GYO!
SO-GYO!
MUNAKATA

人口

97,000 人

海の幸、山の幸が豊富！

道の駅売上ランキング 九州１位
道の駅「むなかた」
世界遺産にも選ばれた歴史あるまち。
福岡市と北九州市の中間でアクセス最高！

沖ノ島

地島
● 鐘崎漁港

湯川山

道の駅むなかた

大島

495

● 神湊漁港

●

宗像大社辺津宮

孔大寺山

鎮国寺
●

宗像市

●

金山
城山

JR 赤間駅 JR 福岡教育大前駅

●

JR 東郷駅
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山口県

唐津街道
原町

●

北九州市

●

福岡県
熊本県

若宮 IC

宗像へのアクセス

福岡市
佐賀県

唐津街道
赤間宿

九州自動車道

●

宗像市

グローバル
アリーナ

大分県

福岡方面→宗像市まで

北九州方面→宗像市まで

▶福岡空港から車で 50 分
▶北九州空港から車で 60 分
▶JR 博多駅から車で 45 分
▶JR 小倉駅から車で 55 分
▶JR 博多駅から電車で 30 分 ▶JR 小倉駅から電車で 40 分

街ぐるみで「宗像で創業」＝” 宗業” を応援！
相談
窓口

STEP
1

セミナー・交流会

創業を希望
STEP
2

宗像市商工会 による無料相談窓口 TEL：0940-36-2268
金融機関 による無料相談窓口（連絡先は 4 ページに記載）
” 宗業” 者応援プログラム

（プログラム内容）
創業セミナー、業種別相談会、創業計画発表会・交流会
（プログラム受講者特典）

今回もご講演の後は交流会でした。講師の方や事業者同士
一定の要件を満たした受講者には宗像市より「支援を受けたことの証明書」
が交付され、融資制度や " 宗業 "( 創業 ) 者応援補助金の申請が可能です。
そして、第五回となる今回は、赤間館で行う最後の交流会

お問い合わせ先

宗像市商工会

宗像ビジネス交流会

な事業についての理解と交流を深めており、私も回を重ね

ておりますし、様々な事業者の方々とお話しし、普段デス
TEL：0940-36-2268
できました。

むな BIZ

市内事業者が感じている課題やビジネス
トピックスをテーマとして取り上げ、情報収集や人脈形
成を気軽にできる機会として、開催しています。
交流会の様子１

お問い合わせ先

宗像市役所 商工観光課

交流

TEL：0940-36-0037
交流会の最後は、これまで複数回「むな BIZ」にご参加い

括をいただきました。宗像に意欲ある事業者の方々がたく

融資・補助金

創業の準備

次回は、今年度最後のむな BIZ ということで、規模を拡大

3 月 3 日（火）15 時から、会場を宗像ユリックスに移して

（対象者）

テーマは「SDGs×経営」です。人脈づくり、情報収集を

1、交付申請時と同年度に宗像市内で創業を予定している個人
お申込みは市役所ホームページまで！
2、宗像市内で創業後、1 年未満の個人または法人

（対象経費）

市役所ホームページ(http://www.city.munakata.lg.jp/w04

トップページ＞観光・産業・まちづくり＞産業＞商工業＞

宗像で創業する方の費用（委託費、工事費、機械装置等購入費、広報費、
宗像市商工観光課 西畑
事務所の賃借料）の一部を補助します。

（申請・交付までの流れ）
宗像市商工会支援による創業事業計画書→宗像市へ申請→審査 採択→
交付決定→事業開始→事業終了→報告書提出→補助金交付
お問い合わせ先

創 業

アフター
フォロー

STEP
3

” 宗業” 者応援補助金

おっしゃられていました。今後「むな BIZ」をきっかけと

宗像市全体をこれまで以上に盛り上げることを祈っていま
※最新情報は HP でご確認下さい

宗像市役所 商工観光課

◎商工会・経営指導
◎起業化支援利子補給

TEL：0940-36-0037

▶上限：10 万円 / 年

宗像市内で起業するために株式会社日本政策金融公庫の貸付を受け、その貸
付金利を支払われた方に 3 年間（36 月分）にわたり貸付金利を補助します。
お問い合わせ先

よろず支援拠点

宗像市商工会

事前予約制

TEL：0940-36-2268

TEL : 092-622-7809 （吉塚会場）

国が各都道府県に設置した創業者・個人事業主・中小企業のための無料相談窓口です。
専門家・相談員が日替わりで個別相談やセミナーを開催しています。
※吉塚会場まで行けない方は、宗像市商工会にてテレビ画面での相談も可（事前予約制）

民間 ” 宗業” 応援施設 fabiit 宗像

住所：宗像市赤間駅第二自転車駐車場 2 階 TEL：0120-753-361

創業支援、コワーキングスペース、交流会、情報提供などのサービスをしています。
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鐘崎

創業者インタビュー
インタビュー内容

株式会社
マサエイ水産加工
さん

大島

宗像市

MUSUBI CAFE

１、事業開始のきっかけ、これまでのキャリアは？
さん
２、実際に創業してみてどうでしたか？
３、今後創業をされる方々へのメッセージと、自身の展望をお聞かせください !

唐津街道 赤間宿

Neco Deco さん

株式会社 マサエイ水産加工 正好輝旭さん （アカモクの製造・販売）
１．実は正好さん、元々鐘崎で「あま」を代々続けている家庭で育ち、あま業をやっていたそう。
実際あまという職業だけでは厳しい中で、「どうやったらこの鐘崎という漁港の中で仕事をしなが
ら生きていけるのか、その中で自分だけがうまくいくという考えだと絶対にうまくいかないので、
全体の漁業の活性化もできれけばと思って、1 度あまを途中で休業して、大阪のまぐろを扱ってい
る水産加工会社で 5 年間いろいろと勉強をしてきました」その中で「あかもく」を見つけたそう。
「実際僕があまとしてやってきた中で、仕事として繋がるものがあかもくとしてあったので、戻っ
てきてからすぐにリサーチと準備をし、水産加工を立ち上げました」これをきっかけに、まわりの
あまの皆さんの収入が少しでも増えたらうれしいです、と話して頂きました。２．「務めていた時
とは違う経営者目線で仕事をし、日々勉強をしている楽しさがあります」と正好さん。当初はあか
もくの値段で計画との誤差があり苦労したそう。「諦めずに取り組むことで、売れるポイントを見
つけてきました。」困難にも立ち向かい一歩を踏み出すことは、継続に繋がるとお話してくれました。
３．「まずはやってみることですね、一歩を諦めないこと。壁はいくらでも来るけど、来た壁は壊
し続け、一歩ずつ進んでいくことですね。継続は力なりと僕は信
じています」今後の展望について「このままだと漁業が恐らく低
迷していくと思います。それをアカモクだけではなく、できれば
ゆくゆくは全体をうまく販路に出していく助けになれればです
ね。やっぱ生まれ育った場所なので、好きなんですね、鐘崎。こ
この良いところをもっと外に知ってほしい。ここのいいものを活
かせば、僕も良くなりますし、漁業にとっても絶対いい方向にい
ける。だからこれからも『宗像のアカモク』を鐘崎から特産品と
して全国に届けたいと考えています。アカモクの加工はその一歩
です」と地域への熱い想いと一緒にお話ししていただきました。
宗像のアカモク

赤間宿ビストロカフェ Neco Deco

市の補助金支援を受けて創業
商工会に相談に行った時に、補
助金のことを教えてもらいまし
た。水道工事の補助金があった
ので、とても助かりましたし、
手続きに面倒なところもなく、
商工会や市役所の方に応援して
もらいました。

musubi cafe

“宗業” 者応援プログラム
を受講し創業
事業計画書に沿った準備をどこ
まできちんとできるかの再確認
ができました。あとは異業種の
方々との交流ができたことや、
横の繋がりもできたことが良
かったです。

森上賢治さん （飲食店）

１．森上さんが飲食への道を歩み始めたのは、18 歳の時。北九州市のホテル勤務から始まったそう。
洋食を中心に、様々なお店で経験を積み、2018 年、赤間にビストロカフェ Neco Deco をオープ
ンされました。「食材はできるだけ地物（宗像のもの）を使い、気軽に肩ひじはらずにビストロを
楽しんでもらいたい」と森上さん。いろんなご縁があり、宗像という場所で出店することになった
そうです。２．
「真面目なことをやってるとそこそこ（お客様は）来るかなという想定でお店を始めた」
と森上さん。しかし実際には駅から離れていることもあり、集客には厳
しい立地条件だったそう。しかし奥様との二人三脚で頑張り、口コミの
お客様が増えているそうです。３．「やりたいならやってみて、そこか
ら修正していくことが大切。スタートしたらいろんなことが見えてくる
から、やる前から悩むよりは思い切って踏み出してみたほうがいい」と
森上さん。実際、お店に出店の相談に来られたお客様にもそのようなア
ドバイスをし、背中をおしてあげたことがあったそう。今後の展望とし
ては、「行政の力を借りないとできないこともあるでしょうが、人が来
るしかけをし、赤間宿通りの活気を取り戻してほしいし、その役にたち
たいと思っています」また「宗像市には、野菜、魚介、牛肉と、美味し
い食材がたくさんあります。この食材を PR し、まずは身近な福岡市の
人達に知ってほしい」とお話していただきました。今後も宗像の食材を
自家製ベーコンと野菜の 使ったお料理の数々、楽しみにしております。
ラクレットチーズ

草野結実さん （飲食店）

１．島の素材を使ったカフェメニューが人気の musubi cafe。海を目の前にゆっくりとした時間を
過ごすことができます。大島でそんな素敵なカフェを始めたきっかけは「世界遺産になるかならな
いかの時に、観光客が大島に来るようになるだろうけど、島には何もないよねって話をしてて、そ
の中で大島以外の人が島の良さを知らずに事業をするのは嫌だなと思って、自分で『島の良さを知っ
てもらうためのお店』をできたらいいなと思った」と草野さん。同じタイミングで売り地になった
土地を見つけ、カフェを始めたそう。
２．草野さんは、お店の経営だけではなく、店を拠点として、たくさんの人達と関わりながら島の
PR 活動にも積極的に取り組まれていますが、創業することで、
「自分自身が社会の中で必要とされ
ているという実感がすごくした」とお話ししていただきました。
３．「まず一歩を踏み出せば、あとは後々ついてくる。自分の姿勢が
変わらなければ、周りの人が認めてくれたり、自信がついたりする」と草野さん。不安なことも周り
の人達や行政のサポートがあったので、乗り越えていけたそう。「私は大島というところで、今後生
きていくために仕事をしようと思って、その背中を見て、楽しそうにしているのを見て、子供たちが
ここで暮らせる環境ができるといいなって。大人を見て、ここでいろんな選択肢ができて、自分の将
来を島を含めて考えてもらえるところにしたいなって。漁師が大変な状況の中で、それだけではなく、
自分の考え方次第で、自分のできる道が島で選べるようになればいいなと思う」と、経営者として、
母親としての島への想い、そして未来を支える子供たちへの想いをお話ししていただきました。
島の食材を楽しめる「しまカフェセット」
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“宗業”者応援ネットワーク

創業したい！

Q

相談窓口のご案内

創業したいけど、どこ
に何を問い合わせれば
いいか教えてほしい

宗業者支援ネットワークは、「宗像で創業」を希望される方を
支援するため、宗像市、宗像市商工会、市内金融機関等で構成
しています。宗像市で創業したい！とお考えの方、まずはお気
軽にお電話下さい！

A

宗像市役所 商工観光課
TEL：0940-36-0037
宗像市東郷 1 丁目 1 番 1 号

資金

資金

Q

各種補助金を利用したい

空き家

Q

各種補助金を利用したい

・起業に際しての貸付金利補助
・店舗開設に伴う設備導入等補助

空き家を紹介してほしい

・商品開発
・販路開拓への補助

A

Q

A

※市役所から「住まいむなかた」
へお繋ぎすることとなります。

A

宗像市役所 商工観光課
TEL：0940-36-0037

宗像市商工会
TEL：0940-36-2268

宗像市役所 商工観光課
TEL：0940-36-0037

資金

事業計画書

店舗開設

宗像市東郷 1 丁目 1 番 1 号

Q

宗像市東郷 1 丁目 3 番 10 号

Q

資金調達の相談をしたい

事業計画書の作り方を教
えてほしい

A

A

市内金融機関
日本政策金融公庫

・遠賀信用金庫
・北九州銀行

・西日本シティ銀行

・西日本シティ銀行

・福 岡 銀 行
・福 岡 銀 行

・福岡県信用組合

・福岡県信用組合

・福岡中央銀行

宗像市東郷 1 丁目 3 番 10 号

むなかた支店
宗像支店

赤間連合店

日の里支店
宗像支店
赤間支店

宗像支店

赤間支店

自由ヶ丘支店

・日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業

Q

店舗開設について手続
きを教えてほしい

宗像市商工会
TEL：0940-36-2268

下記へお問合せ下さい

金融機関一覧

宗像市東郷 1 丁目 1 番 1 号

A

宗像市商工会
TEL：0940-36-2268
宗像市東郷 1 丁目 3 番 10 号

所在地

電話番号

宗像市稲元 4-1-1

0940-32-3104

宗像市赤間駅前 1-4-34

0940-38-0511

宗像市くりえいと 1-5-1

0940-33-3341

宗像市日の里 1-29-8

0940-36-6767

宗像市東郷 5-4-5

0940-36-9946

宗像市土穴 1-1-20

0940-33-7211

宗像市東郷 1-4-14

0940-36-2152

宗像市赤間 5-1-1

0940-32-2930

宗像市自由ヶ丘 5-975-11

0940-33-3321

福岡市博多区博多駅前 3-21-12

092-411-9112
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