
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

福岡商工会議所（ 法人番号 1290005003010 ） 

福岡市（自治体コード 401307） 

実施期間 令和４年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

目標１：環境変化に対応した事業の維持・継続 

（事業の継続、経営力強化、事業承継、人材確保、人材育成） 

目標２：新たな価値・ビジネスの創造 

（デジタル化の促進、新たな価値の創出、新たな販路拡大) 

目標３：多くのひと・事業者の交流促進 

（交流人口拡大、地域の活力創出、海外展開） 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

定期的な地場企業の経営動向調査や特別調査による地域経済動向

の把握、国が提供するビックデータに基づく地域の経済動向分析をお

こない支援に活用する。 

４．需要動向調査に関すること 

バイヤーのニーズ調査を実施し、結果をオンラインを活用して商談

会参加事業者等に提供することで、マーケットインの商品・サービス

開発に役立てる。 

５．経営状況の分析に関すること 

意欲的な事業者に対し、伴走支援の起点として財務分析及び強み・

弱みなど非財務分析を行うことで、小規模事業者の競争力の維持・強

化に向けた事業計画策定につなげる。 

６．事業計画策定支援に関すること 

経営状況分析に基づき、経営革新や事業承継など事業計画策定支援

を行う。あわせて事務効率化や生産性向上を図り、実現性の高い計画

となるようＤＸに向けた啓発、支援をおこない、実装につなげる。 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

定期的にフォローアップおこない、ＰＤＣＡを意識した経営の実現

に向け、策定した事業計画の実施・改善を伴走支援する。 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

「食」や「観光」関連産業の販路開拓を図るため、オンラインも活

用した商談会や新商品開発支援、海外展開支援をおこなう。また、ベ

ンチャー企業と地場企業とのマッチング支援に取り組む。 

連絡先 

福岡商工会議所 経営相談部 経営支援グループ 
〒８１２－８５０５ 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目９番２８号 

ＴＥＬ：０９２－４４１－１１４６  

ＦＡＸ：０９２－４８２－１５２３ 

E-mail：fkkeiei@fukunet.or.jp 

福岡市 経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課 経営金融係 

〒８１２－００１１ 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目９番２８号 

ＴＥＬ：０９２－４４１－２１７１  

ＦＡＸ：０９２－４４１－３２１１ 

E-mail：keieishien.EPB@city.fukuoka.lg.jp 

mailto:fkkeiei@fukunet.or.jp
mailto:keieishien.EPB@city.fukuoka.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 
  【地域の概況】 

 九州最大の都市である福岡市（面積：343.3 ㎢）は、福岡県の西部に位置する政令指定都市

であり、県庁所在地である。 

 福岡市の推計人口は 2021 年 10 月 1 日現在で約 162 万人である。「第 9 次福岡市基本計画」

における推計では 2030年に 160万人を超え、2035年頃にピークを迎える見込みであったが、

推計を上回るペースで増加している。人口構成は、若者、特に若い女性が多く、若者率が

22.05％を占め、政令指定都市では全国一位（2015年国勢調査）となっている。一方、高齢

化も進展し、生産年齢人口は減少傾向にあり、2040 年には老年人口が全体の 31％に達する

見込みである。 

 都心部にある福岡空港から飛行機で釜山まで 50分、上海まで 90分、博多港から高速艇で釜

山まで３時間弱で結ばれるなど、日本で一番アジアに近い大都市である。また、高速道路や

鉄道・新幹線、飛行機により、九州の主要都市をはじめ全国各地と直接結ばれており、陸・

海・空のアクセスが良い。そのため、アジアのゲートウェイとして重要なハブ機能を果たし

ている。 

 福岡市中心部の天神地区や博多地区では、アジアの拠点としての役割・機能を高め、新たな

空間と雇用を創出するプロジェクト”天神ビッグバン”や多くの人が訪れる九州の陸の玄関

口である博多駅の活力と賑わいを創出するプロジェクト“博多コネクティッド”が進行。国

家戦略特区による航空法高さ制限の特例承認や福岡市独自の容積率緩和制度などを組み合

わせ、耐震性の高い先進的なビルへの建替え推進、民間企業による賑わい創出活動の充実な

ど、ハード・ソフト両面から取り組んでいる。 

 豊かな自然環境や食文化・伝統芸能等の観光資源に恵まれ、道路や鉄道などの都市基盤や文

化施設などの社会資本が充実している。また、災害も少なく、他の大都市圏に比べ物価や家

賃も低い。そのため、2020 年度の福岡市政に関する意識調査においては、９割以上が「福

岡市は住みやすい」（96.7％）、「福岡市に住み続けたい」（92.6％）と答えており、大手旅行

情報メディア「Frommer's」が選ぶ旅行先トップ 10（2012 年）においては日本で唯一選ば

れるなど、国内外から評価される住みやすく訪れたい都市となっている。 

福岡市の将来推計人口及び年齢別構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2021年 10月 1日現在 

1,620,554人 

※第 9次福岡市基本計画における、

推計は約 158 万人 

 

出典：福岡市「第 9次福岡市基本計画」 

出典：福岡市推計人口 

（2021年 10月 1日現在） 
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  【産業構造】 

 「平成 28 年経済センサス‐活動調査」によると、2017 年７月１日現在における福岡市内

の産業大分類別民営の事業所数は 72,284事業所、従業者数は 866,930人となっている。小

規模事業者は 46,178事業所で、事業所数の 63.9％を占めている。 

 官民を挙げて創業支援に取り組んでいることもあり、令和２年度の開業率は 7.2％と全国

の政令指定都市でもトップであるものの、廃業率も 4.3％と高い傾向にある。 

 「平成 28年経済センサス‐活動調査」によると、第３次産業が事業所数の 90.1％を占め、

政令指定都市としては最も高い水準となっている。最も多いのは「卸売業、小売業」で

29.3％を占め、次いで「宿泊業、飲食サービス業」（14.5％）、「生活関連サービス業、娯楽

業」（8.2％）である。また、RESAS を用いた分析でも、第３次産業が付加価値額の 86.8％

を占めており、広くサービス産業が地域に集積しているといえる。 

 小規模事業者においては、第３次産業の中でも特に「食」、「観光」関連産業において集積

度が高く、波及効果が大きいといえる（次頁「福岡市における小規模事業者の業種的特徴」

参照）。 

福岡市事業所数に占める小規模事業者の割合       開業率・廃業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市の産業別の事業所構成比（民営のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：福岡市経済観光文化局「福岡経済の概況」令和３年９月 
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福岡市における小規模事業者の業種的特徴 

産 業 分 類（大分類） 
小規模 

事業者数 
構成比 中分類から見える特徴 

農業，林業 46 0.1% 
・食品関連事業者数 7,709（16.7％） 

 対象業種：農業、漁業、製造業の一部、卸売

業,小売の一部、飲食サービス業 

・飲食関連事業者数 6,718（14.5％） 

 対象業種：小売業の一部、飲食サービス業 

・観光関連事業者数 6,183（13.4％） 

 対象業種：情報通信業 の一部、運輸業の一

部、宿泊業、飲食業、娯楽業 

※市内の小規模事業者の構成として、上記記載

の食品関連事業者、飲食関連事業者、観光関

連事業者の占める割合が高い。 

漁業  2 0.0% 

鉱業，採石業，砂利採取業  6 0.0% 

建設業  4,405 9.5% 

製造業  1,780 3.9% 

電気・ガス・熱供給・水道業  65 0.1% 

情報通信業  1,027 2.2% 

運輸業，郵便業  1,060 2.3% 

卸売業，小売業 12,107 26.2% 

金融業，保険業  1,079 2.3% 

不動産業，物品賃貸業  4,699 10.2% 

学術研究，専門・技術サービス業  3,235 7.0% 

宿泊業，飲食サービス業  5,994 13.0% 

生活関連サービス業，娯楽業  4,527 9.8% 

教育，学習支援業  1,243 2.7% 

医療，福祉  2,359 5.1% 

複合サービス事業  76 0.2% 

サービス業（他に分類されないもの）  2,468 5.3% 

総計 46,178 100.0% 
出典： 総務省「平成28年経済センサス-活動調査」 

  【景況感】（参照：P3～P4 のグラフ及び表） 

 福岡市が令和 3 年 5 月に行った「中小企業振興に関するアンケート」によると、新型コロ

ナウイルスによる経営の影響は企業規模に関わらず、「悪い影響が出ている」が約 5～6 割

と最も多く、次いで「やや悪い影響が出ている」が約 2～3 割、「特に影響はない」が約 1

割である。業種別でみると飲食業及び宿泊業では「悪い影響が出ている」が大部分を占め

ている。 

 悪い影響の具体的な内容については企業規模に関わらず、「売上減少」（全体 74.7％）が最

も多く、次いで「国内取引先からの受注減少」（全体 23.9％）、「国内観光客・ビジネス客

の減少」（全体 17.9％）となっている。 

 当所が令和 3 年 6 月に行った「新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する調

査」でも８割超（86.2％）の企業が「マイナスの影響がある（過去・今後の可能性を含む）」

と回答している。 

新型コロナウイルスによる経営への影響（企業規模別） 全体 （n=502） 

 

 

 

 

 

 
出典：福岡市「中小企業振興に関するアンケート」令和 3 年 5 月 
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新型コロナウイルスによる経営の影響（悪い影響の具体的な内容） 全体 （n=502） 

 
出典：福岡市「中小企業振興に関するアンケート」令和 3年 5月 

 

②課題（参照：P6のグラフ及び表） 

 福岡市が令和 3年 5月に行った「中小企業振興に関するアンケート」によれば中小企業が重

要視している経営課題は、企業規模、業歴に関わらず、「人材の育成」（全体 47.0％）が最

も多く、次いで「国内の販路拡大」（全体 35.3％）、「人材確保（人材不足）」（全体 29.1％）

となっている。 

 当所が令和 3年 6月に行った「新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する調査」

による今後の事業継続にあたっての課題としては、多い順に「借入金の返済（28.7％）」「IT

化による業務効率化や生産性向上 （28.2％）」「新分野展開や業種転換、事業再編等の事業

の再構築（20.9％）」となっている。 

 

以上のことより、次の 4 点（ア～エ）が大きな課題としてあげられる。 

 

 

 

① 

① 

② 

③ 

③ 

② 
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ア．長期化するコロナ禍における事業継続 

a) 新型コロナウイルスの収束が見通せないなか、地域経済と雇用を支える中小企業は甚大な影

響を受けており、中小企業の事業継続が最優先に取り組むべき課題となっている。 

 

b) 地域経済の活性化を図るため、コロナの感染状況を踏まえた、食、文化・エンターテイメン

トなどの需要の喚起、「新しい生活様式」に対応したＭＩＣＥの誘致、企業誘致など、国内

の交流人口を増加させる施策に取り組む。 

 

イ．人材の育成、人材の確保 

a) 中小企業において、重要な経営資源である「人材」を育成・確保することは、企業の規模、

業種を問わず、事業を継続・拡大することにとって、重要であることから国・県などの関連

機関と連携を図りながら、企業研修や、求職者とのマッチング機会の増加などに取り組む。 

 

ウ．労働生産性の向上 

a) 近年の生産年齢人口の減少により、労働人材の確保が困難になっていることに加え、今後の

労働者の最低賃金の引上げに対応するため、収益拡大と雇用維持の両面から、中小企業の労

働生産性向上が必要である。 

 

b) 企業がデータとデジタル技術を活用し、顧客や会社のニーズを基に、製品やサービス、ビジ

ネスモデルを変革させるＤＸ推進の取組を支援することで、中小企業の労働生産性向上を促

進する。 

 

c) 業務効率化を促進するためのデジタル人材の育成に加え、その初期段階におけるデジタル化

の取組も支援する。 

 

エ．新しい価値・ビジネスの創出 

a) 人々の価値観や社会ニーズが大きく変化するポストコロナの時代は、新たなテクノロジーや

ビジネスを生み出す絶好の機会であり、脱炭素など新しい価値に基づく事業が創出されるこ

とで、域内の経済の活性化や都市の成長を促す。 

 

b) 新たな社会課題解決に挑むスタートアップや産学官連携による新産業、新事業の創出、クリ

エイティブ関連産業の振興など、この機会をチャンスと捉え、新しい価値の創造に向けたチ

ャレンジを促進させる。 

 

c) 福岡市の産業構造上大きなウエイトを占め、波及効果の大きい「食」や「観光」関連産業に

対する国内外に向けた販路開拓支援、商機会の創出が必要である。 

 

d) 観光周遊や国内観光の推進を図るとともに、観光ニーズを踏まえ地域資源を活かした持続可

能な観光振興を推進し、コロナの収束段階でのインバウンドの回復も見据えた観光の魅力発

信と受け入れを充実させる。 

 

 

 

 

 

 



6 

 

今後の事業展開における課題（企業規模別） 

 
出典：福岡市「中小企業振興に関するアンケート」令和 3年 5月 

 

今後、事業を継続するにあたっての課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡商工会議所「新型コロナウイルス感染症が企業に及ぼす影響に関する調査」令和 3年 6月 

① 

③ 

② 

② 

③ 

① 
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（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 
福岡市は、アジアに開かれた交流拠点都市として、国内外から多くの人々が観光やビジネス

のために訪れる都市である。市民生活を支える卸売業、小売業、サービス業などに加えて、新

たな経済の活力を生み出す情報関連産業、クリエイティブ産業などの集積も進んでおり、九州・

西日本を代表する大都市として、また、日本経済を牽引する創業・成長の拠点として今後も発

展が予想される。 

しかしながら、新型コロナウイルスの収束はいまだ見通しが立たず、ウィズコロナの状況が

２～３年程度続くことを意識せざるを得ず、小規模事業者はコロナを乗り越え、事業を継続で

きるかどうかの「瀬戸際」にある。また、インバウンドをはじめとした需要の喪失により、福

岡市において集積度の高い「食」や「観光」関連産業を中心にその影響は特に深刻である。加

えて人手不足、生産性向上、働き方改革、事業承継など従来からの課題は深刻化しており、小

規模事業者はこれまでにない危機的な状況に直面している。 

このため、小規模事業者の長期的な振興にあたっては、上述の（１）地域の現状及び課題や

当所の「長期ビジョン」・「中期方針」（下図参照）を踏まえ、コロナ禍から立ち直るための「ウ

ィズコロナ対応」を最優先課題とするとともに、コロナ収束後を見据え、事業のデジタル化に

よる生産性向上、新たなビジネスモデルの構築、イノベーションの促進などによる「新たな価

値・ビジネスの創造」や「活発なビジネス交流の促進」に取り組んでいく。 

 

【当所長期ビジョン体系図】 
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【当所中期方針（令和３年度～令和５年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「みんなで応援！中小企業元気都市プラン」との連動性・整合性 
本プランは福岡市中小企業振興条例に基づく基本計画で、平成２９年度から令和２年度を第

１次計画期間として、福岡市は中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進してき

た。第２次プラン（Ｐ9 体系図参照）はコロナの影響など社会経済環境の著しい変化や、中小

企業の生産性向上といった構造的課題に対応する国の動向、売上げの減少などの課題を踏まえ、

福岡市の中小企業が当面の危機を乗り越え、中長期的に継続・発展していけるよう着実に支援

するため、令和３年度中の策定（プランの改定）が予定されている。 

なお、第２次プランでは、コロナの影響を受けた市内中小企業の事業継続と雇用維持を支援

するため、計画期間の中で、「短期的・集中的に取り組む分野」が設定されている。また、中小

企業がポストコロナ時代における経営環境の変化へ対応できるよう支援するため、「取組みを

強化する支援の３つの柱」が設定されている。 

第２次プランで設定される「短期的・集中的に取り組む分野」、「取組みを強化する支援の３

つの柱」は、施策体系全般に渡り当所の「中期方針」と軌を一にするものである。また、本プ

ランの主管部署である福岡市総務・中小企業部とは、定期的に各種施策の擦り合わせや情報交

換を行うなど、連携を密に図り小規模事業者支援に取り組んでいる。 
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【福岡市中小企業振興条例に基づく基本計画「みんなで応援！中小企業元気都市プラン」体系図】 

（※令和 4年度～令和 6年度 素案） 
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③福岡商工会議所としての役割 
福岡地域の総合経済団体である福岡商工会議所は、明治 12年に「福岡商法会議所」として発

足し、以来約 140 年に亘り、商工業者の意見を集約し、国、県、市等の行政に届け、行政の施

策等に反映させるとともに、「地域の活性化」や「中小企業の活力強化」に取り組んできた。 

平成 26 年６月に「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」及び「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の一部を改正する法律（小規模事業者支援法）」が施行さ

れ、経営環境が大きく変化する中で今後、小規模事業者への支援体制を一層強化して地域経済

の活性化を推進するなど、地域の支援機関におけるリーダーとしての役割も期待されている。

特にコロナ禍において、令和２年度における当所への相談件数は例年の５倍超となっており、

中小企業･小規模事業者の相談先として大きな期待を背負っている。その期待に応えるべく、福

岡市をはじめ関係機関と連携して支援に取り組む必要がある。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 
当所は経営発達支援事業の実施を通して小規模事業者の振興を図ることにより、当所の長期

ビジョンである「事業にチャレンジする商工業者」、「アジアの交流拠点として活力あふれる福

岡」や、福岡市「みんなで応援！中小企業元気都市プラン」に掲げる目標の実現を通して、地

域への裨益とする。 

このため上述の（１）地域の現状及び課題、（２）小規模事業者の長期的な振興のあり方を踏

まえ、以下の通り当所「中期方針」に掲げた事項をベースに目標を定める。 

なお、事業計画の策定支援にあたっては、小規模事業者を取り巻く厳しい経営環境のなかで、

「事業意欲の高い事業者」を「重点支援先」と位置づけ、先行して当該事業者が直面する個々

の課題に応じ、経営革新計画、事業承継計画、生産性向上計画、など策定支援をおこない、他

の事業者へと支援を拡げていく。 

 

 

 

・資金繰り支援や事業計画策定支援・同実行支援を通して、コロナ禍など社会・経済環境の変

化に適応できるよう、小規模事業者の事業継続や経営力の強化を図る。 

・事業承継診断による啓発や事業承継計画の策定支援を通して、次世代への小規模事業者の価

値ある事業や技術の承継を図る。 

・事業の維持･継続に向け、重要な経営資源である「人材」の確保･育成を図る。 

 

 

 

・デジタル実装による生産性向上、人手不足への対応を図る。 

・スタートアップ企業と地場企業とのマッチングやＤＸに向けた啓発、事業化支援を通して、

新たなチャレンジやイノベーションを促進する。 

・福岡市の産業構造上大きなウエイトを占め、波及効果の大きい「食」関連産業の販路開拓を

図る。 

 

 

 

・福岡市の産業構造上大きなウエイトを占め、波及効果の大きい「観光」関連産業の販路開拓

を通し、交流人口の拡大を図る。 

・地域商店街の振興事業を通し、地域の活力創出を図る。 

・アフターコロナを見据え、アジアに近い地理的優位性を活かし、海外展開の促進を図る。 

対応する課題 P5 ア．イ． 
目標１：環境変化に対応した事業の維持・継続 

（事業の継続、経営力強化、事業承継、人材確保、人材育成） 

対応する課題 P5 ウ．エ． 
目標２：新たな価値・ビジネスの創造 

（デジタル化の促進、新たな価値の創出、新たな販路拡大) 

目標３：多くのひと・事業者の交流促進 

（交流人口拡大、地域の活力創出、海外展開） 
対応する課題 P5 ア．エ． 
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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４年４月１日～令和７年３月３１日） 
 

（２）目標の達成に向けた方針 

目標１ 

・コロナ禍のなかで事業継続、雇用維持を最優先課題として資金繰り支援や雇用関係助成金の活

用支援など各種コロナ関連支援施策の活用支援に取り組むとともに、ウィズコロナ・アフター

コロナを見据え、社会・経済環境の変化に適応し、新商品・新サービスの開発や業種・業態転

換などに前向きに取り組む小規模事業者に対し、経営状況分析を起点とした事業計画策定支

援・同実行支援に取り組み、経営力強化を図り持続的な発展に繋げていく。 

・経営者の高齢化が進む中、中小企業・小規模事業者にとって事業承継は喫緊の課題である。ま

た、コロナ禍で廃業や倒産の増加が懸念される中、事業承継や事業譲渡の相談が増加している。

優れた技術やノウハウ、雇用を維持し、価値ある事業を次世代につなぎ地域の活⼒を維持する

ため、あらゆる相談･支援の機会を捉え事業承継診断による早期着手の必要性について啓発に努

める。また福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携し、事業承継計画の策定支援や第三者

承継に向けたマッチング支援に取り組む。 

・中小企業・小規模事業者において、重要な経営資源である「人材」を確保・育成することは、

企業の規模、業種を問わず、事業を継続・拡大することにとって重要である。国・福岡県・福

岡市などの関連機関と連携を図りながら、当所で実施する企業研修や求職者とのマッチング事

業を活用し支援に取り組む。 

 

目標２ 

･事業のデジタル化による業務効率化を促進するため、デジタル人材の育成に加えその初期段階に

おけるデジタル化の取組も支援する。なお支援にあたっては、啓発、業務分析、導入計画、実

装支援と事業者のＩＴリテラシーに配慮し取り組んでいく。 

・コロナ禍により企業のデジタル化・ＤＸが加速度的に進むことが見込まれ、ベンチャー企業の

成長機会が増大している。ベンチャー企業は不足する経営資源を補うため、既存企業との協業

を志向しており、地場企業の成長機会に繋がる。福岡市には多くのデジタル関連技術をベース

にしたベンチャー企業が存在し、地場企業とのマッチング支援を通して、双方のビジネスチャ

ンスを拡げて行く。また、企業がデータとデジタル技術を活用し、顧客や会社のニーズを基に、

製品やサービス、ビジネスモデルを変革するＤＸの推進のため、マインド醸成や先進事例の紹

介セミナーを開催するほか、事業化案件についてはベンチャーキャピタルなどの専門的な知見

も活用し支援に取り組んで行く。 

･「食」関連産業の販路開拓支援にあたっては、多様化した消費者ニーズを的確に把握するため、

小売、外食、通販、商社などのバイヤーのニーズ調査を行い、調査結果を事業者にフィードバ

ックしマーケットインによる商品開発を支援。コロナ禍であることを踏まえ、積極的にオンラ

インを活用し、商談会や各種催事への出展支援等によりＢtoＢ事業を中心に展開する。 

 

目標３ 

･「観光」関連産業の販路開拓支援にあたっては、観光業界に精通したコンサルタントの専門的な
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知見を活用し、当所が福岡の観光基盤を支える「観光プラットフォーム」として観光関連の商

品・サービスの磨き上げや旅行会社への売り込み支援、積極的なオンラインを活用による商談

機会の提供に取り組む。また、インバウンド回復を見据えた東アジア圏の市場調査に取り組む。 

・「博多どんたく港まつり」や「博多をどり」のなど地域まつり振興事業や伝統芸能振興事業の開

催、地域商店街と連携した「プレミアム商品券発支援事業」による地域商店街の振興を通して、

地域の活力創出を図る。 

・「食」関連産業や「観光」関連産業を中心に、海外展開に向けた「販路開拓支援」に取り組むほ

か、関係機関と連携した「ワンストップ海外展開相談窓口」を活用し、現地情報や貿易に関す

る情報提供を行う。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現状：地場企業の経営動向調査と特別調査、地域の経営動向分析については、継続して実施して

きており、調査ごとに定期的にとりまとめ、当所ホームページ等で公開し、必要な際に活

用できるようにしている。 

課題：引き続き、定期的な調査を実施、公開することで事業者及び支援担当者が活用できるよう

にする。また、外部環境の変化が激しい状況下では、事業者の課題を的確に踏まえた調査

を実施し、結果を公表することが重要な課題である。 

（２）目標 
 公表方法 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①地域の経済動向 

 調査の公表回数 
ＨＰ掲載 4回 4回 4回 4回 

②特別調査の公表回数 ＨＰ掲載 4回 4回 4回 4回 

③地域の経済動向分析 

公表回数 
ＨＰ掲載 １回 １回 １回 １回 

※「現行」は、令和 2 年度実績又は令和 3 年度見込み値を記載。以下同じ。 

（３）事業内容 

①地場企業の経営動向調査 
当所独自の調査で年４回、毎回 2,000社を対象に実施し、約 28％の回答を得ている。調査結

果は当所広報誌・ホームページで公表するとともに、経営指導員が経営分析・事業計画作成を

支援する際のデータとしても活用する。 

【調査対象】2,000 社を任意抽出（中小企業 1,906 社、大企業 94 社） 

【実施回数】年 4 回（四半期毎に実施；6 月、9 月、12 月、3 月） 

【調査項目】自社・業界の景況、生産額、売上額、完成工事高、原材料・製（商）、品仕入価格、

受注価格、販売価格、製（商）品在庫、営業利益、資金繰り、当面の経営上の問

題点など 

【調査手法】調査票を FAX またはメールで送信し、回収する 

【集計方法】項目別に集計しＤＩ値を定数的・時系列に把握する 
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②特別調査 
経済・経営動向に影響する事象がある際に、上述の地場企業の経営動向調査と同時に行う。

調査項目は、経営指導員と協議の上、人材採用状況・賃上げ・価格転嫁・設備投資など中小・

小規模事業者の課題を踏まえて設定する。 

③地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 
小規模事業者に対して地域情報の提供や活用を促すことで、地域の特性を活かした経営を実

現するため、日本商工会議所の RESAS 等による「地域診断サービス」を活用して当該地域の経

済動向を分析、結果を把握し、年１回公表する。 

【調査手法】日本商工会議所「地域診断サービス」 

【調査項目】「地域経済循環マップ・生産分析」…何を稼いでいるか等を分析 

「まちづくりマップ・From-to 分析」…人の流れ等の分析 

「産業構造マップ」…業種毎の労働生産性等の分析 

（４）調査結果の活用方法 

・当所広報誌やホームページを通じて事業者をはじめ関係団体に広く周知公表することで、地域

事業者の参考資料とする。 

・経営指導員等が経営分析・事業計画作成を支援する際の参考資料とする。 

・地域の経済動向分析については、分析結果の活用方法の解説や事例の共有を図ることで、事業

者及び支援担当者が活用しやすくする。 

 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現状：プロダクトアウトではなく、エンドユーザーのニーズに適合したマーケットインの発想に

よる商品開発が求められている。ニーズは多様化しており、ターゲットを明確にし、その

ターゲットに向けた販売戦略、商品開発が求められている。 

上記は「食」に関連する事業を中心に商談会開催時にバイヤーへヒアリング等を行い当所

で把握したニーズであるが、事業者へのフィードバックは文書等による伝達となり、その

ままの情報（ニーズ内容）を正確かつ具体的に伝えることが難しい。 

課題：消費者ニーズの多様化に伴い、小売、外食、通販、商社などバイヤーがメーカーに求める

商材は各社が対象とする顧客や販売戦略によって変わってきている。支援機関として、各

社バイヤーがどのようなニーズを持っているのかを把握し、支援先に分かりやすく周知し

ていく。 

（２）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

インタビュー数 6社 10社 10社 10社 

※原則、通販・EC、外食・給食、小売、ホテル・レジャー、輸出入商社より各 2 社ずつバイ

ヤーを選出する。 

（３）事業内容 

【調査対象】通販・EC、外食・給食、小売、ホテル・レジャー、輸出入商社（各 2 社ずつ）の

バイヤー 
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【調査手段・手法】オンラインによるインタビュー 

【分析手段・手法】「九州の食品メーカーに求めること」をテーマにしたインタビューを録画し、

各バイヤーが求めるものを把握する。  

・委託先：日本能率協会など大規模食品展示会の実施団体 

・委託内容：バイヤーインタビュー動画作成（１本あたり２０分程度） 

【調査項目】下記の内容とする 

○通販及び EC サイト 

『調査先』の概要について 

『調査先』の現状（主な取扱商品・顧客・売上・注文数・アクセス数等）について 

・消費者ニーズ・動向や注目しているトレンドについて 

・九州の食品関係事業者に求めること（商談の際に提案していただきたいポイント等） 

○外食・給食 

『調査先』の概要（店舗数や特徴等）について 

『調査先』の現状（主な取扱商品・顧客・売上・来店数等）について 

・消費者ニーズ・動向や注目しているトレンドについて 

・九州の食品関係事業者に求めること（商談の際に提案していただきたいポイント等） 

○小売 

『調査先』の概要（店舗数や特徴等）について 

『調査先』の現状（主な取扱商品・顧客・売上・来店数等）について 

・消費者ニーズ・動向や注目しているトレンドについて 

・九州の食品関係事業者に求めること（商談の際に提案していただきたいポイント等） 

○ホテル・レジャー 

『調査先』の概要について 

『調査先』の現状（主な取扱商品・顧客・売上・来店数等）について 

・消費者ニーズ・動向や注目しているトレンドについて 

・九州の食品関係事業者に求めること（商談の際に提案していただきたいポイント等） 

○輸出入商社 

『調査先』の概要について 

『調査先』の現状（主な取扱商品・顧客・売上・輸出国及び輸出品目等）について 

・現地ニーズ・動向や注目しているトレンドについて 

・九州の食品関係事業者に求めること（商談の際に提案していただきたいポイント等） 

＜補足＞ 

九州の食品関係事業者に求めることについては、マーケットインの発想で下記の通り、

今後九州の食品関係事業者が商品開発をする上で参考になる質問を行う。 

・どのような一次産品・加工品を望むか 

（味、原材料、加工方法、形状、サイズ、利便性など） 

・どのような特徴のある商品（グルテンフリー、ビーガン対応商品等）を望むか 
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（４）成果の活用 
動画配信サイト（Youtube）の当所チャンネル「よかぞうチャンネル」に掲載し、 

下記のとおり活用する。 

①商談会参加希望の事業者に対し、個別に案内することで、バイヤーニーズに合った商品づく

りの参考とする。 

②当所会報誌「会議所ニュース」、SNS などにて動画配信を告知 

③各地支援団体に対して、会合等の際に担当者が直接説明したり、メール等により周知したり

するなどして、展示会や商談会への出展希望者に対する支援ツールとしての活用を促す。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

現状：ＩＴ導入セミナーなど、専門的な視点に基づいて分析するセミナーを開催しているが、事

業計画策定には繋がっていない。経営指導員ごとに実施している経営分析においても、事

業計画策定に結び付くものが少ない。 

また、相談者が多く、1 者に対して多くの時間を割けない状況となっている。 

課題：セミナーについては、伴走支援の起点となるよう、財務分析及び非財務分析を中心とした

内容にすることで、事業計画策定に結び付くものとする。 

経営指導員等が実施している経営分析の対象先は、事業計画策定に基づく売上増加に意欲

的な事業者に絞る。経営分析は、厳選したツールで効果的かつ効率的に行う。 

（２）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①経営状況分析セミナー参加人数 ― 240人 240人 240人 

 経営状況分析件数 300件 300件 300件 300件 

②事業承継セミナー参加人数 ― 60人 60人 60人 

 事業承継診断 800件 400件 400件 400件※ 

※平成３１年度に福岡県全体で設定された５年間の目標値を目安に目標設定をしているため、令

和６年度の事業承継診断目標件数については暫定値とする。 

（３）事業内容 

①経営状況分析の実施 

◎経営分析セミナーの開催 

参加事業者の経営課題把握力の底上げを図ると同時に、経営分析によって自社の経営課題を

把握し、事業計画策定等への活用に意欲的な対象事業者の掘り起こしを行う。 

【カリキュラム】 

経営状況分析が事業継続、拡大に向けて重要であることの理解を促し、分析に必要な考え

方、手法の紹介をする。 

【募集方法】 

・案内チラシを作成し、窓口等に配置するほか、ホームページやメルマガで広く周知する。 

・巡回・窓口相談時に口頭で案内する。 

・個社支援候補先に対しメール送信を行う。 
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【参加者数・開催回数・開催方法】 

コロナ禍でのセミナー開催において、開催回数及び開催方法は流動的とならざるを得な

い。これを踏まえ、掘起し効果を上げるための目標は、セミナー参加者数とした。対面及び

オンラインでのセミナー開催や、収録したセミナー動画の配信等、様々な有効手段で、意欲

ある事業者に対しセミナーコンテンツの浸透を図り、掘起しを進める。 

【支援手法】 

セミナー後は、下記にて経営状況分析を実施し、事業計画策定に繋げる。 

・参加者全員に対し、進捗及び事後フォローの希望の有無を確認 

・希望者に対し、個者支援担当者が貼り付き、経営状況分析を実施する 

◎経営状況分析の内容 

【対象者】 

・セミナー参加者の中から、事業継続、拡大意欲の高い事業者を選定 

（参加者 240 人中 8 割、190 人程度を想定） 

・補助金申請者のほか、窓口（令和２年度 6,560 件）等で相談対応した事業者の中から事

業継続、拡大意欲の高い事業者を選定（110 人程度） 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「非財務分析」の双方を行う 

≪財務分析≫ 直近３期分の収益性、生産性、安全性及び成長性の分析 

≪非財務分析≫下記項目について、事業者の内部環境における強み、弱み、事業者

を取り巻く外部環境の脅威、機会を整理する。 

（内部環境） （外部環境） 

・商品、製品、サービス    ・仕入先、取引先 

・人材、組織         ・技術、ノウハウ等の知的財産 

・デジタル化、ＩＴ活用の状況 ・事業計画の策定・運用状況 

・商圏内の人口、人流 

・競合 

・業界動向 

【分析手法】 

下記を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

・経済産業省の「ローカルベンチマーク」 

・中小機構の「経営計画つくるくん」等のソフト 

・BIZミル 

・当所独自ツール 

②事業承継診断の実施 

◎事業承継セミナーの開催 

主に 50 代以降の経営者に向けたセミナーの開催を通じて、事業承継に関する事業者の理解

を深め、事業承継診断から事業承継計画策定等へ結びつく対象事業者の掘り起こしを行う。 

【カリキュラム】 

事業承継の種類、それぞれのメリットデメリット、必要な準備事項等の全般を解説する。 

【募集方法】 

・案内チラシを作成し、窓口等に配置するほか、ホームページやメルマガで広く周知する 

・巡回・窓口相談時に口頭で案内する 

・個社支援候補先に対しメール送信を行う 

【参加者数・開催回数・開催方法】 
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コロナ禍でのセミナー開催において、開催回数及び開催方法は流動的とならざるを得な

い。これを踏まえ、掘起し効果を上げるための目標は、セミナー参加者数とした。対面及び

オンラインでのセミナー開催や、収録したセミナー動画の配信等、様々な有効手段で、意欲

ある事業者に対しセミナーコンテンツの浸透を図り、掘起しを進める。 

【支援手法】 

セミナー中に、事業承継診断について解説し、事業者に記載を促す。その後、個者支援担

当者に共有し担当制で対応する。事業承継計画策定が必要な場合は、福岡県事業承継・引継

ぎ支援センターのエリアコーディネーターと連携して支援を行う。 

◎事業承継診断の内容 

【対象者】 

・セミナー参加者を対象として実施する。 

（参加者 60 人中 5 割、30 人程度を想定） 

・窓口（令和２年度 6,560 件）、巡回等で相談対応した事業者のうち、事業承継診断未実施

の 50 代以上の経営者に対し実施（370 人程度）する 

【分析項目】 

後継者の有無、準備状況、今後の事業見通し、ＳＷＯＴ分析、承継方法（親族、役員･従

業員、第三者）、今後の支援事項 等 

【分析手法】 

事業承継診断シートを用いて聴き取り調査を行う。また、必要に応じて個者支援担当者と

福岡県事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターが連携して調査結果や本人

の意向等を踏まえ、分析を行う。 

③専門的な分析 
上記①②を実施する中で、今後、商品又は提供する役務の内容、保有する技術・ノウハウ、

資金繰り計画等、専門的な分析が必要な場合は、個者支援担当者が内容を把握した上で、より

専門的な分析を実施する。 

【対象者】 

専門的な経営課題に対し支援を必要としている小規模事業者 

【分析項目】 

ＩＴ導入状況、ＳＥＯ対策状況、ＢＣＰ計画対応、マーケティング戦略等 

【分析手法】 

福岡市と共同で設置している専門相談窓口を始めとして、専門家派遣制度など、専門家の

知見を活用するほか、他の支援機関の支援スキームを活用するなどして分析を行う。なお、

専門的支援の際には経営指導員が同席するなどして、結果を三者で共有する。 

（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、事業計画の策定等に活用する。 

・内容を当所経営支援データベース※等に保存し、内部共有することで、経営指導員等の資質向上

につなげる。 

 

 

 

 

 

※経営支援データベース：「セールスフォース」を当所独自にカスタマイズし、支援データを蓄積及び共有して

いるシステムで、平成 28 年度から利用している。 
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６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

現状：融資や補助金に係る事業計画策定を目的とする支援に数多く（令和 2 年度相談件数 2100 件

超）対応しているが、経営状況分析に基づく事業計画策定や、策定後の重点的な支援に繋

がる事業者の見極めができていない。 

課題：重点的な支援には、事業者の意欲が不可欠であるため、数多くの相談者やセミナー参加者

の中から意欲的な事業者の掘起しをする。 

（２）支援に対する考え方 
小規模事業者持続化補助金をはじめとする補助金申請機会の増加により、自社について振り返

り、文字に落とし込むことで事業に対する考えを顕在化させた事業者は増えたが、その後、本来

の事業計画策定に至る事業者は少ない。一方で、補助金申請をきっかけに、事業計画策定の重要

性に気づき、意欲的に取り組み始める堅実な事業者もいる。 

一般的に小規模事業者は、日ごろ事業について深く考えていても、事業計画策定などの文書作

成に多くの時間を割かない傾向にある。意欲的な事業者を確実に支援に導き、小規模事業者の強

みである機動力を生かすためにも、スピーディーな事業計画策定及び計画の改善を実現できるよ

う、「単純で分かりやすい」をコンセプトにセミナー企画や策定ツールの選定を行う。また、支援

においてはコロナ禍であることや効率性を重視し、インターネットを活用するなど、事業者と支

援者双方の時間的負担を軽減しつつ、効果を上げられるようにする。 

ＤＸ推進については、事業計画の策定前段階においてＤＸに向けたセミナーを事業者のＩＴリ

テラシーに合わせて行い、小規模事業者の競争力の維持・強化を目指す。 

（３）目標 
 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①ＤＸ推進セミナー参加者数 283人 200人 200人 200人 

②事業計画策定セミナー参加者数 45人 100人 100人 100人 

 事業計画策定事業者数 1,085者※ 300者 300者 300者 

※事業計画策定事業者数 1,085 者は、各種補助金計画書を含む。 

（４）事業内容 

①「ＤＸ推進セミナー」の開催 
ＩＴリテラシーの高い事業者は、ＳＮＳの活用など、手軽で場所を選ばずにコミュニケーシ

ョンを取れる手段の導入に積極的であるため、これを生かしつつ、さらに競争力を強化するこ

とを目指す。ＩＴリテラシーの低い事業者に向けては、ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を

習得することと、実際にＤＸに向けたＩＴツールの導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進し

ていくことを目的にセミナーを開催する。 

【カリキュラム】 

○入門・活用 

・ＳＮＳを活用した情報発信 

・初歩的なＩＴツール導入 

・Ｗｅｂサイト構築入門、ＥＣサイト構築入門 

○競争力強化 

・クラウド型顧客管理ツールの紹介、導入 
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○共通 

・ＤＸ総論、ＤＸ関連技術（クラウドサービス、ＡＩ等）や具体的な活用事例 

・ＥＣサイトの利用方法 

・事業によって変革があるデジタル化による事業構造変革の成功事例等 

【募集方法・内容】 

事業計画策定を目指す事業者に向けて、チラシの配布、ウェブサイト、メールマガジン、

ＳＮＳ等を活用して広く周知するほか、各種補助金申請者に個別にメール等で案内する。 

【参加者数・開催回数・開催方法】 

コロナ禍でのセミナー開催において、開催回数及び開催方法は流動的とならざるを得な

い。これを踏まえ、掘起し効果を上げるための目標は、セミナー参加者数とした。対面及び

オンラインでのセミナー開催や、収録したセミナー動画の配信等、様々な有効手段で、意欲

ある事業者に対しセミナーコンテンツの浸透を図り、掘起しを進める。 

【支援手法】 

受講者名簿を個者支援担当者と共有し、セミナー受講後に専門的知見による継続支援が必

要な場合は、福岡市と共同で設置している専門相談窓口や、専門家派遣による支援を実施す

る。 

②事業計画策定支援 
既存事業の継続・拡大や創業、経営革新、事業承継、新規事業（イノベーション）等におい

て、事業計画策定の必要性は感じているが、何から手を付けてよいか解らない小規模事業者に

対し、下記の通り支援を実施する。 

◎「事業計画策定」セミナーの開催 

事業計画の重要性の浸透と、堅実かつ意欲的な事業者を掘り起す。 

「単純で分かりやすく」をコンセプトとする。 

【カリキュラム】 

・経営分析を行った事業者を対象とするもの 

経営分析に基づき売上増加や収益確保等、安定した事業継続につながる実現性の高い事業

計画の策定について、実習を交えわかりやすく紹介する。 

・事業計画策定を呼び水とした事業者を対象とするもの 

経営分析は、事業計画策定にとって大変重要な役割を果たすものの、重要性を理解してい

ない事業者にとっては、関心が低いことが予想される。対して、事業計画策定は、近年の補

助金申請機会の増加により、事業を発展させたい事業者にとっては比較的関心が高いと予想

する。よって、切り口は事業計画策定セミナーにした上で、カリキュラム内に「経営分析」

を入れることで、経営分析に基づく事業計画策定に繋げる。 

・イノベーション（新規事業）に意欲のある事業者を対象とするもの 

イノベーションに必要な考え方、取り組み方等に関する次のような情報発信で啓発を行

い、ニーズに応じた支援を行う。 

＜情報発信内容＞ 

アントレプレナーシップ、デザイン思考、アート思考、組織イノベーション、DX 等

の新規事業の発想に必要な知識を補完するもの 

【募集方法・内容】 

・チラシの配布、ウェブサイト、メールマガジン、ＳＮＳ等を活用して周知する。 

・各種補助金申請者のうち、実現性の高い考えを持つ事業者に対し事業計画策定の重要性
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を伝えメール等で個別に案内する。 

・事業計画セミナーについては、参加者がセミナー時間中に事業計画の骨子を完成できる

ように、参加者には検討いただく項目等を事前に伝えておく。 

・アーカイブ動画を作成し、ウェブ等で広く配信する。 

【参加者数・開催回数・開催方法】 

コロナ禍でのセミナー開催において、開催回数及び開催方法は流動的とならざるを得な

い。これを踏まえ、掘起し効果を上げるための目標は、セミナー参加者数とした。対面及び

オンラインでのセミナー開催や、収録したセミナー動画の配信等、様々な有効手段で、意欲

ある事業者に対しセミナーコンテンツの浸透を図り、掘起しを進める。 

◎事業計画策定伴走支援 

【対象者と支援内容】 

・セミナー参加者の中から、事業継続、拡大意欲の高い事業者を選定。 

（参加者 100 人中 8 割、80 者程度を想定） 

セミナー開催後、受講者に対し、経営指導員等を担当者として割り振り、策定の進捗を

確認する。 

・各種補助金をきっかけに事業計画作りの重要性を認識する事業者や、販路開拓事業利用

者において、伴走支援が必要とされる事業所を対象として、経営者が有する計画の骨子

に基づき、個者支援担当者が計画の妥当性や実現可能性及び成果を具体的に示すよう事

業計画の策定支援を行う。（220 者程度） 

・進捗の中で、専門家の支援が必要と判断した場合には、福岡市と共同で設置している専

門相談窓口や、専門家派遣を活用する。 

 

 

７．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：小規模事業者の事業進捗状況に応じて指導し、最新の経営動向や支援施策等の情報提供の

他、計画の妥当性の検証を行ってきた。そこで当初設定した目標の達成度を確認し、改善

の必要がある場合には専門家の助言を得る等して、計画の修正を支援した。コロナ禍にお

いては、各種補助金申請に伴う事業計画書の作成支援は増加したが、計画策定後のフォロ

ーアップは支援先全てに実施できていない。フォローアップ実施先についても、小規模事

業者が直面する課題（コロナ禍における事業継続）の解決が優先され、事業計画の修正な

ど本質的な課題解決の対応ができなかった。 

課題：事業者が策定した事業計画が十分に生かされるよう、フォローアップ内容・方法に工夫を

施し、効果を上げる。 

（２）支援に対する考え方 
事業計画を策定した全ての事業者を対象に一律のフォローアップを行うこととするが、事業の

進捗状況により、集中的に支援すべきであると判断される事業所については、支援頻度を上げる

など臨機応変な対応をする。また、オンラインツールや、フォローアップ用の定型様式を活用す

ることで、支援の効率化と質の向上を目指す。 
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（３）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

フォローアップ対象事業者数 671者 300者 300者 300者 

頻度（延回数） ― 600回 600回 600回 

売上増加等の目標達成者数 ― 100者 100者 100者 

（４）事業内容 
事業計画を策定した事業者を対象として、個者支援担当者が当所独自様式のフォローアップシ

ートを用いて巡回訪問（オンライン活用含む）等を実施し、策定した計画が着実に実行されてい

るか定期的かつ継続的にフォローアップを行う。 

その頻度については、事業計画策定 300 者全ての事業者を対象に年 2 回とする。刻々と変化す

る経営環境(ウイズコロナ、アフターコロナ等)を常に意識し、必要に応じて支援頻度の見直しを行

うなど、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

の個者支援担当者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い、事業計画の修正を行う。 

また、支援内容については、経営支援データベース等に蓄積し、支援担当者全体で共有を図る

ことで、支援の質を向上させる。 

 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ア．オンライン商談会 

（１）現状と課題 

現状：国内外において地域の特性を活かした付加価値の高い商品開発が求められており、質が高

く、地域性を活かした九州の食品は需要が高い。 

コロナの拡大により、オンラインでの商談やミーティングが一般化してきた。しかし、対

面での展示会や商談会は、①食品関係者などとの人脈形成の場、②業界トレンドを知る場、

③情報交換の場、④新規取引先・新商品発掘の場といった機能があるため、バイヤー、サ

プライヤー共に、対面商談のニーズは依然として高い。 

現状実施しているオンライン商談会は、対面商談をそのままオンライン化したものであり、

上記①～④としての効果は薄い。 

課題：地域性を生かしつつ、ウィズコロナ、アフターコロナに適合した商品開発・販売を行って

いく必要がある。 

ウィズコロナ、アフターコロナにおいて、これまでのように多くの人が一か所に集まる形

式での展示会及び商談会を開催する場合、手法や衛生管理など、これまで以上に労力とコ

ストがかかると想定されるため、新しい形での販路拡大事業を実施していくことが必要で

ある。 

新しい形での販路拡大事業においては、単にバイヤーと食品メーカーの商談をセットする

だけではなく、上述した①～④の機能を新しい手段で補う必要がある。 

（２）支援に対する考え方 

・九州の各支援団体との連携により、今まで商談会に参加していなかった九州の食品メーカーと

国内外バイヤーとの商機会を創出する。（新規の支援者開拓） 
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・コロナ禍においても世界的に優れた高付加価値である九州産の農林水産物、加工食品を国内外

に発信し、地場食品関連企業の更なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を図る。食に関

するビジネスマッチングの仕組みである「マッチングシステム※」をオンライン上に設置し、次

の４つの「場」を提供する。（販路拡大機能の充実） 

①食品関係者などとの人脈形成の場 

②業界トレンドを知る場 

③情報交換の場 

④新規取引先・新商品発掘の場 

・上述マッチングシステムを活用し、イベント（個別商談会）実施時だけの商機会の提供ではな

く、国内外バイヤーとの商機会を通年で提供する。（商機会の通年提供） 

・上述マッチングシステムを活用した食品メーカー同士のマッチング支援で、原材料や既存商品

の組み合わせにより、ウィズコロナ、アフターコロナにおいて、新しい価値を持つ商品の創出

を促進する。（例：ピエトロ×ふくやのコラボにより、パスタのギフトセット商品を開発し、地

元百貨店のお中元・お歳暮として通信販売を行う）（サプライヤー間など多様なマッチング支援） 

 

 

 

 

 

 

（３）目標 
 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

登録者数 172者 230者 260者 300者 

商談件数 500件 550件 600件 650件 

成約・継続率 ― 30% 30% 30% 

 

当所では、今年度よりバイヤーに下記の 4 つのカテゴリーにて商談結果を評価してもらってい

る。これを基に成約・継続率を今後 3 年間で 30%を維持する。 

（４）事業内容 

【支援対象】福岡市内の食品メーカー  

【支援の手段・手法】 

○商談会参加事業者発掘・支援プロセス 

成約：今回の商談内容で成約とします。今後は具体的な取引条件・手続きについてご連絡し

ます。 

継続：今後、成約に向けてさらに商談継続を希望します。判断に必要な資料・情報の提供を

お願いします。 

改善：今回の提案内容では受け入れは難しいです。しかし、提案内容や商品の改善によって

今後成約の可能性があります。 

見送：今回の提案は見送ります。 

※マッチングシステム：当所独自で開発したシステムで令和３年７月に設置。オンライン上で国

内外のバイヤーと九州の食品メーカーなどサプライヤーとの商談マッチングを行うもの。 

＜マッチングシステム登録数＞（9/30 時点） 

・サプライヤー数 ：121 社 121 名 

・国内外バイヤー数 ：51 社 54 名 

・支援団体数  ：11 団体 12 名 
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 産業振興グループ（担当部署） 経営指導員等 

① 他支援機関へマッチングシステム

利用の促進 

マッチングシステムの利用方法・機能の理解 

② マニュアルの整備 補助金など窓口相談に来所した食品メーカー

へのマッチングシステムの紹介と登録促進 

③ 動画による「各バイヤーのニーズ

情報」の提供（需要動向の提供） 

該当事業者のＤＢへの登録、巡回計画への反

映、需要動向に関する情報の提供 

④ 動画による「資料作成ノウハウ情

報」の提供 

商談希望の食品メーカーとバイヤーニーズや

商談条件の確認、商品説明資料作成の支援 等 

⑤ 経営指導員等の同席促進 商談会への申し込み。成立・不成立に係らずバ

イヤー意見の確認、商品の改善等今後の対応に

ついての確認、ＤＢへの記録。 

⑥ 経営指導員等によるフォローアッ

プ 

商談結果の確認。商品の改善等今後の事業者の

経営計画への反映。 

○実施内容 

・マッチングシステムを活用し、国内外バイヤー招聘によるリアル若しくはオンラインの

個別商談会を開催する 

・ビジネスマッチングシステムの利用促進のために他支援機関との連携したイベント（個

別商談会）を行っていく 

・付加価値を高めるライセンスの付与※を行う商談会を開催する 

・海外展開支援が必要な場合は、関係機関が連携しワンストップで支援する「ワンストッ

プ海外展開相談窓口」を活用する。 

・支援の際に生じる事業計画策定や金融などの経営相談は、経営相談部及び必要に応じて

各地商工会議所・商工会と連携した伴走支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．催事及び催事商品の高付加価値化による販路開拓（BtoB） 

（１）現状と課題 

現状：テストマーケティングや売り上げ拡大に寄与してきた大型小売店舗での物産展（催事）は

店舗側の利益率が低く、コロナ禍で集客できない現状下で全国的に減少傾向である。 

地元の大手百貨店である岩田屋三越も、物産展（催事）開催に消極的となっているが、地

場商品の育成が目的の一つとなっている当所主催の「博多うまかもん市」は継続予定であ

る。 

これまでは、販路開拓事業として恒例的に百貨店等での催事を実施してきた。 

課題：催事出展事業者に対し、客単価を引き上げるための新商品や新たな取組の支援が必要であ

る。また、大型百貨店のメイン顧客である高齢者だけでなく、新たな顧客層を開拓するた

めの新商品や新たな取組の支援が必要である。 

※ライセンス付与：販路拡大支援の一環として、JR の車両などのライセンスを活用した商品開発

を提案するもの。ライセンス対象は、食品のほか、玩具 、雑貨 、衣料品、インテリア等幅広い

品目を予定。 

＜ライセンス契約対象（一例）＞ 

・ＪＲ九州、ＪＲ西日本の新幹線及び在来線の車両、ＳＬなどの特別な車両 

・同 駅舎デザイン、駅名標などのサイン、ヘッドマーク等 
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（２）支援に対する考え 

・福岡・博多の優れた高付加価値商品（農林水産物、加工食品）を展示販売する場として「博多

うまかもん市」のブランド価値を高める。また、テストマーケティング及び販路拡大の場を関

東圏の催事や EC に拡げ、全国に販売する取組を行う。（事業のブランド価値向上と多様なチャ

ネルの構築） 

・既存顧客だけでなく、新規顧客層に対してアプローチできるよう、当所として効果的な SNS 活

用成功事例を見出すために実施と検証による改善を重ねる。成功事例を基に支援先食品メーカ

ーに対し SNS の活用を指導する。（SNS の活用） 

・商品単価引き上げを行う試みとして、食品メーカーやクリエーターなど、異業種間のマッチン

グを行い、新しい価値を持った商品の創出を促進する。（多様なマッチング支援による新商品の

開発） 

・需要動向調査でのバイヤーニーズを参考にした商品企画を行う。 

（３）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

新商品の発掘及びコラボ成立数 5社 5社 5社 5社 

（４）事業内容 

【支援対象】福岡市内の食品メーカー 

【支援の手段・手法】 

・過去の「博多うまかもん市」出展者に他社とのコラボ実施に関する希望調査を行い、経

営指導員によるビジネスマッチングを行う。 

・食品の新商品開発に取り組む事業所に対してクラウドファンディング事業を展開し、評

価の高い成果を出した商品を「博多うまかもん市」にて販売する。 

・伊勢丹三越との協力により、年に 2 回以上サイト内に「博多うまかもん市特集」を展開

し、新商品及びコラボ商品の販売を行う。 

・ア．のオンライン商談会ツールを活用し、サプライヤー同士のマッチングを行い、商品

企画を支援する。 

・支援の際に生じる事業計画策定や金融などの経営相談は、経営相談部及び必要に応じて

各地商工会議所・商工会と連携した伴走支援を行う。 

 

ウ．観光事業者支援 

（１）現状と課題 

現状：観光産業は、少子高齢化に伴う人口減少が進む中で成長を続ける産業であり、その裾野が

広いことから、地域の活性化や雇用機会の増大など多くの経済効果をもたらす基幹産業と

して期待されてきた。しかしながら、新型コロナウイルスの世界的な流行は、県外への移

動制限に伴う国内需要の縮小、観光市場の拡大を支えてきたインバウンド客の消滅など地

域に大きな打撃を与えた。また、担い手である旅行会社においては、インバウンド客向け

の予約等を専門にしたランドオペレーターや宿泊・飲食業などの観光関連業者が事業縮小

や廃業を迫られることとなった。このような状況の中、「安心・安全」なサービスの提供ニ

ーズが生まれたほか、旅行者グループの少人数化やアウトドア志向の高まりなど、観光産
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業にもコロナを契機とした様々な変化が起きている。 

当所では、約 10 年前から観光商談会を柱とした支援を行ってきたが、商談会の開催頻度は

さほど高くないことから、単発のイベント色が年々強くなっていた。 

課題：事業者への「観光」に関連する出会いの場の提供を通じて新たなチャレンジを支援し、域

内に魅力ある観光資源を持つ事業者を増やしていく。支援は、観光産業における様々な変

化に事業者が対応できるように内容を拡充する。 

（２）支援に対する考え 
当所が、福岡の観光基盤を支える「観光プラットフォーム（※）」となるべく、①年間を通じた商

談機会の提供、②多様化する経営課題への対応、③事業者の利便性・価値の向上、以上３つの重

点戦略を掲げて取り組む。 

なお、コロナ禍においても着実に事業を継続するため、オンラインを活用する。オンライン活

用が困難な事業者については、個別に専門家派遣等でＤＸ推進の支援をする。 

（３）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

支援対象事業者数 ― 20者 20者 20者 

成約件数 ― 100件 100件 100件 

上記の支援対象事業者（サプライヤー）は複数バイヤーと商談するため、1 者につき平均

5 件の成約を目標としている。また、成約件数は、上記ア．（３）目標に記載の評価で「成

約・継続」をカウントする。 

（４）事業内容 

【支援対象】福岡市内の観光関連事業者 

①観光アドバイザー事業  

【日 程】通年                              

【内 容】 

観光資源の磨き上げを図るため、事業者の新たなチャレンジや既存事業の改善などを支援

できるアドバイザーの制度を設置し、多様化する経営課題の解決に努める。アドバイザーは

国内外の観光業界に精通する経営コンサルタントや地域振興、ブランディング、観光商品情

勢に専門家等の派遣を行う。なお、支援の際に生じる事業計画策定や金融などの経営相談は、

経営相談部及び各地商工会議所・商工会と連携した伴走支援を行う。 

②オンライン観光商談会／各年４～１２月（３回） 
回ごとにテーマ（インバウンド、アクティビティ等）や新たな売込先（観光協会等）を設け、

四半期ごとに開催。ニーズの高いテーマについては「観光商談会（下記事業）」でも取り上げる。

また、バイヤーについては従来の旅行会社に加え、ＯＴＡ※、出版社、ホールセラー等を招聘す

る。 

 

 

③観光商談会 各年１～２月上旬頃（リアルとオンラインのハイブリッド開催） 
福岡を中心とした九州全体の観光事業活性化を図ると共に、幅広い関連事業者の新たなビジ

ネスチャンス創出を目的に観光支援事業の出口戦略的な事業として開催。事前予約制商談会の

※インターネット上だけで取引を行う旅行会社のことで Online Travel Agent の頭文字の略。 

（※）観光プラットフォーム：観光に携わる事業者の、旅行会社に売り込みたい、観光需要の獲得のため商品・サ

ービスの開発・改善に取り組みたいといった様々な相談に対し、当所の人脈を活かしたアドバイスや支援を

提供できるような仕組み。 
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他、セラー同士のビジネスマッチング促進のための PRブース設置、参加者同士の交流促進を目

的とした交流会を開催。コロナ収束状況次第では海外バイヤーの招聘も検討し、リアルとオン

ラインのハイブリッドによる商談会開催を計画する。また、観光アドバイザーを活用して、商

談会のプレゼンに向けた準備支援を行う。 

④観光セミナー（対面とオンラインのバイブリッド開催） 

【目 的】 

観光業界の動向とコロナ禍をチャンスに変える気付きを与える 

【内 容】 

九州の観光統計などの最新情報や旅行業界に関する動向、消費者の観光に関する変化、観

光商品や開発に関する好事例の紹介など。 

⑤ＦＡＭトリップ（県内）／各年夏から秋頃 
旅行バイヤー等を対象に、福岡の地域資源を活用したエリア観光（FAMトリップ）を実施し、

商談だけでは伝えきれない地域の雰囲気や景観などを実際に経験してもらうことにより、当該

エリアへの送客に繋げる。また、コロナ禍でも開催できるように、最近注目されているオンラ

インツアーの形式も採用する。 

⑥インバウンド回復を見据えた市場調査・バイヤー発掘事業                               

【目 的】 

コロナ収束後のインバウンド獲得のための海外ネットワークの再構築。旅行会社やメディ

ア等が対象 

【内 容】 

アフターコロナに生まれるインバウンド需要をいち早く獲得できるよう、東アジア（韓国、

台湾等）の現地商談会へ参加しバイヤーの発掘に努める。また、現地の商工会議所や企業・

団体等、観光アドバイザーを通じ、現地旅行会社・ＯＴＡや観光メディアとの人脈を形成し、

現地情報の収集、調査を行う。 

 

エ．ベンチャーマッチング 

（１）現状と課題 

現状：ベンチャー企業の支援は、福岡市が旧大名小学校校舎を活用した「Fukuoka Growth Next」

でユニコーン企業の創出を目指して実施しており、デジタル関連技術をベースにしたベン

チャー企業が多数存在している。今後、企業のＤＸが加速度的に進むことで、ベンチャー

企業の成長機会が増大することが見込まれるが、当所では、ベンチャー支援の知見に乏し

く、本格的な支援に着手できていない。 

課題：福岡市の活発なベンチャー支援機能と当所の強みである地場中小企業とのネットワークを

活かして、ベンチャー支援に取り組む必要がある。 

（２）支援に対する考え 
ベンチャー企業は、財政基盤、信頼性、販路、人脈などが脆弱であり、地場中小企業との協業

を志向している。一方、地場中小企業は、衰退期を迎える前に新しい事業価値やビジネスモデル

を創造する「きっかけ」を必要としている。当所の強みである地場中小企業とのネットワークを

活かして、ベンチャー企業と地場中小企業のマッチング支援に取り組み、双方のビジネスチャン

スを拡げることにより、ベンチャー企業の事業拡大・成長を図る。 
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（３）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

マッチング支援件数 ― 10件 10件 10社 

マッチング成立 ― 1件 1件 1件 

（４）事業内容 

【支援対象事業者】ベンチャー企業及び地場企業 

【内容】 

・福岡市の創業支援施設「Fukuoka Growth Next（FGN）」の支援企業や地場ベンチャー

キャピタル（VC）の投資企業（ベンチャー企業）に対し、協業可能な当所会員企業をは

じめ地場企業を紹介し、販路拡大等を支援する。 

・地場企業については、新たな価値やビジネスモデルの創造につながるよう、ベンチャー

企業との仲介の際には、企業間の意向や考え方を丁寧に確認し、ギャップの解消に努め

る。 

 

オ．ＤＸ推進について 

（１）現状と課題 

現状：コロナ禍により事業者や消費者がオンラインで受発注及び決済をする機会が急速に増加し

た。一部の小規模事業者は積極的にグーグルの無料サービスやホームページ、ＳＮＳ等の

ＩＴを利活用して、集客、ＰＲ等の販路開拓や受発注に取り組んでいる。一方で、「対面」、

「アナログ」によるビジネスを柱としている小規模事業者は依然として多く、取引先等の

ＩＴ化を契機としたＤＸ推進支援が必要となる。当所では、ＢtoＣ事業者を中心に専門家

の知見を活用した専門相談窓口及び専門家派遣による支援を実施しているが、売上増加等

の成果の把握は不十分である。 

課題：小規模事業者のＩＴ利活用による成約（来店、購入等）に向けた取組を支援し、これまで

支援しているＢtoＣ事業者に加え、ＢtoＢ事業者のＤＸに向けた支援を積極的に行う。ま

た、成果についても把握する。 

（２）支援に対する考え 
データに基づく顧客管理や販売促進、ＳＮＳ情報発信、ＳＥＯ対策等、ＩＴ活用による営業・

販路開拓に関するセミナー開催や相談対応から専門家派遣までをパッケージ化し、導入に向けた

支援を行う。また、パッケージ以外でも、事業者の課題に合わせて専門相談窓口や専門家派遣を

活用した支援を行う。 

（３）目標 

 現行 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

パッケージ事業利用事業者 ― 10者 10者 10者 

売上増加率／事業者 ― 5％ 5％ 5％ 

（４）事業内容 

①パッケージ事業 
販路開拓に向けたＤＸ推進として下記をパッケージとして支援希望事業者を募り、成果の出
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せる支援を実施する。 

◎テーマ 

・ＳＮＳ活用によるＰＲ術 

・ホームページのＳＥＯ対策 等 

◎セミナー及び専門家派遣 

上記テーマごとにセミナー１回＆専門家支援５回などの支援内容を決め、支援事業参加者を

チラシやホームページ等で募る。希望者に対しては、セミナー後、原則として個者支援担当者

が貼り付き指導するほか、専門家派遣による支援内容を共有し、支援結果をまとめるなど伴走

支援をする。 

 

②専門相談窓口及び専門家派遣 
ＤＸ推進に向けた課題が明確な事業所からのニーズに対し、より専門性の高い支援を提供す

るために福岡市と共同設置している専門相談窓口や、専門家派遣を活用する。 

専門家派遣は、1事業者につき 3回までを原則とするが、個者支援担当者が課題の解決状況を

確認し、臨機応変に対応することで、販路開拓の効果を上げる。 

 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の取組 
 

９．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：半期ごとに内部で振り返りを実施した後、3 名の外部評価員から事業実施状況についての評

価やアドバイスを受けている。結果については、各事業部門担当者で共有し支援の改善に

生かすほか、当所ホームページで公開している。 

コロナ禍では事業の中止や変更等を余儀なくされ、定量的にも定性的にも正しい評価及び

見直しが難しくなっている。 

課題：対面だけでなく、オンラインを活用することでタイムリーに事業評価を受け、事業内容の

見直しができる仕組みにすることで、支援効果の向上に努める。 

（２）事業内容 
下記の内容で「評価会議」を行う。 

【構成メンバー】 

○外部有識者 

・中小企業診断士等専門家 

・民間での勤務経験のある専門家 

○市町村 

・福岡市 経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課 

○法定経営指導員 

・福岡商工会議所 

【評価の頻度】 

年２回（上半期の振り返りと年間の振り返り） 
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【評価の手法】 

①各事業担当部署で事業実施状況の振り返りを実施 

②全体を取りまとめた上で、原則対面による「評価会議」を開催。 

特に年間の振り返りについては、総括という重要な目的があるため、できる限り対面に

て行うが、外部環境の状況に応じて、オンライン等を活用する。 

上半期の振り返りについては、担当部署が評価員から濃密な評価及びアドバイスを受け

られるよう、オンラインで個別評価を受ける機会を設け、年度内の事業見直し効果を高

める取組を必要に応じて取り入れる。 

（３）評価結果の公表方法 
実施状況、評価会議結果並びに、結果を受けた次の取り組み内容については、毎年度６月の常

議員会において報告を行うとともに、当所のホームページ上で公表し、地域の小規模事業者が常

に閲覧できるようにする。 

 

 

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 

現状：コロナ禍における相談対応が多く、資質向上に充てる時間の創出が困難となっている。一

方で、支援施策や制度改正の刷新スピードは上がり、複雑化している。また、重点的な支

援の中心を担う個者支援担当者は、１人 1 地域の支援を担当しているが、組織的な人事異

動の対象となっており、担当者の入れ替わりにより支援スキルの差が生じている。事業者

支援については、専門家を活用することで、不足するスキルを一部補完している状況であ

る。組織的な研修は、オンライン活用などにより各人が必要と感じるコンテンツを受講し

ている。 

課題：統一的に一定レベルまでの支援力底上げを図れるよう、研修実施体制や方法を見直す。ま

た、支援ノウハウの共有に向けて経営支援データベース等の活用の徹底を図る。 

（２）事業内容 

①外部研修等の活用 
職種や階層に応じた能力の具備、向上を目的に、福岡県商工会議所連合会、日本商工会議所、

中小企業大学校、その他外部機関が実施する人材育成及びＤＸ推進プラグラム等に、経営状況

分析、事業計画策定、伴走支援、販路開拓等の担当職員を派遣するほか、オンライン研修を活

用する。 

②内部研修の実施 

○ＤＸ推進 

＜生産性向上＞ 

クラウド会計、テレワーク導入、情報セキュリティ等の、生産性向上につながる知識を習得

し、事業者支援でアウトプットできる研修を行う。 

＜販路開拓＞ 

ＳＮＳ活用、Ｇｏｏｇｌｅ等の無料ツール活用、ネットショップ運営等の基本的知識を習得

し、事業者支援でアウトプットできる研修を行う 

＜オンライン活用＞ 

オンライン相談の増加に備え、オンラインミーティングツールの利用方法の研修を行い、ス
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ムーズな相談対応ができるようにする。 

○ＯＪＴ 

商工会議所職員としての能力向上とそれを通した成果の向上を図るため、当所では、全職員

を対象として資格等級制度を採用し、資格等級毎の能力要件を設定している。そして、この能

力要件に基づき、面談等を通して必要な力を伸ばすための目標を設定し、日々の業務の中で指

導を行うことにより、組織的な人材育成に取り組む。 

また、実際の経営指導の現場では、個者支援担当者が専門家の支援ノウハウとつなげる力を修

得できるよう、支援の同席を継続する。 

○イノベーション、ベンチャーの支援ノウハウ及び動向の把握 

新しいビジネスモデル形成の流れや、ベンチャー支援の流れや手法等を理解することにより、

様々なフェーズの事業者が持つ課題を解決に導く知見を増やす。 

○基礎研修の年間スケジュール化 

支援ノウハウの底上げは必須であることから、あらかじめ必要な研修を年間スケジュールと

して設定し、集合やオンライン等の方法による実施を徹底する。 

③資格取得の促進 
職員の一層のスキルアップを目的に、資格等級毎の能力要件に加え、事業分野毎に必要な能

力・知識を明確化し、計画的な資格取得(簿記、ＩＴコーディネーター等)に取り組む。 

④チーム制の導入 
支援経験の長い担当者を中心に、チームを組み、支援内容の協議や共有を図る機会を設ける。 

また、支援内容を経営支援データベースに保存し、管理職を中心に閲覧をルール化するなど、

共有の徹底を図る。 

 

 

１１．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）現状と課題 

現状：コロナ禍で以前に比べ情報交換の頻度が落ちている。また、各支援機関において、事業者

対応が最優先となっており、情報交換のための時間の創出に苦労している。 

課題：効率的に情報交換ができるようオンラインツールの活用等を検討する。 

（２）事業内容 

①福岡地域中小企業支援協議会への参加（毎月） 
売上や利益率をモニタリングした効果的な支援を行うため、福岡県、商工会連合会、日本政

策金融公庫、福岡県信用保証協会、地域金融機関等で組織する福岡県中小企業支援協議会1へ参

画。県の施策情報や他の支援機関の動き等について情報収集するとともに、当所の諸事業につ

いてもＰＲし、必要に応じて連携・協力を図る。 

あわせて、当協議会で選定、支援を行う重点企業支援スキームを活用し、当所の支援先の重

                                                   
1福岡地域中小企業支援協議会 

地域の経済を活性化し、地域における雇用を創出するために、県の中小企業振興事務所が中心となり、

地域をよく知る市町村、商工会議所・商工会などの支援機関、金融機関、専門家団体などが、地域の特

性を活かし、地域の力を結集して中小企業支援に取り組むため県内４地域（北九州、福岡、筑後、筑豊）

に設立されたもの。 
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点支援化に取り組む。 

②日本政策金融公庫との意見交換会等の開催（年３回ほか） 
当所の金融支援力の向上を図り、マル経融資制度の円滑な運用につなげるため、日本政策金

融公庫とマル経審査員との意見交換会(年１回)やマル経協議会(年２回)を開催し、審査基準や

審査上の留意点等の確認など、情報交換を実施する。また、引き続き、公庫担当者の当所常駐

窓口の設置、経営指導員と公庫職員とのマル経利用先への帯同訪問、公庫職員とのグループワ

ーク研修（年２回）についても取り組んでいく。 

更に、当所起業塾(年３回開催)における広報協力、参加者の紹介、カリキュラム内での融資

制度の紹介、融資相談会でのフォローアップ等での連携の他、「創業マインド醸成セミナー」等

各種セミナーの共催においても協力し、事業者の資金面での不安に対応していく。 

③福岡県信用保証協会との連携（随時） 
福岡県信用保証協会と信用保証や与信情報に関する勉強会を年１回程度開催し、小規模事業

者の金融相談に対する支援力向上に繋げる。また引き続き、当所起業塾における広報協力、参

加者の紹介、カリキュラム内での融資制度の紹介、融資相談会でのフォローアップ等での連携

の他、「創業マインド醸成セミナー」等各種セミナーの共催においても協力し、事業者の資金面

での不安に対応していく。 

④福岡県商工会連合会との意見交換会の開催（年２回ほか） 
福岡県商工会連合会とは、年２回、定期的に意見交換会を実施し、課題や依頼事項等の情報

を共有し、連携して対応を行う。また、各種セミナーの共催や協力を実施するほか、それぞれ

が保有する専門家情報についても共有し、リソースの相互活用を図ることにより、効果的な事

業者支援につなげていく。 

⑤ＪＥＴＲＯ、福岡アジアビジネスセンターなど海外進出支援機関との連携 
近年、海外市場の拡大による販路拡大への期待や、ＦＴＡ，ＥＰＡ等経済連携協定相手国の

増加、インバウンドの増加などを背景に、海外展開を希望する地場企業が増加している。 

そこで、福岡商工会議所と福岡アジアビジネスセンター、ジェトロ福岡貿易情報センター、

（公社）福岡貿易会、中小企業基盤整備機構九州本部の海外展開支援機関５団体が設立した「ワ

ンストップ海外展開推進協議会」を通じて、海外展開の計画づくりから現地サポートまで、支

援業種や支援範疇の空白なく一貫した支援を行い、海外展開をめざす企業の増加や九州・福岡

からの海外進出の促進、輸出額の増加を目指していく。 

また、毎週火曜日には５団体職員が集まり、定期的な相談対応に関する情報共有の会議を開

催する。 

【概要】地場企業からの海外展開に関する相談を経営指導員が受け付け、支援機関が連携

を取りながら各機関の海外展開支援メニュー等を活用して対応し、海外展開の実

現に向けた計画策定や各種支援を行う。 

【頻度】随時先方の相談希望日時に応じて。 

【方法】上記５団体の職員及び専門家が複数同席し、各団体のソリューションを提供する。 

【対応事案】貿易・投資など海外展開に関する事案すべて 

【支援対象】福岡県を中心とした九州に所在する企業 

【展開地域】アジア・アセアンを中心とした全世界 
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Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組 
 

１２．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 

現状：コロナ禍により実施を見送る事業が多くある。また、時代とともに地域の状況や消費者の

関心が変化している。 

課題：状況を丁寧に観察し、調査・検討しながら事業効果を最大にするべく改善を図り、交流人

口の拡大を図っていく。 

（２）事業内容 

①地域の祭り振興事業 
令和３年に第６０回を迎えた「博多どんたく港まつり」は、毎年５月３日、４日の２日間開

催し、国内外２００万人を超える人出で賑わう祭りである。 

祭りは、当所が福岡市、福岡観光コンベンションビューローなどと共に主催者となり、自治

会、商店街、関係団体等と協力して実施し、交流人口の増加による地域事業者への消費を創出

していく。 

【定例会議】５月～１１月 月１回、１２月～４月 月２回程度 

【メンバー】福岡市、福岡観光コンベンションビューロー、地元メディア等 

②伝統芸能振興事業 
伝統芸能団体の活用や後継者育成の支援を図ることで、福岡の魅力を上げ、観光振興に繋げ

る 

○博多伝統芸能館の観光資源化 

当所が事務局を担う博多伝統芸能振興会が開設した「博多伝統芸能館」を観光資源として、

定期的に公募型公演を実施していく。また、福岡市が展開する「博多旧市街プロジェクト」

や福岡観光コンベンションビューローが実施する「街あるきイベント」などと連携して広報

活動を行う。 

○「博多をどり」の開催 

毎年１２月に開催し、伝統芸能の活動支援、後継者育成に寄与する。 

【定例会議】年間４～５回程度 

【メンバー】福岡市、福岡観光コンベンションビューロー、地域企業等 

③商店街関連事業 
長期化するコロナ禍の影響を受け、商店街でも店舗の閉店・廃業が加速し、商店街組織の衰

退が懸念されている。 

地域の商店街は、商業者が集積し、地域経済の重要な役割を担うとともに、地域の生活・防

犯・防災等の社会的機能を補完し、地域コミュニティの担い手としての役割を果たしている。

その再生・活性化に向け、商業者のニーズを踏まえた地域商業活性化事業を実施する。 

○プレミアム付き地域商品券発行支援 

地域の更なる消費喚起に繋がるよう福岡県等と連携し、「プレミアム付き地域商品券発行」

に取り組む商店街等に対して支援を行う。 

発行にあたっては、感染対策と事務効率化のための「キャッシュレス商品券」発行を推進し

ながら、新たな発行団体の創出に繋げる。 

実施に向けては、各商店街に対し、年度内 1回説明会を実施し、その後、各商店街において、
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実施期間や方法を決定し、当所へ申請してもらう。また、全市型（市内統一）の商品券発行事

業を当所が実施する場合は、委託事業者と月に１回程度打ち合わせを行い、進捗状況の共有を

図る。 

【メンバー】商店街組合関係者、商品券事業受託企業 

○商店街伴走型支援 

将来に向けた組織運営の改革などに意欲のある商店街を対象に課題の顕在化とその解決の

ための支援を行う。 

年間４回ほど、下記メンバーの会合で商店街（地域）のビジョンを策定し、それに基づいた

販促・イベントへのノウハウ提供や支援を行う。 

【メンバー】商店街組合関係者、商店街地域住民、金融機関等地域関係者 
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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３年１０月現在） 

（１）実施体制 
経営相談部が主管となって全体を統括し、福岡市及び各部署間で連携して経営発達支援事業を

実施する。 

＜福岡商工会議所事業担当一覧＞ ※人数の（）内は管理職の数 

事業内容 面的支援 人数 合計 個者支援 人数 合計 

経済動向調査 企画広報グループ 

経営支援グループ 

5(1) 

6(1) 
11(2) 

  
 

需要動向調査 産業振興グループ 7(1) 7(1)    

経営状況分析 産業振興グループ 

経営支援グループ 

7(1) 

6(1) 13(2) 
地域支援第一グループ 

地域支援第二グループ 

9(1) 

9(1) 18(2) 

事業計画策定

支援 

経営支援グループ 6(1) 6(1) 地域支援第一グループ 

地域支援第二グループ 

9(1) 

9(1) 
18(2) 

事業計画策定

後支援 

経営支援グループ 6(1) 6(1) 地域支援第一グループ 

地域支援第二グループ 

9(1) 

9(1) 
18(2) 

需要開拓支援 地域振興グループ 

産業振興グループ 

経営支援グループ 

8(1) 

7(1) 

6(1) 
21(3) 

地域支援第一グループ 

地域支援第二グループ 

9(1) 

9(1) 
18(2) 

地域経済活性

化支援 

地域振興グループ 

産業振興グループ 

商業・雇用支援グループ 

8(1) 

7(1) 

7(1) 
22(3) 

  

 

※個者支援担当が伴走支援を行う 

 

＜支援実施の流れ＞ 
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＜体系図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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：原武恒夫 

■連絡先：福岡商工会議所 電話：０９２－４４１－１１４６ 

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） 
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提供を半期に１度、対面及びデジタルツールを用いて行う。 

（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 
〒８１２－８５０５ 福岡県福岡市博多区博多駅前２－９－２８ 

福岡商工会議所 経営相談部 経営支援グループ 

ＴＥＬ：０９２－４４１－１１４６ ＦＡＸ：０９２－４８２－１５２３ 

②関係市町村 
〒８１２－００１１ 福岡県福岡市博多区博多駅前２－９－２８ 

福岡市 経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課 経営金融係 

ＴＥＬ：０９２－４４１－２１７１ ＦＡＸ：０９２－４４１－３２１１ 

┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌
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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４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額    

 

調査費 

専門家派遣・窓口・セミナー費用 

販路開拓事業費 

地域振興事業 

資質向上 

評価会議 

人件費 

646 

36,050 

20,948 

18,808 

6,315 

430 

300,000 

646 

36,050 

20,948 

18,808 

6,315 

430 

300,000 

646 

36,050 

20,948 

18,808 

6,315 

430 

300,000 

  383,196 383,196 383,196 

（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 

 

会費収入、補助金（国、県、市）、事業受託費 等 

 

（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 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 


