談事業所に対する個別指導に反映するに留まっ 

ているのが現状です。 

経営資源の少ない地域の小規模事業者は、経営情報収集力に乏しいにも関わらず、これまで正確に 

景気動向を把握、分析し、広く提供できていなかったことが課題です。 

今後は、本事業をとおして村内の小規模事業者を対象に経済動向調査を実施し、事業所ごとの経 

営上の課題、問題点を収集、整理することで、職員間で共有し、巡回訪問時の基礎データとして、 

今後の個社支援と事業計画策定に役立てます。 

また、福岡県商工会連合会や全国商工会連合会による景況調査をホームページや会報に掲載し、 

広く小規模事業者へ情報提供を行います。 

 

（２）事業内容 

 １）経済動向調査 

  村内の小規模事業者を対象に年１回、経済動向調査を実施する。 

 【調査対象】：村内の小規模事業者１５５事業所 

 【調査項目】：①売上・受注動向、②仕入動向、③利益動向、④設備投資動向、⑤資金調達動向、 

        ⑥雇用動向、⑦経営上の課題など。 

 【調査方法】：巡回の場合、ヒアリング形式で実施。郵送の場合、返信用封筒で回収する。 

 【分析方法】：経営指導員が外部専門家と連携して分析を行う 

 

 ２）各種経済情報の調査 

  村内の情報に留まるだけでなく、広域的なエリアの経済情報について収集・分析し、村内の小規 

  模事業者へ提供することで、上記１）の情報とあわせて経営判断の一助とします。 

 【収集情報】：全国商工会連合会「中小企業景況調査」 

：全国商工会連合会「小規模企業景気動向調査」 

 【分析項目】：業種別、業況判断 DI 値、売上 DI値、採算 DI値、資金繰り DI値、経営課題 

 【提供時期】年４回 

 【効  果】：地域内の多くの事業所が該当する小企業を取巻く経済状況を把握することができる 

：県内及び全国の経済情報を提供することで、販路拡大を目指す事業者にとって指標 

       として活用していただくことが可能となる 

 

 ３）成果の活用 

〇小規模事業者が地域経済の経済動向を把握することで、今後の事業計画を再検討するツールと 

して用いることが出来る。 

〇職員会議で地域の経済動向や市場動向の情報を共有することで、小規模事業者の課題について 

検討し、個々の支援に活かすことができる。 

  〇経済動向調査の分析結果及び各種経済情報を当会ホームページに掲載 
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４）目 標 

  年度 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

1)小規模事業者経済動向調査 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

1)―2 分析公表回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

2)各種経済情報調査 １回  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回 

2)―2分析公表回数 目標なし  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

 本項目における当商工会のこれまでの取り組みとしては、経営革新・小規模持続化補助金・ものづ 

くり等補助金・経営力向上計画・マル経融資・事業承継相談などで経営分析を行っております。 

 これからは、いかにして事業者の経営・財務データを基に専門家による高度な経営分析を実施して 

 いくかが課題です。 

 

（２）事業内容 

 当会における事業者の実情からして、①経営分析に興味関心がある事業者と②経営分析は困難であ 

ると感じる事業者あると考えられます。 

①の経営分析に関心がある事業者は、売り上げ拡大に向けて意欲のある事業者です。 

本事業期間においては、やる気のある事業者を対象として経営分析セミナー等を開催し、専門家に 

よる高度な経営分析の機会を提供した後、受講者各人に対し経営指導員が経営課題を抽出し、事業 

開始時より事業計画を策定することで長期的ビジョンを立てる機会を提供します。 

次に、②の経営分析は困難であると感じる事業者に対しては、経営指導員による「経営自己診断シ 

ステム」やネット de 記帳の経営分析機能を活用し、定量的・定性的な経営分析を行うことで経営 

判断の入り口になるよう提供します。 

 

■経営分析セミナーの実施 

①目 的 経営分析をとおして売上拡大に意欲を示す事業者に対して、専門家による高度な 

経営分析を行うと同時に自ら経営分析を学ぶ機会を創出する 

②対 象 村内の小規模事業者 

③参加者数 ２０事業者 

④内 容 収益性・安全性・生産性分析など分析方法を学び、同時にＳＷＯＴ分析など、 

自社の経営課題を見出す手法を学ぶ 

<想定するセミナーの内容> 

◇財務分析：①安全性（キャッシュフロー分析・流動比率・自己資本比率等） 

      ②収益性（売上高営業利益率・売上高経常利益率等） 

      ③生産性（労働分配率等） 

◇その他の分析：①ＳＷＯＴ分析 ②３Ｃ分析 ③ＰＥＳＴ分析 ④ＡＢＣ分析 

⑤開催頻度 年１回 

⑥講 師 中小企業診断士等 

⑦周知方法 巡回訪問等による周知・郵送による周知 

⑧成果の活用 ・分析結果をもとに明確化する経営課題等に対して経営改善の方向性を事業者と 

 一緒になって方向性を協議し、受講事業者を次のステップである事業計画策定 

支援に優先的につなげていく。 

・分析データについては、職員間の共通のフォルダに保存し、職員間で協議しな 

がら活用していく。 
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■「経営自己診断システム」・「ネット de記帳」等を活用した経営分析 

①目 的 経営分析は困難であると感じる事業者に対して、ネット de記帳や経営自己診断 

システム等のツールを活用して、経営指導員が経営分析を行う 

②対 象 村内の小規模事業者：主にネット de記帳利用事業者と自計事業者を対象 

③内 容 ネット de記帳利用事業者に対して、経営分析機能等を活用して事業者の経営分 

析を行います 

<経営分析内容> 

〇経営係数分析：売上高利益率・流動比率など基礎的数値分析 

〇比較貸借対照表：３ヵ年の貸借対照表を比較し、流動比率の推移を分析 

〇比較損益計算書：３ヵ年の損益計算書を比較し、収益性等の推移を分析 

〇損益分岐点：自社の損益分岐点を把握し、利益の意識づけを確認 

 

自計事業者に対しては、中小企業基盤整備機構が提供する J-Net21「経営自己診

断システム」等を活用して事業者の経営分析を行います 

〇総合診断結果：売上高利益率・流動比率など基礎的数値分析 

〇資金繰診断：自社の数値を業界標準やデフォルト企業値と比較 

〇業界内比較：中小企業信用リスク情報データサービスによる同業他社との比較 

 

④実施頻度 都度：決算業務が完了した事業者に対して年１回 

⑤効 果 今後は、確定した決算データをもとに定量的な経営分析を行うことができる 

⑥成果の活用 ・分析データをもとに巡回訪問を実施。 

 事業者が経営分析手法に関心をもった場合は、次回の経営分析セミナー(上記)

への参加を促進し、次のステップである事業計画策定支援対象者として事業計 

 画の策定までつなげる。 

 

【目標実施件数】 

年度 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営分析実施事業者数 ８社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

経営分析セミナー ０回 １回  １回  １回  １回  １回 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

 本項目における当商工会のこれまでの取り組みとしては、経営革新・小規模持続化補助金・ものづ 

くり等補助金・経営力向上計画・マル経融資などの申請を契機として、経営指導員が事業計画の策 

定支援を実施してきましたが、本来 自社のあるべき姿や将来の展望を描く中で方向性を定め、具 

体的に事業展開を事業計画の形にして落とし込んでいくことが少なかったため、変わりゆく状況の 

変化や課題解決に対応が取れていないケースが生じていることが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

今後の支援については、まずは上記「２．経営状況の分析」で支援した事業者を中心に積極的に 

事業計画策定の必要性を働きかけ、当村における地域経済の将来性を担っていただける事業者とし 

て支援していきます。そのためには、目標をもった事業計画に意欲を示していただくことが重要 

で、専門家を招いて事業計画策定セミナーを開催し、その後専門家による個別相談会を実施します。 

また、経営分析から事業者が抱える問題を可視化して、経営革新セミナー、事業承継セミナー、 

創業セミナー等を開催します。セミナー開催後、専門家派遣事業を活用して小規模事業者の事業 

計画策定を個別支援して売上げの増加を目的として、積極的な指導・助言を実施していきます。 
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（３）事業内容 

 ■事業計画策定セミナー 

１）事業計画策定セミナー 

①募集方法 ・村内事業所へ郵送で開催案内送付 

・経営状況の分析で支援した事業者へは巡回による参加勧奨 

②開催回数 年１回 

③ｶﾘｷｭﾗﾑ ◇現状分析：決算書分析 

◇環境分析：３Ｃ分析・顧客の棚卸(顧客ニーズ) 

・競合の棚卸(市場規模・市場動向) 

・自社の棚卸(自社の強み・ＳＷＯＴ分析) 

◇経営理念：事業コンセプト 

◇経営ビジョン：目標設定５年度のあるべき姿 

◇戦略策定：成長／競争戦略 クロスＳＷＯＴ分析 

     ：事業ドメイン：誰に(ターゲット),何を(価値)，どのように(差別化) 

◇戦術策定：アクションプラン、組織体制 

◇マーケティング：４Ｐ(製品・価格・流通・販売促進) 

◇管理会計：利益計画、販売計画、売上計画 

◇投資計画：資金計画、資金調達方法 

④参加者数 １８名 

⑤開催頻度 年１回 

⑥講 師 中小企業診断士 

⑦経営指導員 事業策定セミナー受講者に対し、経営指導員が課題解決に向けた方向性を明確に

し、確実に事業改革の策定に繋げます 

 

２）事業計画の策定 

□個別相談会 

①募集方法 ・セミナー参加者の中から経営課題に応じて対応する 

②開催回数 年３回 

③専門家 中小企業診断士等 

④参加予定数 ３事業所程度／１回につき 

⑤経営指導員 事業策定セミナー受講者に対し、経営指導員が課題解決に向けた方向性を明確に

し、外部専門家を交えて確実に事業計画の策定に繋げます 

 

■経営革新・事業承継・創業セミナー 

１）経営革新・事業承継・創業セミナー 

①募集方法 ・村内事業所へ郵送で開催案内送付（経営革新・事業承継） 

・村内外へのチラシによる周知及び新聞広告(創業セミナー) 

②開催回数 其々、年１回 

③ｶﾘｷｭﾗﾑ ・新たな取組による企業の事業活動の向上について（経営革新） 

・事業承継における課題把握・手続き・制度等について（事業承継） 

・創業計画策定について（創業支援） 

④参加者数 経営革新５名・事業承継５名・創業セミナー５名 

⑤開催頻度 其々年１回 

⑥講 師 中小企業診断士 

⑦経営指導員 セミナー受講者に対し、経営指導員が課題解決に向けた方向性を明確にし、確実

に事業改革の策定に繋げます 

 

 

 

 

２）事業計画の策定 
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□個別相談会 

①募集方法 ・セミナー参加者の中から巡回訪問にて 

②開催回数 年１回以上 

③専門家 ・中小企業診断士 ・福岡県よろず支援拠点 ・日本政策金融公庫 

・福岡県事業引継支援センター 

④参加予定数 ３事業所程度／１回につき 

⑤経営指導員 事業策定セミナー受講者に対し、経営指導員が課題解決に向けた方向性を明確に

し、外部専門家を交えて確実に事業計画の策定に繋げます 

 

（４）目標 

 支 援 内 容 現状 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

1-1. 事業計画策定セミナー ０回 １回  １回  １回  １回  １回 

1-2.  事業計画策定件数 ８社 １８件 １８件 １８件 １８件 １８件 

2-1. 経営革新セミナー ０回 １回  １回  １回  １回  １回 

2-2.   事業計画策定件数 １社 １件  １件  １件  １件  １件 

3-1. 創業セミナー ２回 １回  １回  １回  １回  １回 

3-2.  事業計画策定件数 １社 １件  １件  １件  １件  １件 

4-1. 事業承継セミナー １回 １回  １回  １回  １回  １回 

4-2.  事業計画策定件数 １社 １件  １件  １件  １件  １件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

 事業計画策定は各種補助金申請や金融支援に対応してきたが、その後の巡回訪問の際などは、主に 

金融・税務・情報化・各種補助金活用などの相談が多く、事業計画の進捗状況との整合性について 

各事業所の決算後、専門家によるヒアリングでの改善点などの指摘が、実施できてないのが課題で 

ある。 

 

（２）事業内容 

 上記「４．事業計画策定支援に関すること」で事業計画を作成した事業者に対して、定期的な巡回 

訪問(フォローアップ）を行い、計画の進捗を確認するとともに必要に応じた対応策を講じます。 

 

１）事業計画策定事業者に対するフォローアップ 

①目 的 事業計画を策定した事業者に対して、計画の進捗度を双方で管理することで、 

事業計画の実行性を高める 

②対象者 上記４．で事業計画を策定した小規模事業者：１２事業者 

③経営指標 ◇売上高：前年度対比５％増→５年間で２５％増を目指す 

◇経常利益率：前年度対比１％増→５年間５％増を目指す 

④取組み ・事業計画の進捗度確認 

・フォローアップシートを活用して、売上、営業利益、資金繰り、市場動向・需要 

動向についてヒアリングを実施し、当会からは、情報の提供、販売促進の提案、 

各種支援制度の活用など 目標達成に向けて必要な指導・助言を実施 

⑤実施頻度 年３回（４ヵ月ごと）／１事業所 

⑥実施手法 主として巡回訪問 

⑦対応策 ・事業計画目標と乖離が生じてきた場合、要因と今後の対応策について専門家を 

 交えて検討を行い、その後フォローアップの頻度を高めて対応していく 

 

【目標実施件数等】 
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 支 援 内 容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ対象事業者数 ８社 １８社 １８社 １８社 １８社 １８社 

頻 度（延べ回数） １６回 ３６回 ３６回 ３６回 ３６回 ３６回 

売上高 

前年度対比５％増加事業者数 
目標なし １８社 １８社 １８社 １８社 １８社 

経常利益率 

前年度対比１％増加事業者数 
目標なし １８社 １８社 １８社 １８社 １８社 

 

 

 ２）創業計画者に対するフォローアップ 

①目 的 創業計画を策定した事業者に対して、計画の進捗度を双方で確認することで、 

事業計画の実行性を担保する 

②対象者 創業セミナーを受講された方 

③経営指標 創業計画時の売上目標額 

④取組み ・事業計画の進捗度確認 

・経営安定化に向けた支援の実施（固定売上げの確保・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ管理など） 

・各種セミナーなど情報提供の実施 

⑤実施頻度 年６回（２ヵ月ごと）／１事業所 

⑥実施手法 主として巡回訪問 

⑦対応策 ・事業計画目標と乖離が生じてきた場合、要因と今後の対応策について専門家を 

 交えて検討を行い、その後フォローアップの頻度を高めて対応していく 

 

【目標実施件数等】 

 支 援 内 容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ対象事業者数 ２社 １社 １社 １社 １社 １社 

頻 度（延べ回数） ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

売上高達成事業者数 目標なし １社 １社 １社 １社 １社 

 

３）事業承継者に対するフォローアップ 

①目 的 事業承継計画を策定した事業者に対して、計画の進捗度を双方で確認することで、 

事業計画の実行性を担保する 

②対象者 事業承継セミナーを受講された方 

③経営指標 売上高の目標達成 

④取組み ・事業計画の進捗度確認 

・フォローアップシートを活用して、売上、営業利益、資金繰り、市場動向・需要 

動向についてヒアリングを実施し、当会からは、情報の提供、販売促進の提案、 

各種支援制度の活用など 目標達成に向けて必要な指導・助言を実施 

⑤実施頻度 年４回（３ヵ月ごと）／１事業所 

⑥実施手法 主として巡回訪問 

⑦対応策 ・事業計画目標と乖離が生じてきた場合、要因と今後の対応策について専門家を 

 交えて検討を行い、その後フォローアップの頻度を高めて対応していく 
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【目標実施件数等】 

 支 援 内 容 現状 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

事業承継事業者数 １社 １社  １社 １社  １社  １社 

頻 度（延べ回数） ３回  ４回  ４回 ４回  ４回  ４回 

売上高達成事業者数 目標なし １社  １社 １社  １社  １社 

 

 

４）経営革新事業者に対するフォローアップ 

①目 的 事業計画を策定した事業者に対して、計画の進捗度を双方で確認することで、 

事業計画の実行性を担保する 

②対象者 経営革新セミナーを受講された方 

③経営指標 ◇経常利益率：前年度対比１％増 

④取組み ・事業計画の進捗度確認 

・フォローアップシートを活用して、売上、営業利益、資金繰り、市場動向・需要 

動向についてヒアリングを実施し、当会からは、情報の提供、販売促進の提案、 

各種支援制度の活用など 目標達成に向けて必要な指導・助言を実施 

⑤実施頻度 年３回（４ヵ月ごと）／１事業所 

⑥実施手法 主として巡回訪問 

⑦対応策 ・事業計画目標と乖離が生じてきた場合、要因と今後の対応策について専門家を 

 交えて検討を行い、その後フォローアップの頻度を高めて対応していく 

 

【目標実施件数等】 

 支 援 内 容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ対象事業者数 １社 １社 １社 １社 １社 １社 

頻 度（延べ回数） ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

経常利益率 

前年度対比１％増加事業者数 
１社 １社 １社 １社 １社 １社 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

これまで、平成 28年度に「道の駅小石原」で来村者を対象とした「消費者動向調査」を実施し、 

村内事業者を対象とした事業結果報告会を実施した。報告会に来れない方には作成した報告書を配 

布しましたが、収集した消費者の需要動向を小規模事業者に役立てていただくフォローアップがで 

きていませんでした。翌年平成 29年の九州北部豪雨災害以降は、需要動向調査は実施できていま 

せんが、プレミアム商品券事業において、消費者の商品券使用状況の分析を行っているに留まって 

いるのが現状です。結果、消費者ニーズについては、消費者の求める商品や時流に乗ったサービス 

の開発を支援できていないのが課題です。 

 

（２）取り組み 

本事業の目標③と④に掲げたとおり、地域の魅力を活かした“地域ブランドの創出”と、九州北部 

豪雨災害からの復興の一助と成すために、「道の駅小石原」において交流人口を対象とした消費動 

向調査（調査項目として、農産物・加工品、陶器、既存の加工品などを対象とした新たな提供商品 

への意見調査）を行い、分析し、消費者の需要動向を把握することで小規模事業者に対し、既存の 

商品のブラッシュアップにつなげ売上拡大を図ります。 

 

（３）事業内容 

□地域ブランド化に向けた「道の駅小石原」での消費者ニーズ調査の実施 

①目 的 地域ブランドの確立を図るため、村外消費者の需要を把握することで、東峰村の 

潜在的なモノ・サービスの調査を行って顕在化させることによって、新たな商品 

やサービスの開発に繋げ、６次産業化・地域資源ブランド化・創業者支援の強化 

へ繋げていく。 

②実施場所 道の駅小石原 

③調査方法 商品購入者に対してアンケート調査を行う 

④頻度 年 1回実施（土日祝日で２日間実施：集客数が天候等に左右されるため） 

⑤調査品目 ◇6次産業化：加工食品(ゆず・椎茸・饅頭・お味噌など) 

◇陶器：お皿とお椀に限定 

⑥調査項目 購入者の属性 居住地・年代・性別 

購入商品の評価 食 品：味 覚・分 量・価 格・パッケージデザイン・ 

購入動機等 

陶 器：価 格・デザイン・サイズ・購入動機等 

改善提案 市場トレンドとの整合性 
 

⑦集計分析 ・クロス集計・分析 

⑧効果 村内の小規模事業者が提供する商材に対して、村外消費者が求めているモノの 

イメージを把握することで、地域ブランドとしての商品開発・既存商品からの 

ブラッシュアップに寄与することができ、小規模事業者の事業計画策定における 

売上拡大に向けたヒントに繋げるとともに、本事業の目的③と④を達成するため 

の発案資料とすることができる 

⑨分析の結果 

 の活用 

分析結果は、対象事業者にフィードバックし、事業計画の策定時における重要な 

データとなり、実際の商品・サービス改良等につなげます 

 

（４）目標 

【目標実施件数等】 

 支 援 内 容 現状 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

調査対象事業者：食品事業者 ０社 ４社  ４社 ４社  ４社  ４社 

調査対象事業者：陶器事業者 ０社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 
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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 

 人口減少・過疎化が進む本村においての小規模事業者の需要開拓については、消費購買力増加を 

 図ることが課題で、その課題解決の糸口となるのが交流人口の増加による消費購買力確保です。 

 次に、当村の小規模事業者の現状は、正直 窯業における一部の方が新規の需要開拓を目指す動き 

を行っているのが現状で、同業種における小規模事業者にとって各種商談会や物産展への出店は、 

資金面等からもハードルが高く出展を躊躇される状況にあります。 

 この状況を打破していくためには、６．需要動向調査の結果を活用して新商品の開発を行い、市場 

に乗せるステップを本事業で担う必要があります。業種全体の活性化に繋げていくためには、将来 

を見据えて事業計画遂行・達成に傾注する事業者を対象とした取組みに絞って実施していきます。 

 

（２）事業内容 

 ■１．展示商談会 

①展示会名 国際テーブル＆キッチンウェア ＥＸＰＯ 

②出展 １月に出店 

毎年１月と７月に開催されている「国際テーブル＆キッチンウェアＥＸＰＯ」で 

１月は新年最初・新生活向けへの売込の場で、新年度の商談として期待できます 

※規模(2018 実績)：出展社数 2,175社、来場者数 88,945 人 

③支援対象 陶器事業者 

④内容 本展は、受注・販売のための商談展です。 

□商談内容 

 ◇受注・販売、 

 ◇新規取引先の開拓 

 ◇価格・納期の交渉 

 ◇ＯＥＭの商談 

 

□来場対象者（下記バイヤー・オーナーの方） 

 ・インテリアショップ 

 ・ライフスタイルショップ 

 ・雑貨店、百貨店、量販店 

 ・ホテル、レストラン 

 ・卸、輸出入商、海外バイヤー 

⑤事前支援 ・商品の特徴やセールスポイントを適確に伝えるセールストークの手法 

・商品構成、チラシ、ＤＭなどの広告媒体の作成支援 

・受注表の作成において上代価格と卸価格の併記の支援 

・必要に応じて専門家の協力を得て支援する 

⑥展示会場 

での支援 

・経営指導員が同行し、ディスプレイの支援、バイヤーやオーナーの意見収集 

・不明瞭な説明が生じた際のアイテムに関するフォローアップ 

⑦事後支援 ・会場で意見収集した内容をまとめ、商品の改善点や課題を明確にする 

・商品改良について巡回訪問を通して取組み状況確認を行う 

・成約に向けて新商品の提案も行う 

⑧効果 ・事業計画策定後の経営指標である売上高前年度対比５％と経常利益率１％の増 

加に向けた支援達成のクリアに繋げる 

・今後の商談に向けて、バイヤーとの良好な関係を築くことで販路開拓の道筋が 

 開けていく。 

 

２）目標 

【目標実施件数等】 

 支 援 内 容 現状 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

支援(展示会参加)事業者数 ０社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

成約件数／１社につき ０件  ２件  ２件  ２件  ２件  ２件 
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 ■２．展示商談会 

①展示会名 ふくおかフードビジネスマッチング マンスリー商談会 

②出展 ・毎月１回 

・自社の商品に関心を持つバイヤーに対し個別に自社商品をアピールする事が 

できる商談会なので、販路拡大を図る絶好の機会となります 

③支援対象 食品事業者 

④内容 ・本展は、受注・販売のための商談会で、下記の通り完全予約制の商談会です 

・エントリーから参加までの流れ 

 ①エントリー(仮申込み) 

②ＦＣＰシートの提出：企業情報・取扱商品などがまとまった企画書 

③審 査；バイヤーによる選考 

④結果通知：審査結果通知。商談可能の場合、当日のﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙを連絡 

⑤商談会当日：1回の商談に参加するバイヤーは６名。 

 

⑤支援 ・ＦＣＰシートの記載内容について支援 

・商品の特徴やセールスポイントを適確に伝えるセールストークの手法 

・商品構成、チラシ、ＤＭなどの広告媒体の作成支援 

・受注表の作成において上代価格と卸価格の併記の支援 

・必要に応じて専門家の協力を得て支援する 

⑥効果 ・事業計画策定後の経営指標である売上高前年度対比５％と経常利益率１％の増 

加に向けた支援達成のクリアに繋げる 

・今後の商談に向けて、バイヤーとの良好な関係を築くことで販路開拓の道筋が 

 開けていく。 

 

２）目標 

【目標実施件数等】 

 支 援 内 容 現状 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

支援展示会参加事業者数 ０社  ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／１社につき ０件  １件  １件  １件  １件  １件 
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Ⅱ．経営発達支援事業の内容 

 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

   本村の入込客は、平成 24年福岡県観光客入込客調査で 816千人であったのが、平成 28年調査 

では 703 千人と年々減少傾向にあります。本村において、この観光入込客の活性化を促進するこ 

とで、観光入込数 × 観光消費 ＝ 直接的な経済効果に繋がり、地域経済の活性化に資する取組 

となります。現在、東峰村と本商工会とが連携・協力しながら陶器市を主体とした民陶むら祭を 

年２回開催しています。(5 月 3・4・5日の 3連休で約 12万人、10月の 3日間で約 6万人を集客） 

   本村には、このようなイベントの開催時期だけでなく日常的に多くの方々が県内外から訪れ、 

  本村の地域経済に寄与いただいていますが、今後は交流人口の拡大と共に、本村を外部から応援 

支援していただく「関係人口の構築」に向けて行政と検討していくことが重要となります。 

 

（２）事業内容 

①名 称 東峰村元気プロジェクト（仮称） 

②構 成 東峰村、東峰村商工会、小石原焼陶器協同組合など 

③目 的 東峰村に来れなくても何らかの形（東峰村の情報発信・東峰村の産品購入 

など）で東峰村を応援してくれる人たちを見える化していくことで、東峰村 

の活性化に繋げていく事業や施策を検討・整備していくことを目的とする。 

④対象者 ・東峰村の出身者、東峰村に勤務経験がある方 

・ふるさと納税の寄附者 

・これから東峰村との関わりを持とうとしている方 

⑤協議内容 ・関係人口の構築 

・東峰村の地域経済活性化に向けて 

・プロモーション活動の進め方 

⑥開催数 ・年間３回程度 

⑦協議内容の周知 ・協議の経過・結果について、その都度当会のホームページに掲載 

・青年部・女性部などの部会時に周知を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今後の検討の略図 
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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組 

 

９．他の支援機関との連携を通じて支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

当会における他の支援機関との連携状況は、まず金融支援で言えば、東峰村には地銀と呼ばれる 

金融機関はなく、これまで㈱日本政策金融公庫をメインに小規模事業者支援を行ってきました。 

臨市に構える金融機関との連携は、融資時の事業状況について協議するのみで、定期的な意見 

交換会等は実施していません。次に、個別支援事業所への専門家招聘は、福岡県商工会連合会・ 

福岡県よろず支援拠点・ミラサポなどを活用して支援を実施しています。 

今後は、５年後の小規模事業者数維持に向けて、事業承継支援・創業者支援・経営革新計画 

認定などの支援強化を図るため、これまで以上に支援機関との情報交換を実施しながらより一層 

の支援力向上を目指して小規模事業者数維持に努めます。 

 

（２）事業内容 

  ◇東峰村との情報交換会 

  【開 催】：年２回 

  【目 的】：村担当課と半年毎に情報交換会の場を設けて、経営発達支援事業の遂行状況や村の 

        実情・課題把握に努め、行政施策等を通して効果的な小規模事業者支援を行う 

 

  ◇支援機関との情報交換会：<福岡県筑後地域中小企業支援協議会> 

  【開 催】：年３回 

  【目 的】：福岡県、筑後地区の 14商工会、税理士、診断士等他支援機関が参加する「筑後地区 

中小企業支援協議会」において、支援ノウハウを情報交換します。また東峰村商工会 

小規模事業所における経営課題ケースを提案し各支援機関からアドバイスをもらう 

など積極的な活用を行います。 

 

  ◇㈱日本政策金融公庫との情報交換会 

  【開 催】：年１回 

  【目 的】：「小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会」において、金融支援ノウハウ及び 

地域経済動向について情報交換を行います。 

 

  ◇福岡県商工会連合会主催の情報交換会 

  【開 催】：年４回 

  【目 的】：筑後地区指導員協議会、支援員協議会、県職協経営改善普及研究会などの研修会に 

おいて、支援ノウハウ・支援の現状などについて情報交換し、職員間の共有を図り、 

支援能力の向上を図る 
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 １０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

  職員の資質の向上につきましては、これまで福岡県商工会連合会が主催する職種別各種研修、 

職員協議会が開催する勉強会、福岡県が主催する研修会を受講しています。受講後の翌日には 

受講で得られた内容について職員間で一定の時間を設定して指導ノウハウや情報交換について 

共有化を図っています。今後は、局長１名、指導員１名、支援員２名の事務局体制の中で、 

経営指導員が日々入力している経営カルテの内容についても、職員間で支援内容等について 

協議し、個々の足らない分野についてスキルアップに繋げていくことで職員の能力の底上げ・ 

平準化を図ります 

 

 

（２）事業内容 

 

 ⑴．研修会等への参加による知識・支援スキルの習得 

  福岡県商工会連合会・福岡県・税務署、中小企業基盤整備機構、その他外部支援機関が開催す 

  る研修会に経営指導員・支援員を受講させることにより、小規模事業者への経営支援を行うに 

  不足する知識や新たな経営スキルの習得を図ります。 

 

⑵．職員間の支援ノウハウミーティングの開催 

  福岡県商工会連合会・福岡県・税務署中小企業基盤整備機構、その他外部支援機関が開催する 

 研修会等で得た支援ノウハウを職員全員で共有化を図るための報告会を開催し、さらにＯＪＴ 

 で指導する体制づくりを構築することで職員全員の資質向上を図ります 

 

 ⑶．専門家と連携した支援業務から得る資質向上 

経営指導員及び支援に携わる職員は、外部支援機関や専門家と連携して小規模事業者を支援す 

る業務を通じて、指導・助言内容、情報収集方法など習得した内容を報告し、職員間の共通の 

フォルダに保存し、いつでも個々が活用できるよう支援能力向上体制を図ります。 

 

⑷．自己啓発による資質向上 

職員の指導能力の向上は、職員自身の日頃からの自己研鑽が必須であることから、商工会にお 

ける研修支援制度の構築を検討し、支援能力の向上を図ります。 

 

 ⑸．データベース化による情報共有 

 経営指導員が日々入力している経営カルテについて、職員間で有効な事業者支援が構築できるよ 

う内容等について協議し、事業者支援を職員全員で実施していきます。 

また文字に起こすことのできないような資料については、個別事業者ごとのフォルダへＰＤＦ 

  ファイルで保存するなど支援ノウハウの蓄積を図ります。 
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 １１．事業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 

  これまでの事業報告は、正副会長会・理事会での報告が中心で、言わば“内向き”の報告に 

  終始していました。今後については、外部有識者等を交えた上で、幅広い意見集約・成果の 

  評価、見直し方針の提示を行います 

 

（２）事業内容 

⑴．事務局対応 

・職員会議にて、毎月１回 経営発達支援事業進捗会議を実施。 

・各事業の進捗状況及び事業内容等の検証と意見交換会を実施し、事業の実施状況及び成果の 

評価・見直し案等について検討する。 

 

⑵．有識者等で構成される経営発達支援事業評価会議を設置 

・評価にあたっては、毎事業年度終了後に事業の実施状況及び成果の評価・見直し案等について 

提示する。 

※有識者等：中小企業診断士・東峰村農林観光課長・法定経営指導員・福岡県商工会連合会 

※事務局側：正副会長・事務局長・経営指導員 

 

⑶．理事会へ報告 

・経営発達支援計画事業評価会議の評価結果について、理事会へ報告し、承認を受ける 

 

⑷．通常総会報告 

・経営発達支援計画事業評価会議の評価結果について、総会へ報告し、承認を受ける。 

 

⑸．外部公開 

・経営発達支援計画事業評価会議の評価結果については、商工会ホームページに掲載し、 

いつでも閲覧可能にします 
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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 

（令和元年１０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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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当該法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

  ■氏 名：東原 敏江 

  ■連絡先：福岡県久留米市北野町中３２９４－１ 久留米東部商工会 ２階 

 

  ■氏 名：梶原 信彦 

  ■連絡先：福岡県朝倉郡東峰村大字小石原９４１－１ 東峰村商工会 

   

 

②当該法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

  経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・ 

  見直しをする際の必要な情報の提供等を行う 
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経営発達支援事業の実施体制 

 

３）商工会、関係市町村連絡先 

 

①東峰村商工会 

   ・郵便番号  〒８３８－１６０１ 

 ・住  所  福岡県朝倉郡東峰村大字小石原９４１番地１ 

   ・電話番号  ０９４６－７４－２１２１ 

   ・Ｆ Ａ Ｘ  ０９４６－７４－２２８４ 

   ・E-mail   touhou@shokokai.ne.jp 

   ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  https://www.tohovsci.com 

 

 

②東峰村役場 農林観光課 

  ・郵便番号  〒８３８－１７９２ 

  ・住  所  福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６４２５ 

  ・電話番号  ０９４６－７２－２３１３ 

  ・ＦＡＸ   ０９４６－７２－２３７０ 

   ・E-mail   norin@vill.toho.fukuoka.jp 

 

 

 

mailto:touhou@shokokai.ne.jp
https://www.tohovsci.com/
mailto:norin@vill.toho.fukuoka.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 
 

（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・村補助金・事業受託・手数料収入・雑収入 

 

（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） 

 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 

連携者及びその役割 

 

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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