
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 

八女商工会議所（法人番号 9290005008811） 

八女市    （地方公共団体コード 402109） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

 

八女商工会議所と八女市は小規模事業者の持続的な発展の為、経済動向の分析を通し

現況の把握を行うとともに、その中で事業活動を行う小規模事業者の経営状況の分析を

もとに策定した事業計画実施について事業者に寄り添った伴走型支援を行う。推進にあ

たっては組織としての対応能力を強化し、関係機関との連携のもと小規模事業者の持続

的かつ安定的な経営の実現を目指す。 

また、域内産業基盤の発展に向け経営革新・事業承継支援、新たな需要開拓と地域産

業資源を余すことなく活用した地域活性化事業に積極的に取り組む。 

 

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 

   小規模事業者の効率的で生産性のある事業経営を目指し経営指導員が全国、地域

の情報収集に努め分析した情報を提供し、経営支援の基礎資料とする。 

   

 ２．経営状況の分析に関すること 

   小規模事業者が直面する課題、問題点の把握に努め、自社が置かれた状況を財務・

非財務面で分析することで持続的経営、発展的経営に繋げる。 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

   小規模事業者が行う経営状況の分析結果に基づき、中長期的で計画性のある事業

計画策定を促し、計画策定支援と実施に向けた伴走型支援の充実を図る。 

   また新事業、事業承継についても初期対応窓口としての役割を十分発揮するとと

もに専門機関との連携によるスムーズな事業遂行に繋げる。 

   

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   小規模事業者が事業計画の実施を行う上で進捗状況を把握するとともに、実施の

中で生じる課題、問題の解決に向けフォローアップの拡充に努める。 

    

 ５．需要動向調査に関すること 

   小規模事業者の既存商品・サービスの向上と新たな商品開発を行う為、マーケッ

トニーズ把握に努め、事業者と一体となった需要動向調査を実施する。 

    

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   小規模事業者の限定的な販路を拡大し、需要を開拓する為大規模展示会での商談

や個別マッチング等、新たな需要を開拓するにあたっての伴走型支援を実施する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   八女市に既存する地域産業資源を余すことなく活用する為、「コト消費」をテーマ

とした地域活性化を行う。「食」、「技」、「旅」の開発により域内小規模事業者の持続

的、発展的経営に繋げる為、小規模事業者等の課題解決に向けた取り組みにより八

女市全体での経済活性化を図る。 

連絡先 

 

八女商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

〒834-0063 福岡県八女市本村４２５番地の２２の２ 

ＴＥＬ：0943-22-5161 ＦＡＸ：0943-22-5164  

E-mail：info@yamecci.or.jp 

八女市 企画部 商工振興課 商工振興係 

〒834-8585 福岡県八女市本町６４７番地 

ＴＥＬ：0943-23-1189 ＦＡＸ：0943-24-8003 

E-mail：syoukoushinko@city.yame.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 

 

■全体 

八女市は、福岡市から約５０キロメートルの県南部に位置し、南は熊本県、東は大分県に接している。

平成１８年に隣接する八女郡上陽町と合併、平成２２年には八女郡黒木町・立花町・矢部村・星野村と

の合併により面積は４８２．５３ｋ㎡と福岡県内では北九州市に次ぐ県内２位の総面積となった。 

交通インフラは、市の中央部を国道３号線が南北に、国道

４４２号が東西に走り、西端には九州縦貫自動車道が通

じ、八女インターチェンジがある。（鉄道路線無し） 

 

古代の八女地方では大和朝廷（継体天皇時代）に対抗し 

て戦った筑紫君磐井（つくしきみいわい）の墓とされる岩  

戸山古墳（西日本最大級の前方後円墳）をはじめ全国に知  

られる八女古墳群があり、商家町として栄えた八女福島 

地区が平成１４年５月に「伝統的建造物群保存地区」 

に選定され現在も当時の面影を残している。 

また、国指定無形民俗文化財「八女福島燈籠人形」  

など当時の人々の楽しみであった人形浄瑠璃は歴史を  

途絶えさせることなく２７０年に渡り継承されてきて  

いる。 
 

一方、八女市の面積の約６６％を占める緑豊かな森林や一級河川の矢部川をはじめ大小の河川が様々

な産業を根付かせた一つの要因でもあり、国指定の伝統的工芸品である八女福島仏壇・八女提灯、県

指定の特産民工芸品の手漉き和紙・八女和ごま・八女石灯ろうなどの伝統工芸産業や茶・いちご・

筍・電照菊の生産においては全国有数の生産地でありこれまで当地域を支えてきた基幹産業が数多

く残っている。中でも「八女伝統本玉露」（八女茶）については平成２７年１２月に国の「地理的

表示保護制度（ＧＩ）」の認定を受け国内外から注目と期待が寄せられており、高付加価値農産品

が生産できる宝庫として全国からの知名度も高い。 

 

このような地域産業資源が多数存在し魅力ある町にも一見されるが観光入込客は増加すること

なく推移しており、八女市においては近年の少子高齢化などの社会的要因から生産年齢人口、特に

２０代～４０代未満の人口が減少している。人口自体は２度に渡る市町村合併に起因して増加したが、

平成２７年には６４，４０８人と平成２２年からの５年間で４，６４９人減少している。さらに、八女

市人口ビジョンにおいては令和２年に６１，２０１人程度へと減少していくことが見込まれており、 

２０６０年には３１，１６５人まで減少すると推計されている。 
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（出典：八女市人口ビジョン） 

 

今後、伝統産業を含めたものづくり産業も国内需要・市場縮小やライフスタイルの変化、核家族

化等の影響を受けることも予測され、加えて農業においても高齢化や後継者不足などの要因により

耕作放棄地の増加と各農家の収益低下をもたらしており、域内に若者が残る基盤が徐々になくなっ

てきている。 
一方で当所管内の企業数は下記表の通り、平成２１年と平成２６年を比較し４６０社減少している。

これは人口減少に伴う需要減と経営者の高齢化及び後継者不足による廃業が主な原因と考えられるが、

域外への販売を行うことで収益に直結する製造業や交流人口に影響する宿泊業、飲食サービス業につい

ては現状を維持しているが、建設業、卸売業、小売業については人口減少を起因として縮小するもので

あり減少幅が著しい状況である。 

また当所の会員数は、平成２６年度１，２５４社 会員組織率は４９．３％（商工業者数２，５４１

社 ＲＥＳＡＳ）で小規模事業者数は２，０３０社と小規模事業数の割合は７９．８％である。平成２

８年度の会員数は１，２２６社と平成２６年度と比較して２８社減少している。小規模事業者数につい

ては、当地区内では２，０１０社（平成３０年１０月末での当所独自調査）であり、平成２９年度１０

月末との比較では変化はない。なお、平成２６年度末の八女市の産業構造は以下の通りとなっている。 

区分 平成２１年 平成２６年 

企業数（社） 構成比（％） 企業数（社） 構成比（％） 

農業・林業 ２６ ０．９ ２０ ０．８ 

漁業 １ ０．０ ０ ０．０ 

鉱業・採石業・砂利採取業 １ ０．０ ０ ０．０ 

建設業 ４７７ １５．９ ４２６ １６．８ 

製造業 ３９２ １３．１ ３９０ １５．３ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ３ ０．１ ２ ０．１ 

情報通信業 ３ ０．１ ２ ０．１ 

運輸業・郵便業 ４５ １．５ ４４ １．７ 

卸売業・小売業 ８４８ ２８．３ ６７３ ２６．５ 

金融業・保険業 １７ ０．６ １３ ０．５ 
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不動産業・物品賃貸業 ８０ ２．７ ７８ ３．１ 

学術研究・専門・技術サービス業 ７５ ２．５ ６８ ２．７ 

宿泊業・飲食サービス業 ３０３ １０．１ ２９２ １１．５ 

生活関連サービス・娯楽業 ２６７ ８．９ ２３６ ９．３ 

教育、学習支援業 ５２ １．７ ４１ １．６ 

医療、福祉 １８６ ６．２ １２６ ５．０ 

複合サービス事業 ２ ０．１ １ ０．０ 

サービス業（他に分類されないもの） ２２３ ７．４ １２９ ５．１ 

合計 ３，００１ １００．０ ２，５４１ １００．０ 

（出典：ＲＥＳＡＳ産業構造マップ） 

 

■商業 

  当地区では、商店街に隣接して大型店（平成１４年閉店の壽屋八女店、平成１３年閉店の日ノ出屋 

八女店）が店舗を構え各個店と共存していたが、国道バイパスの新規開通に伴い国道バイパス沿いに大

型店が次々と進出。特に平成１２年に進出してきた「ゆめタウン八女店」を皮切りに、「トライアルカン

パニー」などの大規模スーパーを含む多くのナショナルブランドの小売店舗が進出している。           

八女地域は鉄道が無く地元バスも基幹路線しか無いため、一家族に複数の車がある車社会である。し

かし小規模事業者を中心とする地元商店街の各店舗は、駐車場を有していないか又は有していても狭所

で利用に限りがあるため、消費者を取り込めていない。 

また各小規模事業者の店舗間口も狭く商品数も少ないため、最寄品店舗としては魅力が無く商売が厳

しい状況が続いている。今後は特色ある店舗や若者・女性の創業による新しい店舗や飲食店等への業態

転換を求められている。 

消費ニーズの変化や高度化と合わせて域内人口の減少と高齢化により地域を取り巻く経済環境は、 

厳しさを増すばかりである。郊外型の大型店を始め、コンビニエンスストア・ドラッグストア等の店舗

が増加する反面既存商店数の減少へと繋がっており、特に過去に地域商業活動の中心となっていた小規

模事業者を中心とする商店街の商店数は大きく減少した。 

年度 商店数合計 商店数（内卸売店舗数） 商店数（内小売店舗数） 

平成１４年 １，２３２ １７３ １，０５９ 

平成１６年 １，１８６ １７６ １，０１０ 

平成１９年 １，１０７ １９１ ９１６ 

平成２４年 ７０９ １２０ ５８９ 

平成２６年 ６８０ １３９ ５４１ 

 （出典：商業統計調査）                         

 

■工業 

八女市では定住人口対策として今までも工業団地組成による企業誘致が行われており、雇用創出と税

収増加により市の発展には寄与してきた。 

  この点は、福岡県南部地域の農業地域を同一に抱える問題であるが、近隣市町村と競合しているため

早期の工業団地造成による働く場の創設が引続き求められている。 

しかし誘致企業と域内の小規模事業者との取引には、大きな期待は持てないが勤務従業員による地元

消費への貢献や採用による経済的効果および人口流出防止には大きく寄与する。 

工業では久留米市の株式会社ブリヂストンなど市外の大手企業との取引のある小規模事業者もある

が、中でも農業と共に地域を支えてきた伝統工芸産業については、生活様式の変化による需要減により

企業数、従事者数や生産額の減少が著しく、新製品開発、需要開拓、後継者育成も進んでいないのが現

状である。今後、これらの伝統産業を維持・育成していくためには消費市場のニーズを的確に捉えた新

しい魅力ある商品づくりと未開拓地域である海外への販路開拓を視野に事業展開を行っていく必要があ

る。 
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  伝統工芸産業の生産額の推移 （単位：百万円） 

名称／比較年 平成６年 平成１６年 平成２６年 

八女福島仏檀 １，９８０ １，６００ ７００ 

八女提灯 ５，６７０ ４，１０６ ２，８２０ 

八女石灯ろう ４３０ １７０ １４０ 

八女手漉き和紙 ２００ １００ ７０ 

                       （出典：八女市商工振興課より） 

 

■農業 

八女茶、いちご、筍などの高付加価値農産物を生み出す八女市の農業は、重要な基幹産業である。 

中でも全国有数の高級茶として知られる八女茶は全国シェアわずか２％であるが、特に玉露については

全国茶品評会において最も優秀な産地に贈られる産地賞を１９年連続で受賞しており、八女伝統本玉露

についても平成２７年１２月に国の地理的表示保護制度（ＧＩ）認定を受けた。 

八女市における農業産出額（ＲＥＳＡＳ）は平成２６年２５８億円であり、その３年後の平成２９年

には２５４億円と４億円の減産となっており、農家数においても平成２６年の３，７６６戸から平成２

９年には３，２６３戸と著しい減少が見られる。 

今後の地域経済および商工業振興発展のためには、農業との連携は必要不可欠であり農商工連携・六

次産業化を推進・連携を図る必要がある。 

 

■観光 

八女市における下記５年間の観光入込客数及び観光消費額の推移を見ると入込客数はほぼ横ばいに推

移し、消費額は平成２７年より増加に転じている。 

平成２８年の入込客数は減少しているものの八女市の豊富な観光資源を活かしたお土産品や飲食サー

ビス、観光ＰＲにより観光消費額は伸びてきている。 

ただ、地域の特色を活かした魅力ある滞在型観光商品開発に関し各機関と小規模事業者の連携も少な

く、経済的効果や相乗効果を生んでいないため相互協力体制での取組みを行う必要がある。 

今後、観光事業の経済効果を高めるためにも民泊を含む宿泊の整備を行い滞在型観光を目指すことが

第一義である。その中でも国指定の伝統的建造物群保存地区内の町家や古民家を活用した宿泊施設を実

現することが滞在型と体験型観光による経済的効果を最大限に発揮すると考え、その取組をサポートし

ていきたい。また各地域の観光交流拠点とも連携し広域観光振興を進めることが重要である。 

しかし、先ずは地元の魅力向上に努め、観光形態・海外観光客を含めた旅行者の多様化した要望に応

えて行かなければいけない。幸いに地元には農業では八女茶やいちご、そして伝統工芸では手漉き和紙

等の体験観光が可能であり、環境を活用した地域ツーリズム事業などを含めた体験交流による観光商品

を開発するとともに、地元の産物を活かした料理や地酒などの資産を味わう事で周辺市町村にとどまら

ず全国・海外からの観光客を取り込み滞在・体験・味わう事での交流人口の増加と経済効果を更に増や

していく必要がある。 
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  今後、中期的な視点で八女市での高齢化の進展、労働力人口の減少、事業者の所得減少と今後も厳し

い経営状況が続くものと考えられ、行政・金融機関・専門家等とともに事業者支援を行う必要がある。 

 

■商業 

個人商店が集積した商店街で顔が見える顧客サービスで信頼を得ているものの生活関連商品が一挙に

揃う大型店等に顧客を取られている現状がある。対象顧客の設定・ニーズのある商品の品揃え・販売価

格等の分析や自店の強み・弱みの把握ができておらず、個人商店がいかに対象顧客を絞り込み継続的に

経営を行っていくかなどマーケティング力が非常に弱い。 

さらに事業主の高齢化が進み収益力低下や後継者問題に不安を感じ、資金調達・設備投資が消極的と

なっており廃業のみが最終手段と考える事業主も多く、持続経営を行うことへの動機付けが課題である。 

   

■工業 

  仏檀、提灯、石灯ろうにおいては生活様式や住居となる家の構造の変化に伴い設置場所と必要性がな

くなりつつあり、和紙についても価格や事務効率の面から用途が限定されてきている。 

  八女市の産業基盤を確立させ認知度を向上させてきた伝統産業を途絶えさせないためにも、これまで

継承してきた各伝統工芸品の生産・加工技術を活かせるものづくりを行う為、ニーズ・マーケティング

調査をどのように行い、どのような新商品を開発していくかが課題である。 

 

■農業 

 農産物の豊富な地域であり域内外への販売が活発に行われている反面、生産した農産物を加工し付加

価値をつけた加工食品が極めて少ない状況である。単なる原料提供で得られる収益は農産物の対価のみ

に限られ、収益性を高める新たな販路を開拓していく必要がある。 

また、収益が確保できないことや後継者が確保出来ず離農につながり耕作放棄地が拡大、追い打ちを

かけるように野生鳥獣の増加が農業現場に深刻な被害を与えるといった課題がある。 

 

■観光 

 伝統的建造物群保存地区、古墳群、石橋などの歴史・産業資源、八女茶・筍・いちご・ジビエなどの 

農林水産資源が豊富で各産品が全国での知名度を有する中で各関係団体が連携した観光プログラムなど 

の観光パッケージ商品が資源が豊富な割に圧倒的に少ない。 

  また対外的なＰＲが地域一体となって連携して行われていない為、一部少数の人にしか情報が行き届 

いておらず情報発信の対象地域・方法・頻度についても課題がある。さらに近隣市町村では食・観光・ 

宿泊がセットとなった観光商品が既に存在しているため、八女市独自の魅力を持つ観光商品開発が必須 

である。中でも、滞在型での域内消費を目指し歴史的建造物を活用した宿泊施設を設置するには、建築

基準法や消防法などの関係法令に加え、八女市条例に定められた条件に合致する方策に八女市と一体と

なって取り組む必要がある。 

 さらに平成３１年３月に一般財団法人ＦＭ八女が日本版ＤＭＯ（地域ＤＭＯ）に登録され観光地経営 

の視点での観光地域づくりを行っていくこととなっており、八女商工会議所としてもインバウンド対策 

やプロモーション活動の観点からそれら関係機関との更なる連携が必要な状況となっている。 

 

 

（３）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 

八女地域は全国的な知名度を誇る八女茶を筆頭に筍・苺などの農産物や八女福島仏檀・八女提灯・八

女手漉き和紙などの伝統工芸産業が中心となり繁栄してきた。現在もその産業が受け継がれ地域を支え

る基幹産業であるが、人口減少と生活様式の変化に伴う域内需要減少が続いており市場が縮小しつつあ

る。 

  このような状況下で農業・伝統工芸産業を活かし域内需要の拡大を図っていく為には地域が一丸とな
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った連携・協力が必要不可欠である。農業、商工業、行政とこれまでそれぞれが単独で事業を行ってき

た振興のあり方を見直し、枠を越えた連携を促進する為、「コト消費（注１）」をキーワードとした長期的

振興事業に取り組む。 

  振興事業を実施するにあたり小規模事業者等の課題解決、販路拡大、経営革新に正面から向き合い、

新事業、新連携など枠を越えた異業種との連携について調整役に徹するとともに将来の八女地域繁栄の

為、密な伴走型支援を行っていく。 

  
（注１）コト消費とは、ある商品やサービスを購入することで得られる使用価値を重視した消費行動であり、車などのモノ

の所有価値とは別に趣味や行楽、演芸の鑑賞などで得られる特別な時間や体験、サービスや人間関係に重きを置いて支出す

る消費行動のこと。 

 

②八女市総合計画との連動性・整合性 

八女市では平成２３年３月に今後１０年を見据えた第４次八女市総合計画が制定された。前期計画５

年間（平成２３年度から平成２７年度）と後期計画（平成２８年度から令和２年度）の１０年間からな

る本計画は現在後期計画を実施中であり、中でも注力すべき点では定住（Ｕターン・移住を含む）や交

流人口増加に関する事業展開を行っていこうという記載が多く、当所が進めてきた新たな産業興しとこ

れから本格的に事業展開する「コト消費」を主軸とした小規模事業者の振興において整合性を有する。 

今後、当所が行う事業と八女市の行う事業とが連動性・整合性を保ちつつ新たな需要を見いだし、第

５次八女市総合計画への申し送りと提案ができるよう事業を推進していく。 

 

③商工会議所としての役割 

現状の商業・工業・農業・観光の状況を踏まえ、各小規模事業者が地域経済を牽引する役割を十分に

発揮できるよう経営環境の整備と今置かれた経済環境を十分理解した上で国・県・市等が策定する施策

を隅々までの伝達し、小規模事業者等に寄り添い経営課題の解決に向け経営支援を行わなければならな

い。 

また、既存する主要地域資源である八女茶やいちごなどの高付加価値な農産物、八女福島仏壇・八女

提灯などの伝統的工芸品、伝統的建造物群保存地区などの歴史的資源の総合的な連携促進を行うととも

に小規模事業者等それぞれが保有する人材、技術、資源を有効に活用する為に商工業、農業、観光支援

とこれまでの枠にとらわれることのない柔軟な支援を行い地域全体の生産性・訴求力向上を目指し事業

に取り組んでいく。 

合わせて工業団地や流通団地への企業誘致にあたっては行政機関等との連携により雇用拡大と域内消

費を活発化させるために密な連携強化を図って行く。将来にわたっての人口の流出・減少、後継者不足、

が懸念されるなかで、しっかりと現状を受け止め地域の舵取り役として存在意義を発揮し、小規模事業

者の継続発展の為に「伴走型の経営支援」を行っていく。 

 
（４）経営発達支援事業の目標と方針 

   

長期的な振興のあり方を踏まえ、創業や事業承継が迅速に行える環境整備、小規模事業者自らの持続

的経営と自立化・発展を支援する個別支援の拡充と小規模事業者の持続的経営の裏付けでもある八女地

域経済の活性化・繁栄を目標に八女市と一体となり関係団体と連携しながら小規模事業者等の支援を行

う。 

 

①事業者支援 

（目標） 

小規模事業者等の事業継続・発展支援の為の事業計画策定支援を行う。 

 

（方針） 

小規模事業者の経営状況や日々の事業活動の中で生じる課題を把握した上で、指標となる経済動向の
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調査分析、その情報を提供することで明確な事業計画策定に繋げ継続的・発展的な経営が行えるよう伴

走型支援を行う。 

また、域内を販路とする限定的な販売を行っている小規模事業者が多い中、自社商品・サービスの外

部評価を得る為の商談会・展示会出展支援により多くの目に触れる機会をつくり販路開拓、取引拡大に

寄与する取り組みを実施する。 

さらに、域内人口が減少していく中で、既存事業の見直しや新事業展開支援、事業承継支援を行うこ

とで産業基盤の保持に努め雇用の維持・拡大を図る。 

 

②新事業・産業創出支援 

（目標） 

コト消費をキーワードとした地域資源一体化による域内外での需要拡大。 

 

（方針） 

八女茶を中心とした農産物やこれまで進めてきた八女ジビエ・八女オリーブ事業、江戸時代から続く

酒蔵等との連携による「食」の開発、伝統産業である八女福島仏壇・八女提灯・八女手漉き和紙等での

体験型観光「技」の開発、江戸時代の古い町並み（伝統的建造物群保存地区）・古墳群、八女福島燈籠人

形等の時代的・文化的地域資産を活かした「観光産業」の開発は、「コト消費」をキーワードとすること

で全てが網羅される。 

「コト消費」をテーマとして繋いだ各産業を相互に交流・連携・開発して域外に情報発信していく事

で域外需要を掘り起こし、それに携わる各小規模事業者が革新的な商品・サービス開発に積極的に取り

組むことができるよう支援を行う。 
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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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

これまで地域経済動向調査については、日本商工会議所が集計・公表するＬＯＢＯ調査（早期景気観

測システム）で全国的な経済動向調査と管内小規模事業者の窓口相談や巡回訪問相談時に得られる個者

情報をもとに管内事業者の景況感や経営状況の調査を行ってきた。 

しかし、巡回時等に小規模事業者から「景気の良い業態は」「八女市の景気は」など景気感に関する質

問に対し収集した情報の分析や比較を行っておらず、需要開拓を目指す小規模事業者に対して持続経営

の指標となる情報提供ができていないのが現状である。 

そこで小規模事業者が定期的に経済動向を把握し事業継続と需要開拓に繋げることができるよう情報

収集・整理・分析・提供を行っていく必要がある。 

  

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

小規模事業者の効率的で生産性のある事業経営を目指し経営指導員が「RESAS」（地域経済分析シス

テム）を活用し地域の経済動向調査・分析を行い年１回公表する。  

【分析手法】 

・人口マップ「人口構成・将来人口推計」：域内需要分析 

・地域経済循環マップ「生産分析」：稼ぐ業種分析 

・産業構造マップ：小規模事業者自身の営む同業種での比較分析と多業種分析 

・観光マップ「From-to 分析（国内宿泊者）・外国人」：滞在消費需要とインバウンド需要分析 

・まちづくりマップ「From-to 分析（滞在人口）」：人の動き等を分析 

上記の分析を総合的に分析し事業計画策定支援等に役立てる 

 

②ＬＯＢＯ調査（商工会議所景気観測調査）の活用 

日本商工会議所が全国各地の商工会議所ネットワークを活用し、地域や中小企業が「肌で感じる足元

の景況感」や「直面する経営課題」を全国ベースで調査・集計・公表するＬＯＢＯ調査（早期景気観

測システムは業況）の情報を小規模事業者へ当所広報誌、ＷＥＢサイトで公表し事業計画策定に役立

てていく。 

※日本商工会議所が全国各地の商工会議所の規模毎に調査事業所数を割り当て合計３，８８７企業を

対象に毎月調査しており当所は５社の調査を行っている。 

 
   

  ③経営指導員等による地域経済動向調査 

  上記②との比較を行う為、各事業者のおかれた経営状況や需要動向等、景気動向を年２回調査し・分 

析を行う。 

 

【調査業種】小規模事業者５０社（建設業・製造業・卸小売業・サービス業・その他の業種の５業種

から１０社ずつ）       
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  【調査項目】業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況、直面している経営上の問題等 

  【調査手法】指導員の巡回時等に聴き取り調査を行う 

  【分析手法】調査項目について集計整理し、福岡県オープンデータサイト内の景気動向指数などの各

項目や近隣・同規模他地域の業況・数値との比較を行う。 

               

（３）成果の活用 

 各調査にて収集・分析した結果は当所ＷＥＢページに掲載し管内事業者等に周知する。また、経営指

導員が巡回・窓口相談時に当該事業者に対し活用する資料とし、事業計画・経営革新計画等策定の基

礎資料として実現可能な計画策定に活かせる資料として活用していく。 

 

（４）目標 

 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公表回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 未実施 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

③公表回数 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 
（１）現状と課題 

小規模事業者は、経理・金融・税務・労務・記帳等や経営の諸問題をかかえながら多忙な毎日を送っ 

ているため、自社の経営状況の分析を行い理解する事が不十分な状況が多い。 

当所では、小規模事業者に対して日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金の融資斡旋や小規模事

業者持続化補助金等の申請や経営革新計画書作成支援においても経営分析の必要性を指導している

が、事業計画策定の重要性を認識して自ら作成している小規模事業者が少ないのが現実であり課題で

ある。 

今後は、定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」を取り入れた経営分析を行うと

ともにその結果に基づいた事業・経営計画書を作成して行く必要性を広く小規模事業者に伝える為経

営状況の分析を実施する。  

 

  （２）事業内容 

①経営分析を行う小規模事業者の掘り起こし 

  法定経営指導員を中心とする巡回訪問、窓口相談の中で自社の置かれた状況が不明瞭な小規模事業者

や経営分析を行うことで新たな気づきを与えられるよう経営分析を行う小規模事業者の掘り起こしを

１指導員当たり年間５社選定する。 

 

②経営相談会・経営分析セミナーの実施 

  地域の小規模事業者等を対象に中小企業診断士による月１回の経営支援相談会を実施し、小規模事業

者が直面する事業承継を含む問題点の把握、課題の抽出に繋げる。 

さらに小規模事業者自体での経営状況の把握・分析が困難であることが多いことからセミナーを通じ

て経営分析の必要性を訴求する。なお募集にあたっては巡回・窓口訪問で周知を行う他、当所ＷＥＢ

ページ、メルマガ、公式ＦＡＣＥＢＯＯＫを活用して広く周知し参加者を募る。 

 

③経営分析の実施 

【対象者】 

自社の現状と課題を見極め今後の販路開拓や需要拡大、持続的発展を目的に経営支援相談会とセミ 

ナーを開催し、参加した小規模事業者の経営分析を実施する。 

【分析項目】 

財務分析：売上・仕入・販管費・営業利益・経常利益・原価率・労働生産性等 
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非財務分析：経営理念や目標、個社の持つ商品やサービスの内容、店舗・工場の稼働状況、従業員

状況、個社の強み・弱み・機会・脅威、機械、技術の保有状況、災害リスク等 

 【分析手法】 

   経済産業省の「ローカルベンチマーク」、日本政策金融公庫の財務診断サービス、中小機構の「経営

計画つくるくん」等のソフトを活用し経営指導員が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

・経営分析で得られた結果を当該小規模事業者にフィードバックし、自社がどのような状況なのかを

把握し、どのような方向性で事業を継続していくのかなど、今後の事業展開や事業計画策定に活用

する。また、その中で明らかになった課題解決に向け適宜専門家派遣や適切なフォローアップが行

えるよう活用していく。 

・収集した経営分析結果は所内のシステム内に蓄積し、職員での共有を行い経営指導員等のスキルア

ップの為に活用する。 

 

（４）目標 
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掘り起こし 未実施 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

②経営相談会開催回数 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２件 

 ※上記参加者数 １２社 １２社 １２社 １６社 １６社 ２０社 

②経営分析セミナー開催

回数 
未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 ※上記参加者数  未実施 １０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

③経営分析件数 未実施 ４２件 ５２件 ５６件 ５６件 ６０件 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

 
（１）現状と課題 

当所では八女市の商工施策に係る補助金や小規模事業者持続化補助金などの各種補助金申請時に事業

者からの要望に応じ作成支援しているものの、多くの小規模事業者自らが作成し完成する事が容易でな

い状況である。 

事業計画策定は、小規模事業者にとって計画的な事業活動の根源となることから自己策定の必要性の 

周知と策定する際如何に具体的で明確な計画としていくか、小規模事業者の経営者が主体となり作り込

みを行う必要性の認知および環境整備が必要である。  

 

（２）事業内容 

事業計画策定支援については、地域の経済動向や実施した経営状況の分析や需要動向調査の結果等を 

踏まえた収益や実需を見据えた事業計画を策定する。 

特に事業計画をはじめて作る小規模事業者や以前事業計画を策定しても計画通りに実施できなかった 

事業者を対象に事業計画の必要性を指導していく。  

このため相談会やセミナーを通じて、小規模事業者一人ひとりに事業計画の必要性を説明し作成支援 

のサポートを行い、同時に事業計画の専門的内容に関しては各支援機関とも連携し、小規模事業者が自

立して策定できるよう継続的に支援を行っていく。 

   

  ①事業計画策定セミナー及び経営相談会の開催 

事業計画策定セミナーは経営分析を行った事業者への直接案内と当所ＷＥＢページ、メルマガ、公式 

FACEBOOK 等を活用し広報周知を行い開催する。各小規模事業者がその時々のタイミングで行う新事

業や販路開拓事業等短期的、中期的な事業を明確化するとともに収支予測を踏まえた実現可能性のある

事業計画策定を目指しその必要性、重要性の理解を促す。 

セミナー終了後には計画策定支援からフォローアップまで実施し、ＰＤＣＡの基本サイクルで伴走型
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支援を実施するほか、中小企業診断士の定例経営相談会においても随時進捗状況の把握し、事業計画を

策定していない小規模事業者に対しても必要性を啓蒙していく。 

   

②事業計画策定支援 

  計画策定の支援としてミラサポ等の専門家派遣事業を活用し、実現性の高い計画策定に取り組む。専 

門家の派遣には当所職員が同行し、経営計画書作成及び経営革新認定支援のスキルを習得、磨き、ノウ

ハウを蓄積する事で、今後の指導に活かしていく。 

  また、フォローアップ計画シート及びスケジュールを作成し、事業計画策定後の実施支援に活用する。 

  

  

（目標） 
 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セミナーの開催回数 未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

①セミナーの参加者数 未実施 ２１名 ５２名 ５６名 ５６名 ６０名 

事業計画策定件数 未実施 １０件 ２５件 ２５件 ２５件 ３０件 

  ※令和２年度は経営分析を行った事業者の５割をセミナーに誘導し事業計画策定を目指す。 

  ※事業計画策定件数は経営分析を行った事業者の５割程度の事業計画策定を目指す。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
  

 （１）現状と課題 

 小規模事業者が策定した事業計画の進捗状況の把握をし、状況に応じた問題点・改善点への対応を行 

うことは非常に厳しい。 

今までは、上記のような状況に対して経営指導員としての対応も十分で無く、小規模事業者の求めか 

つ事業計画の達成へとの支援には至っていなかった。 

今後は、事業計画の策定段階から支援に携わることで、以後の進捗状況の把握が可能となり小規模事 

業者の状況に則したフォローアップと対応が可能になり、設定した売上・収益・集客等の目標とのズレ

を把握することで早期に計画の修正を行う事が出来る。 

課題・問題内容について専門性を有するものについては、各支援機関・専門家と連携しながら支援を

行い事業計画の達成を実現出来るよう行う。 

さらに創業・第二創業の支援を行った小規模事業者については、経営計画や事業計画の策定後に生じ 

る各種税務・労務・金融・経営・販路開拓等、小規模事業者の成長段階に応じた支援が必要であり、課

題・問題を早期に解決できるよう訪問時において進捗を含め情報収集を行う必要がある。 

 

 （２）事業内容 

 ①巡回等によるフォローアップと記録 

事業計画策定後は、四半期毎に進捗状況の確認を行うとともに、必要な支援と助言を行う。 

小規模事業者の事業計画策定からフォローアップまで継続した支援を実施することで、本計画における

目標達成率を高め、計画に沿った事業展開が行えるよう支援を行う。  

事業実施にあたり策定した事業計画とのズレが生じた場合や専門性を必要とする案件には専門家を派

遣し計画実施や軌道修正など支援体制の強化を図る。経営指導員等は進捗状況の聞き取り結果を経営カ

ルテに詳細に記録・管理し経営指導員等で情報の共有化を図る。さらに経営指導員等誰でもが閲覧し情

報を確認・共有できる情報ネットワーク環境整備を促進する。 

また、随時進捗状況を確認する必要がある計画内容や定期訪問の際に順調に進められていると確認で 

きた場合には支援先毎にフォローアップの頻度を変化させる。 

   

②フォローアップ会議の実施 

  訪問巡回等による聴き取り調査後速やかに、進捗状況の報告や今後の事業活動に必要な支援メニュー 

等を協議するフォローアップ会議を開催し職員間での情報共有化を行う。 



- 13 - 

 

   

 （３）目標 
   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フォローアップ事業所数 未実施 １０社 ２５社 ２５社 ２５社 ３０社 

①フォローアップ（延回数） 未実施 ４０回 １００回 １００回 １００回 １２０回 

①売上増加事業者数 ― ４社 １０社 １０社 １０社 １２社 

②フォローアップ会議 未実施 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

    

 ５．需要動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

小規模事業者は需要動向・最新トレンドに関する情報に敏感ではあるが、各自で率先して調査を実施 

することは極めて少なく、ＴＶ・新聞での情報収集に止まっている場合が殆どである。 

今後は国内に限らず広く海外の需要を含め直接・間接を問わず情報収集を行うのが必要不可欠であり、 

その情報の取得の可否が小規模事業者の発展・成長に繋がっていくものと思われる。 

その中当所では経営相談時に各省庁・各団体・インターネット等の情報をもとに需要動向に関する情報

提供を行っているが、職員間での情報収集力に差があり小規模事業者の要求に応えられてない面がある。  

また業種・業態によって様々な情報収集能力が求められており、レベルアップを図る必要もある。今

後は、小規模事業者に対して情報の還元を更に徹底していく。 

    

（２）事業内容 

 国内外の消費動向・個社の販売する商品や提供する役務サービスの需要について、市場が求めている

ものとマッチしているかどうかを調査し、その結果を個社へ提供し販路開拓等の支援を行っていく。需

要動向調査結果を個社の販売する商品や提供する役務と連携・反映させ最近のトレンド商品情報や購買

状況等を把握し提供する事で、個社の売上の確保および増加に繋げて行く。 

特に焦点を当てるのは経営分析、事業計画策定を行った小規模事業者であり「コト消費」に繋がる八 

女茶やいちご、伝統的工芸品や特産民工芸品の積極的な活用と新たな価値創造の促進、伝統工芸技術を

活かした新商品による販路開拓を促進していく。 

新たな価値を創造し、実際に市場に出す前に市場性などの効果的な情報を収集することで確実な販路 

開拓・拡大に繋げていくことができるよう需要動向調査を実施する。 

 

①福岡デザインアワードでの需要動向調査 

消費者がどのようなものを望んでいるか、自社商品にニーズはあるのか、改善・改良すべき点は無い

のか等の直接の聴き取りの機会を与えることが重要と考える。 

販路拡大や有効なテストマーケティングの場となる福岡デザインアワードへの参加を呼びかける。本

アワードでは食品・生活雑貨など小規模事業者が製造・販売する商品そのものの機能性からパッケージ

デザインに渡るまで幅広い求評ができる場であり、商品の改良・改善へのヒントを得る絶好の機会であ

るとともに同業他社の製品情報やトレンド等、既存商品、新商品開発に活かせる効果が期待できマーケ

ットインへの「気づき」を与える。 

   

【来 場 者】９００名（百貨店バイヤー、デザイナー、一般顧客など） 

  【調査手段】製品化・商品化して間もない段階で人目に触れさせアンケート票に記入。 

【サンプル数】来場者２０名 

  【分析手段】小規模事業者に経営指導員が同行し来場者からの意見・評価を収集し分析を行う。 

  【調査対象】製造業（食品加工・伝統工芸） 

【調査項目】食品：デザイン、食味、食感、内容量、価格帯等 

        雑貨：デザイン、機能性、価格帯等 

  【結果活用】調査結果は経営指導員等が参加事業者を訪問し代表者・担当者へ直接説明を行い、製品・

商品のデザインや価格等の改良・改定に繋げる。 
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②ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会）での需要動向調査 

久留米商工会議所が主催し当所を含む構成機関が共催の「ちくごバイヤービジネスマッチング会（求

評会）」は、大手流通バイヤーとの商談が出来るほか、商談する商品の求評ができることが魅力でもある。

商流に乗せる商品の見極めに長けたバイヤーに助言をもらうことは小規模事業者の新たな需要開拓に寄

与する取り組みと思われる。 

小規模事業者の中には、展示会や商談会への参加に消極的な事業者が多いため職員が同行しサポート

する事で参加を促し、バイヤー等の意見・提案・助言を整理して商品改良・改善のヒントとして小規模

事業者に還元し、市場に受け入れられるデザインかどうかまたバイヤー企業の棚の幅に合う商品である

かなど、今後の商流・商品開発に繋がる情報収集の場にする。 

 

【来場バイヤー】 ２４社 

  【調査手段】開発中の試作品、商品化されたものをバイヤーに見て頂き、コメントを収集 

【サンプル数】５社 

  【分析手段】小規模事業者に経営指導員が同行しバイヤーからの意見・評価を収集し分析を行う。 

  【調査対象】製造業（食品加工・伝統工芸） 

【調査項目】食品：デザイン、食味、食感、内容量、価格帯等 

        雑貨：デザイン、機能性、価格帯等 

【結果活用】調査結果は経営指導員等が参加事業者を訪問し代表者・担当者へ直接説明を行い、製品・

商品のデザインや価格等の改良・改定を行うことで販路開拓に繋げる。 

 

（３）目標 
  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調査対象事業者数 未実施 ２社 ３社 ４社 ５社 ６社 

②調査対象事業者数 未実施 ２社 ３社 ４社 ５社 ６社 

 

 

６．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 

 これまで当所が主催した展示会や商談会はなく、各団体が主催する展示会を案内して各社それぞれの 

判断で参加している状況である。当所としては小規模事業者がどの展示会・商談会に参加し、新たな取 

引に繋がったのかなど状況把握が不十分のため、小規模事業者の要望や成長に応じた的確なサポートに

至っていない。 

また、現状の営業範囲で満足している小規模事業者や資金・人材・時間的な面で課題を抱えているた 

め新たな需要を求めて積極的に展示会や商談会等に参加する事業所も少なく、魅力あり売れると思われ

る商品を有しながら需要開拓への行動ができずにいる。 

今後、域外への販路拡大に積極的取組むように思考転換を促すために新たな需要開拓についてのメリ 

ットを訴求しながら、当所としての支援体制を確立していきたい。 

 

（２）事業内容 

当地で新な需要を開拓するためには、これまで限定的であった営業・ＰＲ範囲を見直し域外への効果 

的なＰＲを行っていくことが必要である。 

また、その際小規模事業者が事業計画に基づく販路開拓が行えるよう展示会等におけるテストマーケ 

ッティングを新商品開発や改良に活かせるよう経営指導員を中心にサポート役として支援する。 

 

①中規模展示会へ合同ブース設置 

八女市内で限定的な商圏のみで経営活動を行う小規模事業者が域内商圏の枠を超えた販路開拓へ取り 

 組むことができるようＦｏｏｄＥＸＰＯＫｙｕｓｈｕで２ブースを借り上げ、地域資源を活用した食品
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のＰＲと販路拡大を図る。ＦｏｏｄＥＸＰＯＫｙｕｓｈｕは毎年１０月に開催され、九州の食を国内外

に発信する「食」のイベントで１８０社が出展。来場対象者は国内外の食品小売業者、卸売業者、商社

等延３００社でありアポイント型の商談もあるなど出展による取引拡大が期待できる。 

  また来場対象者は九州産品に特化した商談会であることを理解しての来場であるため、八女茶やいち

ご等の地域資源や八女市の産業資源、出展者自身を積極的にＰＲすることで自店・自社・八女の存在を

訴求できるほか、商品ニーズの把握など情報収集に努め新たな販路開拓に繋げる。 

 

  ②大規模展示会へ合同ブース設置 

八女市の地域資源を活かした食品、雑貨、観光商品を国内外へのＰＲと販路拡大を図る為、東京イン 

ターナショナルギフトショー春・秋のいずれかで２ブースを借り上げ合同ブースの設置を行い小規模事

業者が新たな販路を築けるよう支援する。具体的には出展前の事前ロールプレイング、当日の対応方法、

事後におけるバイヤー情報やニーズの整理など新たな取引を生む為の伴走型支援を行う。 

 東京インターナショナルギフトショーは９月（秋）と２月（春）の年２回開催されており、約３，０

００社が出展。来場者は会期４日間で３０万人超であり国内外の小売業者、卸売業者、商社等が各ブー

スを周り商談を行う日本最大の国際見本市である。当所が設置予定のブースには３，０００人の訪問を 

目指しニーズの把握、商品・製品の改良・改善点などの情報収集を行い取引拡大に努める。 

 

③個別ビジネスマッチングの実施 

全国各地の商工会議所、経済産業省、九州経済産業局、農林水産省、九州農政局、株式会社久留米リ 

サーチ・パーク、福岡県工業技術センター、久留米大学、久留米信愛短期大学、久留米工業高等技術専

門学校等が公表するシーズ内の企業名や工業製品、そのほかマッチングを行う上で必要となる技術等の

情報を把握することで小規模事業者同士や他の地区の事業者とのビジネスマッチングの機会を増加さ

せ小規模事業者の事業拡大促進を行う。 

 

 

（３）目標 
  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展示会出展事業者数 未実施 ２社 ２社 ３社 ３社 ４社 

 成約件数 未実施 ４件 ６件 ８件 １０件 １２件 

②展示会出展事業者数 未実施 ２社 ２社 ３社 ３社 ４社 

 成約件数 未実施 ４件 ６件 ８件 １０件 １２件 

③個別ビジネス 

マッチング件数 
未実施 ２件 ３件 ４件 ５件 ５件 

  

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

７．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 

八女地域の魅力や特性を踏まえた新産業創出・観光産業振興等を図るため、既存で個々に活動を行っ 

ている団体を線で結び、情報共有と統一意識を持った人材の育成を早期に行う必要がある。 

また地域産業資源、観光資源、祭り等についてもアライアンスした取組とならず効果的な PR・魅力

になっていない。 

 

（２）事業内容 

八女市の沢山の地域産業資源、観光資源、歴史文化財産を活かし、更にブラッシュアップし地域一帯 

となったＰＲ活動を展開する。 

これまで点であった事業を線で結び連携させ滞在型観光事業として取込むことで、域内活性化を図る 
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とともに経済的効果と域内への資金還流・循環を生むことで、更なる展開・拡大を生み小規模事業者に

メリットが感じられるよう側面支援を行うとともに、八女商工会議所として積極的に関与していく。 

また、新産業創出を目的にオリーブ・イノシシ等の地域資源の掘り起こしを行ってきており、既存資 

源である八女福島仏檀、八女提灯等の伝統工芸技術との連携を図りながら他地域にはない特性での地域

活性化を図る。 

 

 ①八女福島観光事業（年４回） 

魅力的な観光資源、文化がありながら市内町づくり団体がそれぞれで観光の取り組みを行っており、

通過型観光にとどまっており経済効果が不十分である。 

そこで、観光プロジェクトを発足しており、八女市企画部商工振興課、八女市企画部定住対策課、八

女市企画部観光振興課、福岡県久留米中小企業振興事務所、一般財団法人八女伝統工芸館、茶のくに観

光案内所、八女福島観光協会、旅行会社、地元業者、外部有識者等をメンバーとする委員会を年４回開

催する。 

  委員会では経済的価値を生む滞在型観光に取組み、伝統的建造物群保存地区内での民間宿泊事業と連 

携し地元近隣商店街の参加も求めて、観光消費額の増加に関わっていく。 

歴史・文化・自然・食・体験をセットとして魅力的な観光開発事業も積極的に取組んで行く。取組に

あたって当所は他地域と差別化できる観光開発となるよう舵取り役を務め中心的な役割を果たしてい

く。 

         

②産業交流センター事業（年２回） 

新たな産業興しによる地域活性化を目指す為、八女ジビエプロジェクトと八女オリーブプロジェクト

の推進にあたり、産業交流センター運営委員会を設置する。新たな取り組みを行うにあたり各年度の事

業計画・報告における内容の精査や各プロジェクトで開発される商品の機能性や市場性、域内での波及

効果を協議するため、久留米大学御井学舎事務部地域連携センター、久留米信愛短期大学フードデザイ

ン学科、独立行政法人国立高等専門学校機構久留米工業高等専門学校生物応用化学科、株式会社久留米

リサーチ・パークバイオ事業部、株式会社福岡銀行県南地区本部、食品コンサルタントなどを招集し年

２回の委員会を開催する。本運営委員会で協議するプロジェクトの詳細は下記の通り。 

 

■八女ジビエプロジェクト（注２） 

福岡県の地域産業資源にも指定された「八女ジビエ」の更なる活用を行う為、例年開催している「八 

女ジビエマンス」の規模を拡大する。昨年は八女市内飲食店９店舗、久留米市内飲食店６店舗合計 
        （注３） 

合計１５店舗での開催であったが、参加者（消費者）からの評価が大変高く広域連携を含め久留米市 

内の参加店舗の拡充を行う。また、革の活用を行い余すことなく活用する取り組みも継続していく。 

現在、農林水産省においてもジビエの活用を推進する為の施策を公募しておりその後押しを受けなが 

ら本プロジェクトでの猪肉の安全・安心の確立と安定供給に向けた公設・民設処理場の新設に向けた調

整を行い、八女地域での産業化を加速化させる取り組みを支援していく。 

 
（注２） 

八女地域の農業者の営農意欲を低下させ耕作放棄地を増加させている野生鳥獣イノシシの利活用を目的に平成２４年

度から「八女ジビエプロジェクト」を開始。このプロジェクトは、産学官からなる連携体を組織し、イノシシ肉の機能

性やイノシシ肉活用、さらには皮の活用について協議を進めている。加工品ではイノシシカレー２種類、ハム、ソーセ

ージであり、革製品については現在試作中。また、毎年２月に期間限定で旬の猪肉を味わえる八女ジビエマンスを開催

し好評を得ている。さらに、各評価会や取材に積極的に対応、福岡デザインアワード入賞、農林水産省フードアクショ

ンニッポンアワード審査員特別賞など各賞受賞、Ｊ：ＣＯＭＴＶ、小規模企業白書にも掲載されている。 

 

（注３） 

八女産イノシシ肉を提供し、各店オリジナルのジビエ料理を期間限定で提供して頂く食のイベント。平成２４年から平

成２７年までは１０日間限定であったが、１０日間では複数店舗をまわることができない等の声が寄せられた為、平成

２８年からは期間を１ヵ月間に延長。 
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■八女オリーブプロジェクト（注４） 

現在、７生産農家でオリーブ（７５４本）定植し商品開発を進めている。 

現段階の商品化しているものは八女オリーブ石鹸・八女オリーブ茶であり、今後オリーブを搾 

油して八女産エキストラバージンオリーブオイルの商品開発や観光農園の設置や観光農園での体

験観光などの取組みを実施することで上記観光開発事業とアライアンスする。 

しかし、市内でのオリーブの植栽本数が少ないため、今後地元の理解者と共に新たなオリーブ増

殖定生産量拡大・規模拡大を推進していく為、生産者・加工業者との情報共有会議を立ち上げ（仮

称：オリーブ事業試作品開発部会）を開催し、栽培・収穫・試作品開発・商品開発に関する意見交

換を実施するほか、食品衛生専門家・デザイナーを交え全国展開できうる商品群とする為、調整役

に徹する。 

また、商工業者と農業者のマッチングを図り農商工連携・地域内連携による産業化に注力してい

く。 

 
（注４） 

農業を核とした新産業創出を行い地域の産業基盤を強化するためオリーブを地域資源として捉え八女ジビエプロジェ

クトとの連携や既存する地域資源、各企業が保有する技術を最大限活用できるオリーブに焦点を当てた事業を実施。全

国的にオリーブの生産が進んでいるが、八女茶の加工技術など既存産業の技術を応用できることや地域資源との組み合

わせにより地場産業振興が図れる新規作物であり食、美容、健康、観光に繋がる取り組みが期待できる。 

 

③商店街活性化・観光消費創出事業（年４回） 

 八女市商店街連合会傘下の清水町商店街、大正町商店会、紺屋町商店会、京町商店会は旧八女市中心 

部の八女市役所を取り囲み伝統的建造物群保存地区を含む歴史ある商店街で国の伝統的工芸品である八 

女福島仏檀・八女提灯の店舗や生活雑貨店、飲食店など７２店舗が営業を行っている。 

しかしながら、商店街北側にバイパスが開通し大型店舗やチェーン店が相次いで出店するなど、駐車 

場が手狭で低価格に対応できない小規模事業者の店舗は客を奪われている状況が続いている。 

 そこで、伝統的建造物群保存地区で計画が進んでいる古民家宿泊事業者や伝統工芸産業、自然の景観 

を活かし八女の魅力を最大限に活かした商店街活性化・観光消費創出事業を実施し、消費者が長く滞在 

できる体験型プログラムと連携やダイニングアウトの実施、インバウンド需要を見込んだキャッシュレ 

ス化を推進しながら商店街に資金が還流する仕組みづくりに積極的に関与していく。 

 本事業を推進するにあたり、八女市商店街連合会、清水町商店街、大正町商店会、紺屋町商店会、京 

町商店会、八女福島町並み保存会、八女本町筋を愛する会、ＮＰＯ八女空き家再生スイッチ、ＮＰＯ八 

女町家再生応援団、ＮＰＯ八女町並みデザイン研究会、八女ふるさと塾、一般財団法人ＦＭ八女（地域 

ＤＭＯ）、金融機関、電力会社などの地元企業をメンバーとして年４回の会議を開催する。 

 

④筑後・八女雇用問題協議会（年３回） 

小規模事業者等の経済状況、雇用失業情勢、労働環境等に関する現状の総合的把握と雇用安定、雇用 

改善に向けた調査研究や合同会社説明会の開催について、八女公共職業安定所、八女労働基準監督署、

福岡県筑後労働者支援事務所、筑後市役所、広川町役場、筑後商工会議所、八女市商工会、広川町商工

会等を構成メンバーとして会議を行っている。 

 本協議会では、平成３０年から合同会社説明会などを企画・実施しており、小規模事業者等の課題で

ある人材不足の解消や地域に人が残る仕組みづくりを整備することで地域活性化を目指すこととしてい

る。 

 小規模事業者が持続的に経営を行える基盤を雇用の面から考えていくことに焦点をあて継続的な取組

となるよう八女商工会議所、八女市としても積極的に関与している。 
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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ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまで当所では日本商工会議所、福岡県商工会議所連合会、中小企業基盤整備機構等が主催する階 

層別研修会に職員が参加し個人スキルの向上を図ってきたが、職員が各研修会に参加し学びを得た事の 

情報共有が全くできておらず個人スキルは向上しても組織としてのスキル向上に繋がっていないのが現

状である。このことより組織スキルの平準化が図られておらず、職員それぞれの対応能力に差が生じて

いる。今後、如何にして組織対応能力を向上させていくかが課題である。 

 

（２）事業内容 

 今後、多様化した相談ニーズに対応していくため当所では経営支援に関するノウハウを蓄積し、かつ 

経営指導員等で共有し「組織」としての問題の解決ができるよう下記の取り組みを実施する。 

 なお、各研修会には経営指導員等を中心に出席させるが知識・ノウハウ構築に偏りがでないようロー 

テーションを組むなど参加体制の整理を行う。 

 

①日本商工会議所主催の各種研修会やブロック別中小企業相談所長会議等において、全国の商工会議所

における支援事例や支援方法について情報交換を行う。（年１回） 

②福岡県南地区の商工会議所（久留米商工会議所、大牟田商工会議所、柳川商工会議所、大川商工会議

所、筑後商工会議所、朝倉商工会議所、八女商工会議所）専務理事会議、事務局長会議、中小企業相

談所長会議において小規模事業者への支援策や有効な支援内容等について情報交換を行う。（年４回） 

③福岡県筑後地区の商工会議所経営指導員が集まる「経営改善普及事業担当者会議」において、情報交

換の時間を設定し、支援ノウハウ、支援の状況、支援体制について情報交換を行う。（年４回） 

④八女市・八女市商工会との「八女市商工業振興会議」において八女市の商工業者支援に特化した情報 

交換や事業の共同開催等についての協議を行う。（年４回）   

⑤日本政策金融公庫との経営改善貸付制度協議会及び福岡県信用保証協会との研修会へ参加して、金融

情勢や国や福岡県の経済動向について情報交換等を行う。（年２回） 

⑥中小企業基盤整備機構や福岡県よろず支援拠点、地域金融機関、中小企業診断士等の専門家と連携し、 

相談からフォローアップまでを一貫して経営支援する。 

  

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

経営指導員等が的確なアドバイスや先進事例などの情報提供を行うことで小規模事業者が事業を拡大 

し収益力の向上が図れることが理想ではあるが、経営指導員等の個々の知識が平準化されていないため、

支援能力にばらつきが生じ組織としての対応ができていない状況である。 

小規模事業者が抱える資金繰り・販売促進・販路開拓等の様々な経営課題に迅速に対応することや収

益が低迷している小規模事業者に対しは、連携支援による経営改善が必要でありより高度な知識も要求

されることもあり経営指導員等の対応能力のレベルアップと平準化が求められている。 

 

（２）事業内容 

  経営改善普及事業及び小規模事業者の成長段階に応じたきめ細かい支援能力を身につける為、当所内 

での情報共有と支援ノウハウ強化に資する取り組みを実施する。 

 また、参加していない職員へ情報が行き渡るよう情報共有を行いながら支援能力の平準化を図る。 
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①研修会への参加 

小規模事業者の実態や現状を理解し、的確な診断・提案ができるように日本商工会議所が主催する小

規模事業者個社支援研修会や地域支援研修会への参加に加え、福岡県商工会議所連合会が主催する勤務

年数と業務内容に応じた基礎研修並びに専門研修、創業や経営革新に取り組む小規模事業者支援のため

に福岡県や中小企業基盤整備機構が開催する経営支援セミナー、中小企業大学校が主催する支援力向上

セミナー等に、経営指導員・補助員が年１回以上参加することで、小規模事業者に対し伴走型の個社支

援や地域支援、創業・経営革新支援等を行える支援能力の向上・習得を図る。 

 研修会に参加した職員は参加していない職員が人目見て理解できるよう要点を書面にまとめ各職員 

へ配布し情報の共有化を図る。 

  

②支援情報の共有化による資質向上 

情報共有・支援能力強化を目的として毎月１回の「情報共有会議」を設け、経営指導員、補助員、記 

帳専任職員参加のもと支援力の向上を図る。内容は各自が支援している小規模事業者の状況報告を行い

不足している情報についてはアドバイスを行いながら各職員のスキルアップを図る。 

     

③ＯＪＴの実施 

若手経営指導員等の巡回・窓口相談対応時にベテランの経営指導員１名が寄り添い OJT で小規模事業

者を支援する為の指導方法についてのアドバイス・助言を行う。また職務が変更になった場合も前任者

が寄り添いながら職員を指導することで引継ぎを容易にし、対応能力の向上を図る。 

 

④共有・支援情報の管理 

巡回・窓口時に支援した内容について、その都度経営カルテシステム内にデータとして蓄積する。 

蓄積するデータには、事業所名、相談者名、相談時間、相談種類（経営・労務・金融など）、相談内容、

指導内容を保存し紙ベースにて出力を行い経営指導員等毎に保管を行う。蓄積データや紙ベースの綴は

いつでも誰もが閲覧することができ担当者の不在や変更が生じた場合でもその情報をもとに的確な指導

ができるよう管理する。 

  

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 

 

  毎年度、本計画に記載の事業の実施状況については、八女市企画部商工振興課、法定経営指 

 導員、中小企業診断士等の外部有識者と商工業者代表による経営発達支援評価委員会を設け年２回開催 

 し報告するとともに、事業の目標、実施、成果の評価及び見直しについての検証を行う。 

  

（１）評価委員会に事業実施状況・経過・成果を報告し評価を求めるとともに問題点についての提示を受 

ける。 

（２）評価委員会で受けた評価・指摘された問題点については、法定経営指導員を中心として改善案・見

直し案を作成した上で正副会頭会議へ報告し、評価・見直しの方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し承認を受ける。 

（４）事業の見直しの結果については、必要に応じて経済産業局へ報告、変更等の承認を受ける。 

（５）事業の成果・評価・見直しの結果を八女商工会議所のホームページで公表する。 

（http://www.yamecci.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４年４月現在） 

（１）実施体制 
   経営発達支援事業の実施については、八女商工会議所中小企業相談所経営支援課の法定経営 

指導員１名、経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員４名の合計１０名と八女市企画部商工 

振興課と一体となって支援協力し遂行する。 

    

Ⅰ．経営発達支援事業  

 

１．地域の経済動向調査に関すること【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員２名】 

   ①国が提供するビッグデータの活用 

   ②ＬＯＢＯ調査（商工会議所景気観測調査）の活用 

   ③経営指導員等による地域経済動向調査       

  

２．経営状況の分析に関すること【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員２名・記帳専任

職員４名】 

   ①経営相談会・経営分析セミナーの実施 

   ②経営分析の実施      

 

 ３．事業計画策定支援に関すること 【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員２名・記帳

専任職員４名】 

   ①事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし 

   ②事業計画策定セミナー及び経営相談会の開催   

   ③事業計画策定支援               

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員２名・

記帳専任職員４名】 

   ①巡回等によるフォローアップと記録 

   ②フォローアップ会議の実施 

 

 ５．需要動向調査に関すること【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員２名】 

   ①福岡デザインアワードでの需要動向調査 

   ②ちくごバイヤービジネスマッチング会での需要動向調査 

  

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員

２名】 

   ①中規模展示会へ合同ブース設置 

②大規模展示会へ合同ブース設置 

   ③個別ビジネスマッチングの実施 

    

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組【法定経営指導員１名・経営指導員３名・補助員２名・記帳専任

職員２名】 

   ①八女福島観光事業 

②産業交流センター事業 

   ③商店街活性化・観光消費創出事業 
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   ④筑後・八女雇用問題協議会 

 

 

 事務局組織図 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   経営発達支援事業の実施体制 
 

                          

 

             

 

（２）法定経営指導員の関わり 
   ①法定経営指導員の氏名・連絡先 

    ■氏名 池内 一将 

        ■連絡先 八女商工会議所 経営支援課 ＴＥＬ ０９４３－２２－５１６１ 

     

②法定経営指導員の関わり 

    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。 

 

（３）連絡先 
住 所 〒834-0063福岡県八女市本村４２５番地２２の２ 

八女商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

ＴＥＬ ０９４３－２２－５１６１ ＦＡＸ ０９４３－２２－５１６４ 

Ｅ-mail info@yamecci.or.jp 

 

住 所 〒834-8585福岡県八女市本町６４７番地 

八女市 企画部 商工振興課 商工振興係 

ＴＥＬ ０９４３－２３－１１８９ ＦＡＸ ０９４３－２４－８００３  

Ｅ-mail syoukoushinko@city.yame.lg.jp 

 

 

 

専務理事 

事務局長 

中小企業相談所 経営支援課 

法定経営指導員１名 

経営指導員  ３名 

補助員    ２名 

記帳専任職員 ４名 

総務課 

 

一般職員１名 

 

八女市 

企画部 

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 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

必要な資金の額 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

 

 

地域経済動向調査事業 

 

経営分析事業 

 

事業計画策定等支援事業 

 

需要動向調査事業 

 

新たな需要の開拓等事業 

 

地域経済活性化事業 

 

 

 

300 

 

500 

 

1,000 

 

200 

 

1,500 

 

1,000 

 

300 

 

500 

 

1,000 

 

200 

 

1,500 

 

1,000 

 

300 

 

500 

 

1,000 

 

200 

 

1,500 

 

1,000 

 

300 

 

500 

 

1,000 

 

200 

 

1,500 

 

1,000 

 

300 

 

500 

 

1,000 

 

200 

 

1,500 

 

1,000 

（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 

 

 国補助金・福岡県補助金・八女市補助金、商工会費収入、各種事業収入等 

 

（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。 

 

 



- 23 - 

 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会及び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 
 

 

 


