
 
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
北九州商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

北九州商工会議所は、小規模事業者支援を通じて、人と物と夢があふれる「繁

盛するまち 北九州」の実現を目指す。そのために行政や金融機関等と連携し、

小規模事業者に寄り添いながら、伴走型経営支援に積極的に取り組んでいく。 

具体的には、企業のライフステージに合わせた連続性のある新たな支援方針（下

記【Ⅰ】【Ⅱ】【Ⅲ】【Ⅳ】）を明確にし、継続的に支援していき、5年間で経営分析

750 社、事業計画策定（創業、事業承継含む）520 社を目標とする。 

【Ⅰ】小規模事業者の売り上げ増大・販路拡大 

【Ⅱ】創業支援数、創業者数、創業者事業継続率の増加に向けた支援 

【Ⅲ】事業承継と後継者育成による永年継続企業育成 

【Ⅳ】商店街振興と産業観光推進による地域活性化 

事業内容 

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「指針③」 
（１）経営動向調査（２）景況調査（３）小規模事業者ヒアリングによる経済動向調査 

２．経営状況の分析に関すること「指針①」 
（１）商圏・商圏強度分析（２）競合分析（３）販売分析（４）外部環境分析（５）内部環境

分析（６）基本経営諸指標分析（財務・収支分析） 

 当所が作成するヒアリング分析シートにより、各小規模事業者の実態に合わせ、可能な分析

から実施。実施後、支援進捗レベル評価（5段階）を実施 

３．事業計画の策定支援に関すること「指針②」 
（１）経営理念（２）経営方針（３）事業目標（４）今後のプラン（取り組み）を構成内容と

する事業計画策定支援。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること「指針②」 
（１）経営指導員伴走支援による計画進捗管理支援（２）適宜、適切な専門家・支援機関へ取

り次ぎ、問題解決に誘導（３）創業者の事業継続支援（当所運営の新規創業者の会へ誘導） 

  ①月 1度以上の電話連絡及び窓口対応による進捗管理 

  ②四半期に 1度以上の巡回訪問による進捗管理・実地確認及びヒアリング 

５．需要動向調査に関すること「指針③」 
（１）当所主催商談会に出展した小規模事業者のニーズ（２）当所主催商談会に来場したバイ

ヤー企業(大手百貨店・スーパーなど)のニーズ（３）当所アドバイザー契約専門家（95 名）及

び契約 4 団体、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、地域金融機関、近隣商工会議所・商

工会が所有する需要情報（４）北九州市各種統計調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること「指針④」 
（１）食の商談会（２）（３）ビジネスマッチング商談会（４）モノづくり展示会出展支援（５）

北九州食のブランド「百万の息吹」（６）広報支援サイト「企業情報ネットワーク」（７）機械

金属関連業種マッチングサイト「機械金属データベース」（８）ビジネスマッチングサイト「ビ

ジネスモール」（９）マスコミプレスリリース支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
   １．商店街振興２．産業観光推進３．グローバル化への対応 

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２．経営指導員の資質向上 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みづくり 

連絡先 
北九州商工会議所 中小企業部 中小企業振興課 藤井・能美・里村 

北九州市小倉北区紺屋町 13－1 ℡093－541－0188 
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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 

【現状と課題】 

 当市は昭和 38 年旧五市が対等合併により誕生、平成 25 年に市制 50 周年を迎えたが、それぞれの

地域特性がいまだ色濃く残っている。1901 年官営八幡製鐵所操業開始以降、工業都市として発展し

てきた歴史があり、市内には、新日鐵住金、TOTO、安川電機、ゼンリン、トヨタ九州といった日本

を代表するメーカーが立地し、モノづくり企業城下町として発展、現在は産業観光推進の取り組み

に生かされている。 

  

他方、新日鉄全盛時には 106 万人だった人口も、現在は 97 万人であり、高齢化率（65 歳以上）が

27.2％と政令指定都市の中で最も進んでおり、若年者の比率が低くなっている。 

このような当市状況の中、商業・サービス業小規模事業者の外部環境での問題は、人口減少によ

る消費者購買力の低下、郊外型大型店舗の進出による競争の激化があげられる。従来の「どんぶり

勘定」「成り行き」経営体質からの脱却が急務である。また、内部環境での問題は、経営者の高齢化・

後継者不足があげられる。それによる廃業が増加しており、それを補うだけの創業者が出ておらず、

事業所の減少及び新陳代謝の鈍化が当市地域内での課題である。 

 

次に、製造業小規模事業者に焦点を当てると、前述したように、当市は、工業都市・モノづくり

企業城下町として発展してきた背景から、モノづくり分野研究開発などの支援機関は充実し、永年

の実績に裏打ちされた技術を持った企業が多数ある。しかし、技術を活かした販路開拓や経営者の

高齢化・後継者不足による事業承継問題に直面している企業が多く、培ってきた実績・技術の承継

が課題となっている。 

 

【今後の取り組み・目標】 

以上のような状況を踏まえ、北九州商工会議所は、小規模事業者支援を通じて、人と物と夢があ

ふれる「繁盛するまち 北九州」の実現を目指す。そのために福岡県、北九州市、地域金融機関や

その他支援機関と連携して、小規模事業者に寄り添いながら、その経営資源を有効に活用し、円滑

かつ着実な事業運営を確保するための伴走型経営支援に積極的に取り組んでいく。 

 

具体的には、上記課題の解決に焦点を当て、企業のライフステージに合わせた連続性のある新た

な支援方針（下記【Ⅰ】【Ⅱ】【Ⅲ】【Ⅳ】）を明確にし、継続的に支援していく。 

支援体制は、旧五市にサービスセンター(SC)を設置、SC 職員が地域内の小規模事業者の巡回訪問・

窓口対応支援し、信頼関係の構築を強化する。本所中小企業振興課では、当事業推進のためのセミ

ナー・展示商談会企画及び専門相談に対応するための専門家及び支援機関との連携を強化し、各 SC

が実施する支援をバックアップする。 

 

【Ⅰ】小規模事業者の売り上げ増大・販路拡大 

各職員が重点支援小規模事業者を選定し、事業計画作成支援に重点を置いた伴走型支援による売

り上げ増大を目指す。 

また、当会議所主催又は関係機関と連携した各種商談会など（Ⅰ．６.【新たな需要の開拓に寄与

する事業に関すること】指針④参照）を通じて販路開拓を支援する。特に、商談会に不慣れな小規

模事業者に対しては、準備段階で効果的な商談ブースの作成や展示コーナーの作り方について、個

別支援を実施し、商談件数増加を目指す。 

 

【Ⅱ】創業支援数、創業者数、創業者事業継続率の増加に向けた支援 

創業塾・窓口相談を通じ、創業計画策定支援を行う創業支援者数の増加。支援者数増加による創

業者の増加。創業後の伴走支援による、事業継続率の増加を図る。 

 

【Ⅲ】事業承継と後継者育成による永年継続企業育成 

事業承継に関する実態調査を行い、現状を分析するとともに、個別支援事業者には最もふさわし

い承継方法による承継計画を策定、実行支援を行う。後継者のある事業者には後継者育成支援を行

い、各小規模事業者の永年継続に努める。 

残念ながら転廃業せざるを得ない小規模事業者については、福岡県事業引き継ぎ支援センターと

連携し、開廃業のマッチングを行い、地域経済の新陳代謝を進めていく。 

 

【Ⅳ】商店街振興と産業観光推進による地域活性化 
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商店街振興においては、旧五市にそれぞれ特徴のある商店街が存在する。地域特性や地域資源を

活かした独自の活性化プランを商店街関係者・各 SC・行政と連携し作成、地域経済活性化に努める。

また、商店街毎のプレミアム商品券発行支援による面的支援と上記【Ⅰ】【Ⅱ】【Ⅲ】による個者支

援を実施する。 

産業観光推進では、当会議所、北九州市、北九州市観光協会の 3 者で設置した「産業観光センタ

ー」を活用し、さらに連携を深めている。行政と地域経済界代表である当所が方針を統一させ、産

業観光による交流人口・消費金額を増加させることを目標に、地域活性化に資する面的支援を実施

する。 

 

※ 経営発達支援事業で新たに見直した当所支援方針・目標フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※繁盛するまち北九州…当会議所の利島康司会頭が 2013 年 11 月の会頭 2 期目の就任に際して提唱

した北九州商工会議所が目指すスローガン。 

 北九州市は官営八幡製鉄所の操業開始以来、モノづくりのまちとして繁栄してきた歴史があり、

現在も自動車や環境、エネルギー関連を中心に幅広い製造業が集積している。 

市内小規模事業者の売上増加・収益確保

需要・販路開拓支援 

経
営
発
達
支
援
事
業
（
経
営
改
善
普
及
事
業
の
見
直
し
） 

地域経済の活性化「人と物と夢があふれる『繁盛するまち 北九州』の実現」 

経営指導員巡回・窓口支援 

伴
走
支
援

創業希望者 市内小規模事業者 
重点支援小規模事業者

セミナー・商談会 

広報・マッチングWEBサイト 

経営状況分析 750社/実施期間 

 ヒアリング分析シート（事業所レベル評価 5段階） 

商圏・商圏強度分析、競合分析 
販売分析（季節指数・ABC分析・マージンミックス分析）
外部環境分析（PEST・3C分析）、内部環境分析 
基本経営諸指標分析（財務分析・収支分析） 

面的支援（商店街振興、産業観光推進）

専門家・支援機関と連携 

ステップアップ支援（経営革新、事業承継、知的資産経営、サービス産業生産性向上計画作成支援 

5S 導入支援、モノづくり経営支援（生産・工程管理技術向上支援） 

周辺地域商工会議所・商工会、支援機関、地域金融機関と連携

地域経済・需要動向調査等提供 

事業計画の策定（創業計画・事業承継計画含む）520社/実施期間 
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 そこで北九州市がこれから飛躍的に活性化するためには、世界レベルの技術を駆使して、他都市

が真似できない素晴らしい商品を開発・生産して販売し、それによって商業、農林水産を含めた全

産業が元気なろうという構想。産業観光にも力を入れ、市外からも多くの観光客を呼び込むことに

よって、街に人と夢があふれている賑わいを目指す取り組み。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 27 年 4 月 1日～平成 32 年 3 月 31 日） 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１.【地域の経済動向調査に関すること】指針③ 

  ＜現状＞ 

  当所では、4半期に 1度下記（１）経営動向調査と（２）景況調査を実施している。 

  また、各経営指導員は、巡回・窓口対応時に随時に各企業の経営動向をヒアリングしている。 

  ＜課題＞ 

・（１）（２）に共通する課題は、規模別集計で小規模事業者枠の集計をしてないこと。経営相 

談時の提供資料として活用できてないこと。 

・各経営指導員が巡回・窓口対応で随時、収集している情報が内部で共有化できていないこと。

＜今後の取り組み＞ 

・上記課題を踏まえ、（１）（２）の実施方法を改善（下記 改善内容参照）する。 

・上記課題を踏まえ、新たに各経営指導員の収集情報を共有化する取り組み下記（３）を実施

する。 

 ・地域の経済動向を定期的に調査・分析することにより、地域の小規模事業者を取り巻く内部 

環境や外部環境を整理し、経営相談時に提供する。 

（事業内容） 

（１）経営動向調査（拡充実施） 

   実施時期：4半期毎 

   対象企業：1,000 社 内小規模事業者 350 社 

   調査項目：売上高・経常利益・販売価格（受注単価）・業界景気動向・資金繰り状況・ 

金融機関からの借入・製品または商品在庫・設備投資額・雇用状況・ 

所定外労働時間・現状課題 

※上記に加え、建設業は、受注残月数 

       製造業は、受注残月数、操業度が加わる 

   手段  ：郵送・メールによるアンケート 910 社 

        職員巡回によるヒアリング調査 90 社 

   活用方法：①調査結果から、業種別、企業規模別の売上 DI 値、経常利益 DI 値、業況判断 DI

値を算出し、その分析結果を当所機関紙・HP で提供 

        ②小規模事業者の事業計画策定支援等の経営相談時に分析結果を提供、参考資料

として、相談企業の外部・内部環境判断に使用 

   改善内容： 従来、DI 値算出、分析を従業員数（300 人以上、100 人以上 299 人以下、99 人

以下）により実施していた。これを、中小企業基本法に沿った大企業・中小企

業・小規模事業者での算出・分析に改善する。これにより、明確に小規模事業

者の経営動向把握が可能となるとともに小規模事業者経営相談時により活用し

やすい参考資料として提供できるようになる。 

 

（２）景況調査（拡充実施） 

   実施時期：4半期毎 

   対象企業：90 社 内小規模事業者 66 社 

   調査項目：売上高・客単価・利用客数・資金繰り・仕入単価・経常利益・従業員数・ 

外部人材数・業況（自社）・長期資金借入難度・短期資金借入難度・借入金利・ 

新規設備投資・経営上の問題点 

   手段  ：職員巡回によるヒアリング調査 90 社 

   活用方法：調査結果から、業種別、企業規模別の売上 DI 値、経常利益 DI 値、業況判断 DI 調

査項目毎 DI 値を算出し、その分析結果を小規模事業者の事業計画策定支援等の経

営相談時に分析結果を提供、参考資料として、相談企業の外部・内部環境判断に 

使用 

   改善内容：従来、調査・分析結果は、中小企業としての枠内で実施していた。今後は、新た 
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に小規模事業者のくくりでの調査項目の集計を追加する。 

これにより、明確に小規模事業者の景況把握が可能となる。また、調査・集計結 

果は当所内部での景況把握材料のみの使用に留まっていたが、今後は、小規模事 

業者経営相談時に参考資料として提供する。 

 

（３）小規模事業者に対するヒアリングによる経済動向調査の共有化（新規） 

   実施時期：随時（職員相談対応巡回・窓口対応時にヒアリング実施） 

   対象企業：10 社/月 120 社/年 

（各 5地区の SC で 2 件/月、経営相談対応する小規模事業者より選定し、報告） 

   調査項目：売上高・経常利益・販売価格（受注単価）・業界景気動向・資金繰り状況・金融機

関からの借入・製品または商品在庫・設備投資額・雇用状況・所定外労働時間・ 

現状課題 

※上記に加え、建設業は、受注残月数 

       製造業は、受注残月数、操業度が加わる 

   活用方法：小規模事業者事業計画策定支援等の経営相談時に動向収集情報を提供 

   実施内容：従来、経営相談対応時に上記内容の情報収集は各職員が行っていたが、その内容 

        は各職員個人の経済動向把握に留まっていた。今後は、月に 1度、内部会議での 

報告を義務付け、情報の共有化を図る。 

        これにより、上記（１）（２）の四半期毎の調査に加え、1 ヶ月単位での情報が加

わり、その内容を小規模事業者経営相談時の新たな参考情報として提供すること

が可能となる。 

 （定数目標）                                    

事業 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

 

上記（１） 

800 社 
四半期毎 

1,000 社 
内小規模 350 社

四半期毎 

1,000 社 
内小規模 350 社

四半期毎 
 

1,000 社 
内小規模 350 社

四半期毎 
 

1,000 社 
内小規模 350 社 

四半期毎 
 

1,000 社 
内小規模 350 社

四半期毎 

 

上記（２） 

 

90 社 
四半期毎 

90 社 
内小規模 66 社 

四半期毎 

90 社 
内小規模 66 社 

四半期毎 

90 社 
内小規模 66 社 

四半期毎 

90 社 
内小規模 66 社 

四半期毎 

90 社 
内小規模 66 社 

四半期毎 

上記（３）   ― 

 

120 社 120 社 120 社 120 社  120 社 

 

２.【経営状況の分析に関すること】指針①（拡充実施） 

 ＜現状＞ 

 当所では、経営相談対応時、「小規模事業者経営改善資金貸付」推薦時、持続化補助金申請書作

成支援時などに、各経営指導員が必要な経営分析をそれぞれが実施してきた。しかし、それは結 

果として実施しているもので、伴走支援の中で明確に経営分析を意識し、実行しているものでは 

ない。 

 ＜課題＞ 

 ・連続性のある支援方針を明確にしておらず、伴走支援中の経営分析の位置づけに対する意識が 

  各経営指導員間で無い、もしくは、ばらつきがあること。 

 ・各経営指導員の能力又は判断により、分析内容にばらつきがあり、不十分な場合があること。 

 ・各経営指導員の分析手法及び結果を組織として詳細には把握できていないこと。 

 ＜今後の取り組み＞ 

 上記課題を踏まえ、今回の経営発達支援計画で目標とする連続性のある伴走支援の中での経営 

分析の位置づけを明確にする。経営状況分析に当たっては、新たに統一様式のヒアリング分析シ 

ートを作成し、分析を実施する。 

 （事業内容） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談を通じて、経営分析に取り組 

む小規模事業者を発掘し、経営分析を行う。また、「小規模事業者経営改善資金貸付」「小規模事 

業者経営発達支援融資」推薦・斡旋者を対象に経営分析を実施、効果的な資金利用による経営改 

善・発達をめざす。また、経営分析の必要性を周知する経営セミナーを四半期に 1度ペースで開 

催し、分析に取り組む小規模事業者の掘り起こしに取り組む。 

必要に応じて、専門的な分析は、当所が契約している中小企業診断士などの専門家、（独）中小

企業基盤整備機構九州本部、福岡県、北九州市、地域金融機関や大学、日本政策金融公庫、福岡

県信用保証協会、その他支援機関と連携する。 
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目標：（１）経営計画策定の準備段階と位置づけ、計画策定につながる分析結果を出すこと 

   （２）支援小規模事業者の現状を把握し、適切な伴走支援内容の選定材料とできる分析結

果を出すこと 

   （３）「小規模事業者経営改善資金貸付」「小規模事業者経営発達支援融資」推薦・斡旋者

の効果的な資金利用に資する分析結果を出し、経営改善・発達につなげること 

（定数目標） 

分析項目：（１）商圏・商圏強度分析 

       （２）競合分析 

       （３）販売分析 

         ①季節指数 

②ABC 分析 

③マージンミックス分析 

     （４）外部環境分析（PEST・3C 分析） 

       （５）内部環境分析 

     （６）基本経営諸指標分析（財務分析・収支分析） 

    ※小規模事業者の実態に合わせ、基本必要項目（現・預金、流動比率、売掛金月数、 

在庫月数、借入金月数、自己資本比率、売上高、売上高総利益（率）、営業利益（率）、

当期利益（率）、生活費・最終納税額など）で分析 

手段：小規模事業者の巡回・窓口経営・融資相談時の初動対応に使用する上記分析項目を網羅 

した統一様式のヒアリング分析シートを作成し、分析する。小規模事業者毎の実態に合

わせ、分析できる項目のみ実施する。初動ヒアリングにより、小規模事業者を 5 段階の

進捗レベル分けし、今後の支援内容を明確にする。 

   必要に応じて、当所と契約している 95 名の専門家及び契約 4団体（福岡県弁護士会北 

九州部会、福岡県司法書士会北九州支部、福岡県技術士会北九州地区、北九州テクノサ 

ポート）、支援機関と連携し、分析シートを作成する。 

活用方法：（１）商圏・商圏強度分析 

         → 既存商圏内での効果的なチラシ配布やポスティング戦略策定への活用 

     （２）競合分析 

         → お客様視点での自社分析に活用 

     （３）販売分析 

      ①季節指数 → 繁忙期・閑散期の確認（繁忙期に確実に稼げているか）に活用 

        ②ABC 分析 → 売れ筋商品・死に筋商品の確認に活用 

        ③マージンミックス分析 → 収益構造の確認に活用 

 

       （４）外部環境分析（PEST・3C 分析） 

       （５）内部環境分析 

       （６）基本経営諸指標分析（財務分析・収支析） 

    → 経営内容現状把握及び支援優先度の確認に活用 

 

ヒアリング分析シート活用方法（新規）： 

（１）経営計画策定の準備資料として活用する。 

   （２）「小規模事業者経営改善資金貸付」「小規模事業者経営発達支援融資」効果的な資金利 

用となる推薦・斡旋につなげる調査資料として活用する。 

 （３）今後の経営支援内容を選定する、進捗レベル評価に活用する。 

 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

窓口・巡回

訪 問 件 数

（社） 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

 

3,000 

セミナーに

よる周知人

数 

 

  ― 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

経営分析件

数（社） 

 

― 

 

 

100 

 

125 

 

150 

 

175 

 

200 

SWOT分析

SWOT分析 小規模事業者の強み確認に活用 →
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 （経営発達支援事業進捗レベルと支援内容） 
進捗 

レベル 
評価後の支援内容 

1 信頼関係構築 

2 経営分析の重要性の周知、分析への説得 

3 経営分析の実施、資金繰り表作成支援 

4 事業計画策定支援、小規模事業者持続化補助金申請書作成支援 

小規模事業者経営改善資金貸付推薦、小規模事業者経営発達支援融資斡旋 

5 販路開拓（売上増加）支援 

経営革新、事業承継、知的資産経営、サービス産業生産性向上計画作成支

援、5S 導入支援、モノづくり経営支援（生産・工程管理技術向上支援） 

 

＜北九州地域内小規模事業者の実態に応じた支援＞ 

（１） 地域内の商業・サービス業、その他（機械・金属系製造業以外）の小規模事業者の実態 

を鑑みると、当計画実施期間での支援は、上記進捗レベル 1.2.3 が主体となることが予想 

される。それに対応すべく、経営指導員の資質向上、支援方針の統一を図り、1件でも多く、

レベル 4.5 の支援事業者へ引き上げることをめざす。 

 （２）地域内の機械・金属系製造業小規模事業者の実態を鑑みると当計画実施期間での支援は、 

    上記進捗レベル 3.4.5 が主体となることが予想される。それに対応すべく、経営指導員の 

    資質向上と専門家、支援機関との連携を強化する。 

 

３.【事業計画策定支援に関すること】指針② 

  A.創業計画策定支援（拡充実施） 

   ＜現状＞ 

 当所では、創業支援を地域活性化のための重要な業務と位置づけており、窓口対応、創業塾、

創業交流会（創業希望者と創業達成者の交流会）による支援対象者掘り起こしを実施している。

また、創業後のフォローアップ体制の充実にも取り組み、新規創業者の会（創業 5年以内の 

経営者を集めた異業種勉強会）を運営している。よって、当所支援により創業した小規模事業 

者の事業継続率は、全国平均より高い数値となっており、当所支援業務の大きな強みとなって 

いる。 

 ※当会議所の創業者支援について…創業後、５年後には 18％、10 年後には 30％の事業者が廃

業している(中小企業白書 2011 より)が、当会議所支援事業者の廃業は、５年後には 7.5％、

10 年後には 16.6％に留まっている。 

＜課題＞ 

 ・若手経営指導員・補助員への支援ノウハウの伝達が不十分であること 

＜今後の取り組み＞ 

 ・新たに上記１．２で取り組む内容を創業計画策定支援に活かし、充実を図る 

 ・ベテラン経営指導員による若手に対する OJT の強化 

 ・若手経営指導員を対象にした創業支援内部研修会の開催（新規） 

（事業内容） 

 （１）支援対象：創業希望者 

 （２）目  標：創業希望者の創業達成、事業継続に資する創業計画策定 

（３）事業計画策定内容： 

①経営理念（創業の動機・目的を明確に） 

       ②経営方針（取扱商品・サービス、セールスポイントを明確に） 

       ③資金計画（必要資金を明確にし、資金余裕を持たせた計画に） 

       ④事業目標（現実的な目標計画に） 

       ⑤販路開拓（売上確保）方法の具体化 

（４）手  段：経営指導員が伴走支援しながら、必要に応じ、当所と契約している 95 名の

専門家と 4契約団体及び金融機関と連携し、取り組む。 

 

  B.小規模事業者事業計画策定支援（拡充実施） 

   ＜現状＞ 

   当所では、小規模事業者経営改善貸付推薦時の資金繰り表作成支援に始まり、小規模事業者 

持続化補助金申請時の事業計画策定支援、経営革新計画作成支援を実施している。また、年に 

１～２度経営革新支援セミナーを開催し、支援対象者の掘り起こしを図っている。 

     

伴 
走 
支 

援 
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   ＜課題＞ 

  ・当所では連続性のある支援方針が明確になっておらず、希望者があれば対応するという受 

動的支援に留まっている。 

   ・小規模事業者経営改善貸付推薦時支援では、資金繰り表作成支援に留まり、推薦後の事業 

改善に資する事業計画策定支援にまで至っていない。 

   ・経営革新支援セミナーを開催し、掘り起こしをしているが、経営革新計画は小規模事業者 

にはハードルが高く、申請に至っていない。 

   ＜今後の取り組み＞ 

    上記課題を踏まえ、今回の経営発達支援計画で目標とする連続性のある伴走支援を実行す

るため、ターゲットとする事業計画策定支援対象者を明確にし、能動的な支援方針を周知し、

取り組む。事業計画内容においては、小規模事業者持続化補助金の事業計画書を参考にし、 

小規模事業者が取り組みやすい内容とする。経営革新計画は、ここでいう事業計画策定を達 

成した事業所のステップアップ支援として位置づけ、取り組む。 

（事業内容） 

・上記２．の経営分析シートで進捗レベル 3（経営分析の実施）に到達し、充分な分析を達成

した小規模事業者を対象に事業計画の策定に取り組む。 

・計画策定に当たっては、上記１．「経営動向調査」「景況調査」「小規模事業者ヒアリング経

済動向調査」の結果を参考資料として提供し、地域動向を反映したものになるよう支援す 

る。 

・計画策定は、売上増加を目標とするが、自社風土の確立、目指すべき姿を明確にするため、

ほとんどの小規模事業者が持っていない経営理念の作成にも取り組む。 

・事業計画策定の必要性を周知する経営セミナーを四半期に 1度ペースで開催し、策定に取 

り組む小規模事業者の掘り起こしに取り組む。 

  

（１）支援対象：①経営分析シート及び経営セミナー参加者で進捗レベル 3（経営分析の実施）

に到達し、充分な分析を達成した小規模事業者 

       ②小規模事業者経営改善貸付及び小規模事業者経営発達支援融資を利用した 

事業者 

（２）目標：①上記①対象者が１．経済動向、２．分析結果を反映させ、販路開拓（売上増加）

方法を明確にした事業計画策定 

      ②上記②対象者の効果的な資金利用による経営改善・発達に資する事業計画策定 

（３）事業計画策定内容： ①経営理念 

            ②経営方針 

            ③事業目標 

            ④今後のプラン（取り組み）→販路開拓（売上増加）方法の具体化

（４）手段：経営指導員が積極的に策定を促し、伴走支援しながら、必要に応じ、当所と契約 

      している 95 名の専門家と 4契約団体と連携し、取り組む。 

 

  C.事業承継計画策定支援（拡充実施） 

   ＜現状＞ 

   機械・金属系業種の小規模事業者の多くが直面している事業承継の問題は、当地域の特徴で

ある。それを支援するため、事業承継セミナーを開催し、事業承継に必要な項目を周知してい

る。また、随時巡回・窓口相談対応、専門家派遣による対応は実施してきた。しかし、小規模

事業者の具体的な計画策定には至っていない。 

＜課題＞ 

・計画策定実績が無く、各経営指導員にノウハウがない。 

・計画策定支援先としての体制が整っていない。 

・事業者が事業承継計画作成の意義・重要性に対する認識が低い。 

＜今後の取り組み＞ 

・福岡県事業引き継ぎ支援センターとの連携（新規） 

（出張相談窓口第１・３水曜日１３時～１７時開設） 

   ・上記出張窓口相談の同席による支援ノウハウ習得（新規） 

   ・開設予定の福岡県後継者バンクとの連携（新規） 

   ・経営指導員巡回・当所 HP・機関紙、DM による出張窓口相談開設の周知（新規） 

   ・セミナー開催による事業承継計画作成の意義・重要性の周知（拡充実施） 
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（事業内容）  

（１）支援対象：主に機械・金属系業種の小規模事業者 

（２）目標：事業承継に資する計画策定による事業継続及び技術の伝承 

（３）事業計画策定内容：事業承継方法（手法） 

             後継者育成計画 

             承継後の事業計画策定 

①経営理念 

              ②経営方針 

              ③事業目標 

              ④今後のプラン（取り組み）→販路開拓（売上増加）方法の具体化 

（４）手段：セミナーの開催、巡回・窓口対応による支援者掘り起こしと出張窓口相談への誘 

導を行う。また、経営指導員が積極的に伴走支援しながら、必要に応じ、当所と 

契約している 95 名の専門家と 4契約団体と連携し、出張窓口相談外の対応を補填

する。 

 

 （上記 A.B.C 支援の定数目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナーに

よる周知人

数 （ A.B.C

トータル） 

 

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

A.創業計画

策定者数 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

B.事業計画

策定事業

者数（社） 

 

14 

 

 

25 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

C.事業承継

計画策定

数 

   

  － 
 

１ 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 

４．【事業計画策定後の実施支援に関すること】指針②（拡充実施） 

  ＜現状＞ 

   A.創業計画策定支援後の実施支援 

 新規創業者の会（創業 5年以内の経営者を集めた異業種勉強会）を運営 

 担当した経営指導員によるフォロー 

B.小規模事業者事業計画策定支援後の実施支援 

 担当した経営指導員によるフォロー 

C.事業承継計画策定支援後の実施支援 

 セミナー参加者へのアンケート調査及び計画策定誘導のための連絡 

  ＜課題＞ 

  ・当所支援業務としての事業計画策定後の経営指導員に求める実施支援内容項目が明確になっ 

ていない。 

  ・連絡頻度の明確な取り決めをしておらず、各経営指導員間でばらつきがある。 

  ＜今後の取り組み＞ 

上記課題を踏まえ、今後の計画策定後の実施支援は、支援内容を明確（統一）すると共に、 

最低接触頻度回数を取り決める。これにより、出来る限り小まめに対象者と連絡を取り、伴走 

支援による計画進捗管理を実施し、適宜必要な支援を選定することにつきる。 

（事業内容） 

（１） 目標：策定された計画が計画通り実行され、想定した売上増加（販路開拓）を達成する

こと。 

（２）支援内容：①経営指導員が伴走支援し、計画の進捗管理を行う。 

        ②計画と実行のズレや進んでいない点を経営者と共に確認する。 

        ③計画の修正が必要になった場合は、修正支援をする。 

        ④実行に当たって必要に応じ、適切な専門家・支援機関と協働で、問題解決へ

         導く。 

         ⑤特に創業計画を策定し、創業した者は、当所が創業者の事業継続を目的に 
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運営する創業者勉強会（新規創業者の会）に誘導、継続支援する。 

 （３）頻度：①月 1度以上の電話連絡及び窓口対応による進捗管理をする。 

       ②四半期に 1度以上の巡回訪問による進捗管理・実地確認及びヒアリングを行う。

 

（上記 A.B.C 支援の定数目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

A.創業計画

策定者フォ

ロー数（社） 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

B.事業計画

策定事業

者フォロ

ー数（社） 

 

14 

 

 

14 

 

25 

 

30 

 

40 

 

50 

C.事業承継

計画策定

事業者フ

ォロー数

(社) 

   

  － 
 

－ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

 

５．【需要動向調査に関すること】指針③（新規） 

  ＜現状＞ 

   当所では、地域企業の販路開拓・ビジネスマッチングに寄与するため商談会や広報支援事業 

を実施してきたが、それらを拡充・新規実施するための材料とするための需要動向調査は特に 

実施しておらず、当所内部情報から担当部署の経験で対応してきた。 

  ＜課題＞ 

   新たな需要の開拓に寄与する事業を拡充・新規実施を検討するための手段を持ちえていなか 

ったこと。 

  ＜今後の取り組み＞ 

   上記課題を踏まえ、当所主催で開催する商談会に参加した出展者及びバイヤー側企業（大手

百貨店・スーパーなど）に対し需要動向調査を実施し、参加者のニーズを正確に把握する。ま

た、北九州市各種統計調査や当所アドバイザー契約専門家（95 名）及び契約 4団体、日本政策

金融公庫、福岡県信用保証協会、地域金融機関、近隣商工会議所・商工会から収集した需要動 

向情報を新たな需要の開拓に寄与する事業の拡充・新規実施企画検討に活かす。 

    

 （事業内容） 

（１）調査項目：①当所主催商談会に出展した小規模事業者のニーズ 

         ②当所主催商談会に来場したバイヤー企業（大手百貨店・スーパーなど）の 

ニーズ 

③当所アドバイザー契約専門家（95 名）及び契約 4団体、日本政策金融公庫

  福岡県信用保証協会、地域金融機関、近隣商工会議所・商工会が所有する 

需要動向情報 

        ④北九州市各種統計調査 

（２）手段  ：①②は当所主催の商談会開催時にアンケート調査を実施。 

          ③は各経営指導員が経営相談における専門家派遣帯同時に各専門家からヒア 

リングし、情報収集。 

         ④は北九州市各種統計調査により、情報の収集・整理・分析。 

（３）活用方法：新たな需要の開拓に寄与する事業の拡充・新規実施企画検討材料として活用 

する。 

  （定数目標） 

  

 

   

内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

アンケート 

調査数（社） 

 

 

－ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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６.【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】指針④ 

  ＜現状＞ 

   北九州地域内企業の需要開拓を目的に下記（１）（２）（３）（４）（５）（６）（８）（９）の事

業を実施している 

  ＜課題＞ 

① 当所小規模事業者伴走支援の中での下記事業の位置づけが明確になっておらず、連続性のあ
る支援の一部としての取り組みになっていない。 

② 拡充実施又は新規実施を検討する根拠とする材料が不十分である。 
③ 機械・金属関連業種小規模事業者の需要開拓に資する取り組みが不十分。 
 ＜今後の取り組み＞ 

  上記課題①に対し、連続性のある小規模事業者支援の一環であることを経営指導員に周知し、

意識を統一させ、小規模事業者の参加・利用件数を意識しながら取り組む。 

  具体的には、事業計画策定が終了し、上記２．の支援進捗レベル 5まで到達した小規模事業 

 者を主な対象とし、策定した事業計画の目標達成を支援するため、需要開拓に寄与する当所主 

催またはその他支援機関と連携した展示会・商談会への出展機会を提供する。さらに、出展し 

た小規模事業者で事業分析、事業計画策定ができていないものは、その重要性の周知・説得を 

行い、取り組みを促す。また、ビジネスマッチングに資する WEB サイトの提供や紹介により、 

需要開拓の機会を提供する。これらの事業を通じて、小規模事業者の販路開拓・売上増加の一

助となることを目指す。 

  上記課題②に対し、５．【需要動向調査に関すること】で新たに実施する調査を今後の拡充又

 は新規実施企画検討材料として加える。 

  上記課題③に対し、新たに下記（７）機械金属関連業種マッチングサイト「機械金属データ 

 ベース」の提供（当所運営サイト）を開始する。 

   

（事業内容） 

（１）食の商談会（当所主催）・拡充実施 

  支援対象：九州・山口の一次・二次産品を生産している小規模事業者・中小企業者 

  目標  ：食に関する商品を販売する小規模事業者の需要開拓による販路開拓・売上増加 

       出展企業数 80 社（小規模事業者出展率 80％） 

       来場者数  350 人、商談件数 80 件 

  内容手段：一次・二次産品事業者を一堂に集め、食に関連するバイヤー及び事業者との商談 

       の機会を提供する。出展者及びバイヤー等の来場者募集に関し、他支援機関と連 

       携し、実施する。出展する小規模事業者に対し、準備段階においても効果的な商 

       談資料の作成や展示コーナーの作り方について、セミナーや実務専門家による個 

別支援を実施する。 

  連携機関：九州・山口地域内商工会議所・商工会、（独）中小企業基盤整備機構九州本部、福

岡県、（公財）福岡県中小企業振興センター、北九州市、福岡県中小企業団体中央

会、㈱日本政策金融公庫北九州支店・八幡支店、福岡県信用保証協会北九州支所 

（２）ビジネスマッチング商談会（当所主催）・拡充実施 

   支援対象：北九州周辺地域の小規模事業者 

  目標  ：小規模事業者の販路拡大・売上増加 

       顧客ニーズの把握 

        自社商品の改善点の把握 

        バイヤー企業 4～5 社 

       商談小規模事業者 25 社～30 社 

  内容手段：大企業に比べ経営資源が乏しく営業力不足であるが優れた商品・製品を有してい 

る小規模事業者が、地元の大手百貨店・スーパーのニーズを踏まえ商談する。 

バイヤー企業から商談希望業種・商品等をヒアリングし、対象企業（主に北九州 
近隣の小規模事業者に案内）申し込み企業の中からバイヤーが商談先を選定する 
ことにより実施する。商談先案内に関しては、北九州近隣の商工会議所・商工会 
の協力を仰ぎ、連携して実施する。  

連携機関：北九州近隣の商工会議所・商工会、福岡県 

 

（３）ビジネスマッチング商談会出展支援（他機関と連携）・拡充実施 

   支援対象：北九州市内小規模事業者 

   目標  ：小規模事業者の販路拡大・売上増加 

        顧客ニーズの把握 
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       自社商品の改善点の把握 

        参加企業数 20 社/年 

  内容手段：福岡商工会議所が主催し、業種ごとに定期的に開催されるバイヤー企業との商談 

会を当所 HP、機関紙、DM により紹介する。参加する小規模事業者には、出展料 8,000

円（税抜）の内、3,000 円(税抜)を補助する。 

  連携機関：福岡商工会議所 

 

（４）モノづくり展示会への出展支援（他機関と連携）・拡充実施 

  支援対象：機械・金属関連業種製造小規模事業者 

   目標  ：小規模事業者の販路拡大・売上増加 

       顧客ニーズの把握 

        自社商品の改善点の把握 

        参加企業数 6社/年、商談件数 70 件 

内容手段：北九州市内又は福岡県内で開催されるモノづくり大規模展示商談会への出展を支 

     援する。当会議所が複数社の小規模事業者が展示できるブースを設置し、参加企 

業には割安な参加料を設定することで、これまで出展の機会がなかった小規模事 

業者に全国各地の関係者と幅広く商談できる場を提供する。 

   連携機関：（公財）西日本産業貿易コンベンション協会など 

 

（５）北九州食のブランド「百万の息吹」（当所運営）・拡充実施 

  支援対象：北九州市内で一次・二次産品を生産している小規模事業者・中小企業者 

  目標  ：小規模事業者の販路拡大・売上増加 

  手段  ：地元の名物や特産品の中から特に優れたものを、食のブランド品「百万の息吹」 

として当所が 39 社 52 品目（小規模事業者 17 社・17 品目）を認定、首都圏展示商

談会での商談や、地元イベントでの販売の機会を設定、PR し、生産事業者の販路

拡大・売上増加を支援する。特に認定されている小規模事業者商品の販路拡大支 

援を強化する。 
   連携機関：福岡県、北九州市 

 

（６）広報支援サイト「企業情報ネットワーク」の提供（当所運営サイト）・拡充実施 

  支援対象：北九州地域内小規模事業者・中小企業者 

  目標  ：自社で HP を持っていない（持てない）小規模事業者に、簡易的な自社 HP として 

       使用できる当サイトを無料で提供し、需要開拓に寄与する。 

  内容手段：資金・時間がない又は IT に不慣れな小規模事業者が簡単に自社商品・サービスを

       掲載できる当サイトを巡回・窓口対応時に紹介する。特に、HP を未だに持ててい

ない小規模事業者に利用を促す。 

 

（７）機械金属関連業種マッチングサイト「機械金属データベース」の提供（当所運営サイト） 

新規事業 

   支援対象：北九州市内機械・金属関連業種小規模事業者・中小企業者 

   目標  ：特に新たな販路開拓に問題を抱える当所地域内機械・金属関連業種小規模事業者 

        の需要開拓 

  内容手段：加工品、加工技術といった技術力に特化した地元のモノづくり企業情報を提供す 

る専門サイトを運営することで、特に新たな販路開拓に問題を抱える当所機械・ 

金属関連業種小規模事業者の需要開拓に寄与する。 

        経営指導員巡回・窓口対応時に当サイトを紹介する。また、当所 HP、機関紙、対

象者に DM することで利用を促す。 

将来的には、優良企業の全国・世界展開に繋げるために、（独）中小企業基盤整備

機構が運営するモノづくり企業のウェブマッチングサイト「J-GoodTech（ジェ 

グテック）との連携したサイト運営をめさず。 

 

（８）ビジネスマッチングサイト「ビジネスモール」の紹介（他機関と連携）・拡充実施 

   支援対象：北九州市内小規模事業者 

  目標  ：需要開拓及び新規仕入先開拓などによる売上増加及びコスト削減での収益増加 

  内容手段：経営指導員の巡回・窓口相談対応時に全国の商工会議所・商工会が共同運営し、 

全国 25 万社の企業情報が登録され、年間 445 万の訪問者がある当サイトを適宜紹

介し、利用を促す。 



１２ 
 

  連携機関：全国の商工会議所・商工会 

 

（９）マスコミに対するプレスリリース支援・拡充実施 

   支援対象：北九州地域内小規模事業者 

  目標  ：小規模事業者の販路拡大・売上増加 

  内容手段：小規模事業者の商品・サービス・イベント情報などをマスコミを通じて PR する支

援を実施する。リリース当たっては、リリース文章の作成支援をし、マスコミへ 

の連絡、リリース実行を当所が代行する。  

連携機関：新聞社 6社  

読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、日本経済新聞、西日本新聞、日刊工業新聞

放送局 6社    

FBS、RKB、KBC、TVQ、TＮC、NHK 

通信社 2社  

共同通信、時事通信 

 （定数目標） 

当所主催 

商談会 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

 

回数 

（年間） 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

出展者数 

 （年間） 

 

90 

 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

商談件数 

 （年間） 

 

   

  175 
 

175 
 

175 
 

175 
 

175 
 

175 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１.商店街振興 

小倉、黒崎の中活計画認定地区(平成 26 年 6 月終了)の中心市街地商店街、地域商店街の活性化

を含めた地域の活性化については北九州市が策定した「北九州市都市計画マスタープラン」、「元 

気発信北九州プラン」などにおいてそれぞれの地域特性や地域資源を活かした目標や方向性が示 

されている。また、地域商店街においてはそれらに示された方向性などを活かしながら独自の活 

性化プランを策定し活性化を目指す商店街も増えてきている。 

上記のプランなどについて示された目標や方向性、情報を商店街関係者、行政、支援機関と共 

有しながら地域に根ざした活性化に取り組んでいく。 

 

(1)福岡県地域商品券による地域経済活性化支援(平成 21 年度～) 

  消費者の買い控えなど消費の落ち込みを緩和し、商店街、市場をはじめ地域経済の活性化を図

るため、平成21年度より商店街等を対象に福岡県の補助金を活用したプレミアム付商品券の発

行・発売に関わる申請、交付に関する事務手続き、各商店街の事業実施を支援。 

平成27年度については国の地方再生に関わる交付金により、発行団体並びに発行金額の大幅な

増加が予想される。今回、新たに地域商品券発行事業に取り組む商店街に対し、今回の事業を契

機とし、今後の継続した商店街活性化に向けた事業活動につなげるべく支援を行っていく。 

平成26年度 発行団体…26団体  発行予定総額は378,950千円 

   平成 27 年度発行予定団体…50 団体以上 発行予定金額 3,900,000 千円 

 

(2)全国商店街支援センター・九州経済産業局・福岡県・北九州市・福岡県中小企業団体中央会と

連携した商店街支援の実施(平成 25 年度～) 

 

25 年度［小倉北区］  ・小倉中央商業連合会 ・小倉魚町商店街振興組合 

                  ・京町銀天街振興組合 ・黄金地区商店連合会 

［八幡西区］  ・協同組合折尾商連 ・黒崎駅前新天街協同組合 

［若松区］  ・若松商店連合会 
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26 年度［小倉北区］ ・小倉魚町商店街振興組合 ・小倉魚町サンロード商店街協同組合 

                   ・黄金地区商店連合会 

［八幡東区］  ・枝光本町アーケード商店組合 ・白川本町商店組合 

          ・荒生田商店街協同組合 

［八幡西区］ ・協同組合折尾商連 ・黒崎駅前新天街協同組合 

［若松区］  ・若松商店街連合会 

 

  商店街活性化フォーラムＩＮ九州（全国 3ケ所開催） 

  主催：九州経済産業局・全国商店街支援センター・北九州商工会議所 

日時：平成 26 年 11 月 26 日 

  会場：ステーションホテル小倉 

  参加者数：180 名 

 

  まちづくり補助金（申請数 15 件 採択数 14 件） 

  にぎわい補助金（申請数 28 件 採択数 22 件）他、商店街活性化に関わる補助金申請、 

事業実施についても他支援機関と連携を取りながら必要に応じ支援を行った。 

 

27 年度（予定） 

 ・平成 27 年度は上記支援した商店街・市場のフォローアップ、継続支援をしっかりと行うとと

もに他支援機関との一層の連携強化を図りながら以下の商店街において支援を行う。  

 ・商店街、市場については構成員のほとんどが小規模事業者である事から前述した当所支援方

針【Ⅰ】【Ⅲ】とも連動し効果が上がるように「まちゼミ」、「繁盛店講座」など個店の売上増

進に寄与する活性化施策の推進を図る。  

 

  ［小倉北区］ 〇小倉魚町商店街振興組合（小倉北区魚町 3-1-15 組合員数 80） 

「まちゼミ事業の強化について」 

〇小倉魚町サンロード商店街協同組合（小倉北区魚町 3-3-20 組合員数 30）

  「火災被災地区の今後の整備と商店街活性化について」 

               〇黄金地区商店連合会（小倉北区黄金町 1-1-23 組合員数 55） 

          「市場地域の活性化による商店街活性化プラン作り」 

          〇旦過市場商店街（小倉北区魚町 4-2-18 組合員数 120） 

            「繁盛店講座開催による個店の売上の増進」 

「旦過地区まちづくり整備に伴う商店街の活性化について」 

   ［八幡東区］ 〇枝光本町商店組合連合会(八幡東区枝光本町 5-11 組合員数 27) 

〇白川本町商店組合(八幡東区枝光本町 6-7 組合員数 8) 

          「繁盛店講座開催による個店の売上の増進」 

  「八幡製鉄所の世界遺産登録と連動した商店街モデルツアーの実施」 

［八幡西区］ 〇協同組合折尾商連(八幡西区折尾 3丁目 1-32 組合員数 110) 

「繁盛店講座開催による個店の売上の増進」 

 「折尾地区総合整備事業に伴う商店街活性化について」 

〇黒崎駅前新天街協同組合(八幡西区黒崎 2丁目 7－16 組合員数 40) 

「地域商店街活性化法の認定とアーケード撤去に伴う将来のビジョンづくり

について」 

［若松区］  〇若松商店街連合会(若松区本町 2-13-26 組合員数 160) 

          「若松まちゼミのフォローアップについて」 

 

(3)地域ブランドの育成支援 

 ①地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト(平成２５年度) 

黄金市場オリジナルブランド商品開発」 

黄金市場商店街の「生鮮３品（青果、鮮魚、精肉）」に「生鮮３品」を活用した惣菜を加えた「生

鮮４品」と素材の目利きや調理ノウハウを地域資源として活用し、当該商店街におけるブランド

価値を創造、構築、観光客の誘引策を検討するとともに、そのブランド価値を反映し、域外から

全国に展開可能な、商店街オリジナルブランド商品（加工食品）の開発のための調査研究を実施。

本事業により、黄金市場商店街のブランド構築し、そのブランドを反映した全国に展開し

うる商店街オリジナルのブランド食品の試作品(丸腸をベース)を開発。開発商品(試作品)は

域内、また、全国的にも競合(ターゲットゾーンでの)が少なく、ブランド化、名物化も十分

期待できるものとなった。 
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観光客の誘引策の構築では、「オリジナルブランド商品」を購入目的で来街していただく事もポ

イントとなるが、併せてその開発された商品や他の地域資源を活用した商品が「その場で食べら

れる」黄金商店街独自の「食」のポテンシャルを生かすことで、域外からの集客も十分期待が持

て、観光型商店街の端緒となる活動の展開も可能となり、結果として、黄金市場商店街の知名度

のアップ、来街者の増加売り上げ増加、ひいては当該地区の商業集積全体、地域の活性化に繋が

る可能性が期待できる調査結果となった。 

 

②スポーツを通じた街の賑わい創出事業  

 北九州市は、野球・バスケット・駅伝・サッカー・ラグビーなど元来、企業スポーツの盛んな

地域であり、現在、プロスポーツとしてＪリーグのギラヴァンツ北九州がある。 

平成 29 年 3 月の供用予定とし、この 4月から小倉北区に新スタジアムの建設が始まり、都心部

に人が集い、賑わい創出が期待される。Ｊリーグやラグビーなどトップリーグの試合、小中高生 

のサッカー・ラグビー大会、グラウンドゴルフ大会、子どもたちへの芝生開放などに加え、コン 

サートやイベントの開催など、市民に夢と感動を提供できる「海ちか、街なか」スタジアムが整 

備される。 

この立地条件を活かし、近隣商店街との連携事業を行い、市民への「スポーツ振興」、「健康増 

進」、「グローバル人材育成」等の事業を実施する。 

 

２.産業観光推進 

(1)福岡県提案公募型地域活性化等事業(平成 25 年度～) 

北九州の工場見学は、小中学校の社会科見学や修学旅行の受入れからスタートした。現在では、

八幡製鐵所を中心とする素材型産業から、衛生陶器、最新のロボット、無添加石けん製造に至る 

まで、幅広い工場群が加わって極めて多彩な見学が可能になってきている。 

  しかし一方で、工場見学は平日の昼間のみの受入、個人参加の不可、事前の名簿の提出など制 

約が多く、一般的な観光商品としては市場にほとんど流通していなかった。 

 そこで、当所は、北九州の観光が他の地域と差別化を図れるよう、この工場見学をメインとし 

て、一般の観光地・食や文化・土産などを含めた産業観光ブランドを確立し、北九州ならではの 

産業観光ツアーを旅行会社などに提案した。 

 平成 23 年度の事業開始から 5年目に入り、今まで全国でほとんど見られなかった「年間を通じ

て」の「複数の旅行会社」による産業観光ツアーの商品化を実現し、幅広いエリアから観光客を 

呼びこみ一定の成果を得ることができた。 

 また、工場を見るという産業観光の特性から、企業や団体の視察やエキスカーションなどの MICE

も増えている。 

 産業観光で交流人口を増やし、北九州市での消費金額を増加させ、その金が北九州市民の間で 

循環するようなシステムを構築している。 

 

＜産業観光集客状況＞ 

  北九州市集計による市内産業観光客数は、約 25 万人（各施設入場者を足し算した統計上数値）

とされている。しかし大半は社会科見学や修学旅行、企業の得意先であるとされており、申込最 

低人数や期限などの受入諸条件の厳格さから、一般個人や団体の自由客は数万人程度とされてい 

る。そこで当所は、主に旅行会社との提携ツアーにより、参加し易い機会の提供を行いつつ集客 

を図っている。 

  

 ・平成 23 年度    （実人数）1,848 人 （統計上のべ数）3,241 人 

 ・平成 24 年度    （実人数）4,106 人 （統計上のべ数）7,270 人 

・平成 25 年度    （実人数）3,933 人 （統計上のべ数）6,815 人 

              ※この数字は、すべて本事業による獲得人数 

・平成 26 年度    年間参加者数：5,092 名、年間催行数：91 本 

            （内訳） 

          ・旅行会社提携ツアー参加者数：3,490 名、催行数：45 本 

・ＭＩＣＥ受け入れ（エキスカーション、団体視察、説明会等） 

            参加者数：847 名、催行数：30 本 

 ・市民向けツアー（PTA・学生・会員優待ツアー、観光従事者研修会） 

                     参加者数：755 名、催行数：16 本 

 

  当所では、平成 23 年 4 月に産業観光推進室を設置し、地域の活性化やにぎわいづくりを図るた

め、産業観光の推進に取り組み、これまで、旅行会社が催行する「北九州産業観光ツアー」の支 
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援（前述）や各種大会での産業観光ツアーの実施、観光関連団体の連携強化を図るため「産業観 

光コンソーシアム」を結成した。 

 そして、平成 26 年 4 月からは、北九州市、北九州市観光協会とさらに連携を深めるため、JR 小

倉駅北側の AIM ビル 4階に「観光共同事務所」を設置し、お客様の利便性向上に取り組んでいる。

さらに、「JR 小倉駅発着産業観光バスツアー」の実施、「産業観光ガイド」の育成・活用、「専用ホ

ームページ」の開設、同年 7月には産業観光を深化させた組織「北九州産業観光センター」を設 

置するなど、様々な取り組みを積極的に展開した結果が評価され、日本商工会議所から当所に、「全

国商工会議所 きらり輝き観光振興大賞」の最高賞である大賞が、また、（公社）日本観光振興協

会から北九州産業観光センターに「産業観光まちづくり大賞」の最高賞である金賞がそれぞれ授 

与された。 

全国の商工会議所の中で、観光分野での最高賞である両賞をダブル受賞したのは当会議所が史 

上初めての快挙である。その後は、両賞の受賞に相応しい北九州ならではの産業観光ブランドの 

更なる磨き上げを行い、市民を巻き込んでのシビック・プライドの醸成を進めて「日本一の産業 

観光の街：北九州市」「日本一面白い街：北九州市」を全世界に発信する仕組みを構築している。

 さらに平成 27 年では、市内にある八幡製鐵所関連施設が、7月 5日、「明治日本の産業革命遺産」

の構成施設として世界遺産文化遺産に登録された。本年は㈱安川電機の「ロボット村」やＴＯＴ 

Ｏ㈱の「ＴＯＴＯミュージアム」のオープンもあり、産業観光を推進する当会議所にとって大変 

な追い風となっている。これを観光や視察での市外からの一層の誘客に繋げ需要を創出し、意図 

的に市内の小規模事業所でのモノやサービスの消費に誘導していく。 

 

３.グローバル化への対応 

  

九州への外国人入国者数は、平成 22 年に初めて 100 万人を超えて、平成 25 年には過去最高の 

入国者数(125 万人)となった。北九州市への外国人観光客数も増加傾向にあり、平成 21 年 6.3 万

人だったものが、平成 25 年には 13.2 万人と倍増している。  

 このような急増するインバウンドへの取り組みとして以下の 2点に取り組む。 

  

(1)免税制度への対応促進  

 平成 25 年訪日外国人は 1000 万人を超え、平成 26 年では 1300 万人を超えた。予想を超えるペ 

ースでインバウンドツーリズムが増加している。それに伴い、平成 26 年 10 月には免税品目が拡 

大され、さらに平成 27 年 4 月には商店街等での一括免税カウンターの設置が認められるなど、訪

日外国人の日本国内での消費を換気する施策が充実してきている。  

 本年は、これらの変化に対応し、商店街等向けの免税制度の説明会の開催、その後のフォロー 

により、中小企業・小規模事業者も含めたインバウンドへの対応を行い、中心市街地の賑わいづ

くりに繋げていく。 

 

(2)グローバル人材のマッチング  

 九州には 1.8 万人の留学生が、北九州市内では、大学・大学院などで 2,000 人超の留学生が学

んでいる。その留学生の中には、本国に帰国するものもいれば、日本で就職を希望するものもい

る。一方、企業規模の大小を問わず、市場としての海外販路の重要性は高まっている。このよう

な状況において、海外展開で直面する課題は「グローバルな人材」の確保が喫緊な課題である。 

今後、小規模事業社や中小企業と留学生が出会う機会を提供するため、北九州市、九州グロー 

バル産業人材協議会と連携し、会社合同説明会等の事業に取り組む。 

 

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 

 

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）今回の経営発達支援事業の実行に際し、（別表４－１）の当所アドバイザー契約している専

門家 95 名及び４つの専門家団体と連携し、伴走支援していくこととなる。専門家を派遣する

場合は、当然経営指導員が帯同する。その中で、各経営指導員が派遣した専門家の支援ノウ 

ハウを習得、また、各専門家が持つ小規模事業者の需要動向も情報交換していく。習得・交

換した支援ノウハウ及び需要動向情報は、当所の支援内容を共有化する事業所支援管理シス

テム「経営カルテ」に入力するよう新たに義務付け、全経営指導員で共有化することで、有

効に活用する。（拡充実施） 

（２）北九州地区プラットフォーム(別表４－３)を形成し、四半期に１度連絡会議を開催する。 

各地域の需要動向や専門家派遣による小規模事業者経営課題解決方法や支援の現状、各機関

の事業紹介を行うことで、情報交換・共有する。さらに、小規模事業者の相談を当所が引き
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継ぐ体制を整える。（拡充実施） 

（３）創業支援については、北九州市創業支援ネットワーク会議(別表４－２)を形成し、創業支

援における支援ノウハウ・需要動向の情報交換と事業連携に努める。さらに、創業希望者

の相談を当所が引き継ぐ体制を整える。（拡充実施） 

（４）北九州地域小規模事業者支援を効果的に実施するため、北九州市役所、(公財)北九州産業

学術振興機構と定期的に会議(別表４－４)を開催し、支援内容、支援ノウハウ、各機関が

持つ需要動向情報の共有化を図る。 

   また、効果的な小規模事業者支援を実施するための支援役割分担や連携支援内容を明確に

する。（新規実施） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 福岡県商工会議所連合会が主催する一般研修、階層別研修への参加を義務付けている。 

  日本商工会議所が主催する研修にも必要に応じ、参加している。 

  中小企業大学校主催の研修には「基礎」研修に始まり、「専門」「能力」研修にも輪番制で参加 

し、経営状況分析、経営計画作成、売り上げ向上、販路開拓、新商品・新サービス開発といった 

支援能力向上を図っている。 

 平成 26 年度から、職員が支援した事例を題材に職員間で意見交換する、ケーススタディに取り

組んでいる。本件では、各職員の取り組み事例を知ることや他の職員の意見を聞くことで、気づ 

きにつながり、各職員の支援力向上を図っている。 

 若手職員には３回シリーズで①「融資制度への取り組み」②「新規創業者支援策」③「小規模 

企業共済、セーフティー共済、経営カルテの入力方法」といった経営指導員にとって基礎的な能 

力習得の指導をおこなっている。各職員・部署において、ベテラン経営指導員と帯同することで、

OJT による伴走型の支援力向上を図っている。 

 

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及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

（１）当会議所幹部会において、評価・見直しの方針を決定する。 

（２）外部有識者も含めた検討会議で事業の成果・評価・見直し内容について報告し、承認を受 

ける。外部有識者検討会議は、北九州市役所幹部職員、税理士、北九州市立大学関係者、女

性経営者等で構成する。 

（３）外部有識者検討会議において指摘を受けた課題・問題点については、対応策を検討し、 

実施する。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を北九州商工会議所のホームページ 

(http：//www.kitakyushucci.or.ｊｐ)で計画期間中公表する。ホームページ閲覧者より 

広く意見を賜り、事業計画に反映する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（H27 年 4 月現在）

（１）組織体制 

 

      北九州商工会議所組織図…別紙資料 1 

      〃    事務局機構図…別紙資料 2 

    

   経営指導員 36 名、専門経営指導員 3名、補助員 7名 計 46 名が専従。 

 

（２）連絡先 

 

   北九州商工会議所中小企業部中小企業振興課 里村、能美、藤井 

   〒802-8522  北九州市小倉北区紺屋町 13-1 

      TEL：093-541-0188   FAX：093-531-1759 

      URL： http://www.kitakyushucci.or.jp 

メールアドレス:info@kitakyushucci.or.jp 

    

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

  

平成 27 年

度(27 年 4

月以降) 

 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成30年

度 

平成31年

度 

必要な資金の額 81,011 93,703 93,703 93,703 93,703 
事業費           
指導旅費 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 
研修旅費 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 

調査研究費 291 291 291 291 291 

講習会等開催費 7,810 11,581 11,581 11,581 11,581 

金融指導事務費 5,856 5,806 5,806 5,806 5,806 

中小企業大学校研修旅費 1,697 1,590 1,590 1,590 1,590 

専門相談指導費 5,176 8,068 8,068 8,068 8,068 
小規模事業施策普及費 1,684 1,926 1,926 1,926 1,926 
ネット取引支援事業費 1,772 1,703 1,703 1,703 1,703 
経営安定特別相談事業費 1,428 1,503 1,503 1,503 1,503 
中小企業応援センター事業費 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 
地域活性化等推進事業費 9,248 15,186 15,186 15,186 15,186 

商店街活性化支援事業費 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
 

（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。 
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調達方法 

 

 

  
平成 27 

年度) 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 
調達方法内訳 81,011 93,703 93,703 93,703 93,703 
小規模事業経営支援事業費(県補助金) 35,653 33,784 33,784 33,784 33,784 

中小企業者支援事業(市補助金) 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 

地域商品券商店街活性化支援事業 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

雑収入 1,701 2,448 2,448 2,448 2,448 

会議所負担       455 14,269 14,269 14,269 14,269 
 

（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４－１） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

経営発達事業内容内の【経営状況の分析に関すること】指針①【事業計画策定支援に関すること】

指針②【事業計画策定後の実施支援に関すること】指針②の実行において、基本的には経営指導員

による伴走支援により実行するが、事業所の実態・内容により、経営指導員の判断で、適宜、適切

な専門家（当所アドバイザーとして契約している専門家 95 名及び 4団体）を派遣し、進めていく。

また、支援ノウハウや小規模事業の需要動向について情報交換をする。 

連携者及びその役割 

Ⅰ．連携者 

 １．小規模事業者支援において、当所アドバイザーとして契約している各種専門家 95 名 

  （個人内訳） 

専門資格 人数 

中小企業診断士 19 名 

税理士 21 名 

社会保険労務士 12 名 

弁理士 4 名 

会計士 1 名 

その他経営コンサルト等各分野専門家 38 名 

合計 95 名 

  

２．小規模事業者支援において、当所アドバイザーとして団体所属専門家派遣契約している団体

   福岡県弁護士会北九州部会 

   福岡県司法書士会北九州支部 

   日本技術士会北九州地区 

   北九州テクノサポート（モノづくり、技術系、工業系の専門家が集まる支援団体） 

Ⅱ．役割 ・各小規模事業者に対し、経営指導員の知識・対応可能範囲を超える課題が出た場合に、

      その解決支援の補助 

     ・経営指導員に対する支援ノウハウ、需要動向の提供 

連携体制図等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北九州商工会議所

経営発達支援事業実行 
経営分析・事業計画策定・実施支援 

経営ノウハウ・需要動向情報交換 

当所アドバイザー

各種専門家 95 名 
専門家 4団体
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（別表４－２） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

産業競争力強化法に基づく「北九州市創業支援ネットワーク」 

 

本市の強みである技術や人材の蓄積、大学や研究機関の集積といった地域資源を活用しながら、

北九州市役所や地元金融機関と連携し、創業に関する総合的な支援を行い、今後活躍が期待され

る女性や若者等を主な支援対象者として、多様で付加価値の高い雇用を創出させていく。 

また、当地域民間金融機関だけでは、支援労力と時間が必要な創業希望者及び小規模事業者支

援にかかる詳細な現状把握と計画立案、その後のフォローアップ実施は困難であることが想像で

きる。よって、当所は地域金融機関との連携を強化し、適切な計画立案の元、妥当な融資金額で

創業し事業が継続するよう、創業希望者及び小規模事業者と地域金融機関をフォローする役割を

担いたい。このネットワークを通じて、地域金融機関から創業希望者や小規模事業者の相談を、

まず、当所が引き継ぐ体制の構築をめざす。 

連携者及びその役割 

・㈱みずほ銀行北九州支店、支店長 中島裕幸、小倉北区京町１丁目 4－17、093－521－4131、 

役割－海外創業支援 

・㈱福岡銀行、代表取締役 谷正明、福岡市中央区天神 2丁目 13－1、092－723－2500、 

役割－創業相談窓口を通じた支援事業 

・福岡ひびき信用金庫、代表理事 野村廣美、八幡東区尾倉 2丁目 8－1、093－661－2311、 

役割－女性創業塾の開催 

・北九州市 市長 北橋健治、(公財)北九州産業学術推進機構 理事長 國武豊喜 

役割－インキュベーションマネージャーによるハンズオン支援事業 

連携体制図等 

 

 

 

・創業相談窓口設置 

・市融資制度（開業支援資金） 

北九州市 

・創業塾 
・創業交流会 

北九州商工会議所 

・女性創業塾 
・専門家派遣 

福岡ひびき信用金庫 

・ハンズオン支援事業 

・創業相談窓口 

・創業セミナー、イベント 

（公財）北九州産業学術推進機構 ・創業相談窓口設置

福岡銀行 

みずほ銀行 

・海外向け創業セミナー、

相談支援窓口 

北九州市創業支援
ネットワーク会議 
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（別表４－３） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

北九州地区中小企業支援プラットフォーム連絡協議会 

・地域の支援機関等による中小企業支援を目的とした連携体。 

・中小企業から相談を受けた地域プラットフォームを構成する機関が、専門家の派遣を行う。 

・各機関開催のセミナー・商談会等の情報共有、ワンストップサービスが可能な支援体制。 

※当地域民間金融機関だけでは、支援労力と時間が必要な小規模事業者（創業希望者を含む）支援に

かかる詳細な現状把握と事業計画立案などのこまめな支援は困難であることが想像できる。よって、

当所は地域金融機関との連携を強化し、小規模事業者（創業希望者を含む）と地域金融機関をフォロ

ーする役割を担いたい。このネットワークを通じて、地域金融機関から創業希望者や小規模事業者（創

業希望者を含む）の相談を、まず、当所が引き継ぐ体制の構築をめざす。 

連携者及びその役割 

四半期に１度連絡会議を開催している。専門家派遣による経営課題解決方法や支援の現状、各機関

の事業紹介を行うことで、情報交換・共有している。当会議所は代表機関である。 

〇商工会議所－苅田、行橋、豊前、中間、直方 

〇支援機関－(公財)北九州産業学術推進機構 

〇金融機関－㈱北九州銀行、頭取 加藤敏雄、小倉北区堺町 1丁目 1－10、093－513－5200、 

・㈱西日本シティ銀行北九州総本部、北九州総本部長 定野敏彦、小倉北区魚町 3丁目 5－5、093

－511－0926、 

・㈱福岡銀行、代表取締役 谷正明、福岡市中央区天神 2丁目 13－1、092－723－2500、 

・福岡ひびき信用金庫、代表理事 野村廣美、八幡東区尾倉 2丁目 8－1、093－661－2311、 

・三井住友海上火災保険㈱北九州支店、支店長 斎藤修二、小倉北区鍛冶町 2 丁目 5－71、093－

541－1338、 

 

連携体制図等 

 

 

 

福岡銀行・西日本シティ銀

行・北九州銀行・福岡ひび

き信用金庫  

強み：創業・事業承継・資金調達 

（財）北九州産業学術推進機構

強み：ものづくり・IT・ 知的財産 

豊前・行橋・苅田・中間・直

方商工会議所 

強み：創業・経営革新・ 事業承継・

農商工連携 

三井住友海上火災保険㈱ 

強み：リスクマネジメント、海外展

地域プラットフォ－ム（代表：北九州商工会議所） 

北九州地区中小企業支援プラットフォーム  
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（別表４－４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

北九州地区中小企業支援実務者会議 

国の法律(小規模企業振興基本法)や市の条例制定(北九州市中小企業振興条例)など、小規模事業

者・中小企業の重要性がクローズアップされており、支援体制の強化が今後の取組むべき重要な課題

となっている。 

このような状況において、北九州商工会議所、(公財)北九州産業学術推進機構中小企業支援センタ

ー、北九州市(中小企業振興課及び商業振興課)の中小企業支援担当者が現状の分析とあり方を協議す

るとともに、今後の連携強化に向けた具体的な検討を行う。 

連携者及びその役割 

小規模事業者に対する、支援方針の統一化、窓口の一本化を目指し、協議する。 

〇北九州商工会議所 

・窓口相談、経営支援、資金繰り相談、研修・セミナーの開催、創業・販路開拓・新分野進出支援、

ビジネスマッチング等 

〇北九州市 市長 北橋 健治 

・窓口相談(主に市の融資や施策に関する相談)、経営支援、資金繰り支援、研修・セミナーの開催、

創業・販路開拓・技術開発・新分野進出支援等 

〇(公財)北九州産業学術推進機構中小企業支援センター 理事長 國武豊喜 

・窓口相談、経営支援、資金繰り相談、研修・セミナーの開催(創業セミナー等)、ビジネスマッチン

グ 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

北九州市 

(公財)北九州産業学術推進

機構中小企業支援センター 

北
九
州
商
工
会
議
所 

・ＰＲパンフ共同化 

・セミナー共同開催 

・支援ノウハウ・需要動

向情報交換 


