
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
唐津上場商工会（法人番号 5300005005793 ） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

＜ビジョン＞ 

 「商売人が元気なまちづくり」 

・小規模事業者への徹底した伴走型支援を通じた繁栄企業の創出 

・観光交流人口を活かした輝く商品・地域価値の創造 

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【指針③】 
（１）地域の経済動向調査 

（２）経営環境への影響特別調査 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（１）経営状況把握シートの作成 
（２）小規模事業者への経営分析の実施 
３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（１）経営計画策定塾および個別相談会の実施 

（２）「自店の強みアピール提案書」を活用した事業計画策定への提案 

（３）創業並びに事業承継に対する支援 

１）創業支援事業   

２）事業承継支援事業   

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定事業所へのフォローアップとブラッシュアップ支援 
１）巡回指導による進捗状況の確認、把握 

２）業種別情報や成功事例の活用 

３）専門家派遣事業活用や他の支援機関との連携によるフォローアップ

４）人財育成支援事業 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（１）商談会バイヤーからの需要動向情報入手、整理及び活用 

（２）観光需要動向に関する外部データの収集・整理・活用 

（３）ＧＡＰ調査の実施による需要動向の把握・提供 

（４）その他の需要動向調査および活用 

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）国、県や全国連及び佐賀県連が実施する展示会、商談会への出展支援

（２）マスメディアを活用した販路開拓塾の実施 

（３）ＩＴを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（１）スポーツ合宿誘致事業の取り組み 
（２）社会インフラ整備の推進 

連絡先 
〒８４７－０４０１ 佐賀県唐津市鎮西町名護屋１８０１ 

唐津上場商工会 電話：０９５５－８２－３８２６ 
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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 

＜唐津市及び玄海町の概要＞ 

 
１.唐津市及び玄海町の地勢 

 

唐津市は、平成 17 年 1 月に 1市 6町 1村が合併し新設された都市である。平成 18 年 1 月には

七山村が編入した。行政面積は 487.45ｋ㎡となり、佐賀県全体（2,439.54ｋ㎡）の約 20％を占

めている。（国土地理院調べ） 

玄海町は、現在東松浦郡を構成する唯一の自治体であり、昭和 31 年 9 月 30 日に旧値賀村・旧

有浦村の 2村が対等合併し玄海町が発足した。その後、昭和 32 年 12 月 31 日に周辺の集落の編

入もあり現在の行政区域となっている。また、町勢発展を願って原子力発電所の誘致が持ち上が

り、昭和 46 年から発電所の建設が始まり、現在九州電力玄海原子力発電所として、1号機から 4

号機までの原子力発電炉を有しており、行政面積は 36ｋ㎡である。 

 
２．唐津上場商工会管内地域の地勢 

 

上述の唐津市の一部（肥前・鎮西・呼子）行政区域と玄海町の全部行政区域を範囲とする唐津

上場（からつうわば）地域は、佐賀県の北西部、東松浦半島の端に位置している。東部は唐津市

街地と接し、西部は伊万里湾を経て長崎県松浦市鷹島町、福島町と、南は伊万里市と境を接し、

北部には玄界灘に面したリアス式海岸を形成し、複雑に入り込んだ地域が多く見られる。   

また、5つの離島（向島・馬渡島・松島・加唐島・小川島）を含む沿岸地域は、景観的に優れ、

玄海国定公園に指定されている。 

平成 25 年 4 月に福岡市と唐津市を結ぶ地方有料道路である二丈浜玉有料道路の無料化が実現

し、併せて高規格幹線道路の西九州自動車道の唐津 IC 以降の整備が進み、高速走行の定時制が

確保され福岡都市圏との交通アクセスが改善されてきた。 

唐津市内には、当会と唐津商工会議所、唐津東商工会の３つの経済団体が併設しており、玄海

町内には当会のみが存在する。 

 
※唐津上場商工会は、唐津市の一部地域（肥前・鎮西・呼子）と玄海町全部地域の四つの商工会（肥前

町商工会・鎮西町商工会・呼子町商工会・玄海町商工会）が平成 18 年 4 月 1 日に合併し、二つの行

政区域にまたがる商工会として設立された。 

                                【図表 1】 
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３.唐津市及び玄海町の人口 

 

日本は『人口減少時代』にある中、唐津市及び玄海町の人口も、昭和 55 年時と比べ 89.4％と

減少している。有効な対策が取られなければ、2040 年には 62％にまで減少する可能性も指摘さ

れている。年齢 3区分人口の推移は、年少人口・生産年齢人口は減少し、老年人口は増加してお

り、高齢化率は全国・佐賀県を上回っている。現在の唐津市の人口は 125,416 人（平成 28 年 7

月 1日現在）玄海町の人口は 5,969 人（平成 28 年 6 月 30 日現在）である。 

 当会管内である唐津上場地域の人口は 23,875 人、世帯数は 6,616 世帯である。（平成 28 年 7

月 1日現在 唐津市肥前町・唐津市鎮西町・唐津市呼子町・東松浦郡玄海町）【図表 2及び図表 3】

にみられる通り、地域内でも高い水準で減少している。本市町の人口減少と高齢化は深刻な状況

であり、唐津市及び玄海町はいずれも『まち・ひと・しごと創生総合戦略』及び『人口ビジョン』

を平成 28 年 3 月に策定しており、地方創生・人口減少対策に集中的に取り組む計画にある。 
                                 【図表 2】

【図表 3】
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４.唐津市及び玄海町の産業 

 
（産業の実態） 

平成 22 年度国勢調査結果によると、唐津市の就業人口は 59,924 人で、10 年前の 65,407 人か

ら 5,483 人減少している。産業別構成比をみると、第一次産業就業者は 7,642 人（12.8％）、第

二次産業就業者は 13,289 人（22.2％）、第三次産業就業者は 37,743 人（63.0％）と第三次就業

者比率が最も高くなっている。 

玄海町の就業人口は 3,582 人で、10 年前の 3,732 人から 150 人減少している。産業別構成比

をみると、第一次産業就業者は 874 人（24.4％）、第二次産業就業者は 657 人（18.3％）、第三次

産業就業者は 2,047 人（57.1％）と第三次就業者比率が最も高くなっている。 

 

（第一次産業）  

第一次産業においては、農林水産物の価格の低迷やＴＰＰ問題、後継者不足、従事者の高齢化

など厳しい課題を抱えている。 

みかん・米・野菜・肉用牛など全国に誇れる農産物を有しているものの、耕作放棄地の増加な

どが課題となっている。 

水産業は玄界灘に面し、沖合域は天然磯が多くマダイ・ブリ・イカなどの好漁場で、沿岸域で

は養殖も盛んであるが、後継者不足・従業者の高齢化問題を抱えており、獲る漁業から育て管理

する漁業への転換や高付加価値水産物の開発、新たな流通ルートの構築が課題となっている。 
【画像 1】

（第二次産業） 

第二次産業においては、製造業と建設業が中心で、製造業では農産物の加工や機械金属がある。

製造業を取り巻く環境は、国内の不景気の影響を受ける一方で、産地間の競争が激化している。

建設業では、民間需要、公共需要ともに減少傾向にある。 

 

 （第三次産業）  

 第三次産業においては、商業と観光産業が中心で、商業は専門チェーン店、大型小売店等の進

出等により中小小売店は衰退傾向が続いている。 

 観光業では、唐津市・玄海町は県内でも観光客入込みが最も多い地域である。本地域は、呼子

のイカ・呼子朝市・名護屋城跡や波戸岬など観光都市唐津市においても特に全国的知名度を誇る

観光・交流資源に恵まれた地域である。 
【画像 2】
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商工
業者数

小規模
事業者数

商工
業者数

小規模
事業者数

商工
業者数

小規模
事業者数

商工
業者数

小規模
事業者数

商工
業者数

小規模
事業者数

商工
業者数

小規模
事業者数

建 設 業 295 282 280 277 243 238 245 240 240 236 243 239

製 造 業 96 94 88 83 92 84 94 86 95 88 93 86

卸 小 売 業 449 438 390 373 353 343 351 340 338 327 337 326

飲食宿泊業 174 161 152 141 147 134 141 128 140 129 148 136

サ ービ ス業 198 190 203 195 183 177 184 178 181 173 182 175

そ の 他 74 71 78 73 66 58 71 63 66 60 63 56

合 計 1,286 1,236 1,191 1,142 1,084 1,034 1,086 1,035 1,060 1,013 1,066 1,018

H28H22
年度推移

H24 H26H20H18

５.唐津上場商工会地域の小規模事業者の現状 

 
【観光関連業】 

観光業については、昨年呼子地区の観光入込客は９年ぶりに100万人を突破した。主な要因と

しては、九州オルレ唐津コースや肥前名護屋城さるきなどのツーリズム（自然・風景・街並み・

歴史・文物等を体験する旅行行動）旅行者の増加や、佐賀県フィルムコミッションによる外国人

観光客の増加（中国・韓国・タイ）、任天堂とコラボした「Sagakeen 呼子のイカすフェス」に

よる若者観光客増加が考えられる。 

しかし、滞在時間が短く宿泊者数の増加に繋がっていないのが現状である。また、観光業に従

事する人材が集まらず繁忙期の人手不足問題が顕在化してきている。加えて、好漁場と言われて

いるものの、近年の温暖化によるイカの北上や海藻の減少などの環境変化により食の観光資源で

あるイカの漁獲高が減少する恐れがある。 

 

【旅館業】 

唐津上場地域には、観光客向けと玄海原子力発電所関係者が多く利用する長期滞在型宿泊施設

がある。観光客向け宿泊施設は上述したように日帰り観光が多くなっており、宿泊客は伸び悩ん

でいる。また、長期滞在型宿泊施設は観光客向けの宿泊施設には不向きな造りとなっている。現

在、原子力発電所は停止状態にあり再稼働も不透明で、これまでのような定期点検のサイクルに

よる計画的な経営が行えず、先行きが見えない（時間軸が見えない）経営を強いられている。 

 

【建設業・製造業】 

建設業においては、公共工事の減少により売上高が大きく減少している企業も多く、事業継続

のために、技術者を放出している事もあり技術者不足で急な発注工事への対応が難しい状態にあ

る。製造業においては、原材料の高騰や販売管理費の上昇、また、国内外の価格競争による利益

減少にて経営が圧迫されており厳しい状況にある。 

 

【小売商業】 

小売店では、経営者の高齢化が進んでいる中、後継者が不在で廃業するなど、地域の小売店は

年々減少している。人口減少による購買力の低下や隣接する旧市街地に急速に出店するディスカ

ウント店やドラッグストアへの消費流出により、地域内買い物環境が悪化している。 

 

商工業の経営環境については、業種にかかわらず厳しい状況が続いており、これらは、小規模

事業者数の推移にも表れている。（商工業者数・小規模事業者数推移） 
【図表 4】
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【図表 5】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.唐津上場商工会地域の強みと現状・課題 
 

【強み】 

 当地域内には長年の歴史ある呼子朝市通りや観光遊覧船、離島観光、巨大都市名護屋城跡な
ど磨けば光る観光資源が多数ある。 

 歴史ファンなどニューツーリズム客層が期待できる歴史ガイドツアーや九州オルレ唐津コ
ース及び 4つの地域は全地域が海に面しており、釣り、マリンスポーツ等による入込み客を

見込める環境にある。 

 全国に発信できる食材資源・農漁業資源である呼子のイカや佐賀牛のブランド力の高さを代
表するように玄界灘で育まれた海の幸・山の幸・里の幸を有している。また、近年研究や育

成が進んできている「完全養殖マサバ」や「薬草」など活用できる地域資源が芽生えている。

 二丈浜玉バイパス無料化・西九州道の整備による交通アクセス改善により、人口５００万人
都市である福岡県の隣県という地理的優位性があり、さらに福岡県へは全国各地から来る転

勤者が多く、全国各地への転勤者に対して当地域をアピールできる。 

 古くから大陸との海上交通の要所であり、アジアの玄関口と言われる福岡空港や博多港から
近く、外国人観光客の入込増が見込まれる。 

  

【現状と課題】 

 西九州自動車道の開通により日帰り観光客数は増加しているものの宿泊客数が減少してお
り、宿泊率の向上が課題である。 

 観光客のニーズに即した特色のあるサービスや新たな体験型観光等の観光商品開発が課題
となっている。 

 外国人の観光客も増えている一方、外国語の対応やインターネット高速通信環境の整備の
遅れ、また、地域内交通アクセスが悪く公共交通機関が乏しい事で、観光客の回遊が不便

であり社会インフラ整備の早急な対策が課題である。 
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 地域管内で唯一の松浦町商店街（呼子朝市通り）では、空き店舗が増加傾向である。また、
呼子朝市への出店者も高齢化により廃業し減少していることから、新規参入事業者への支

援が必要である。 

 商業環境では、管内地域での小売業の減少による買物環境悪化が顕著に現れており、地域
住民においても買い物は市街地のディスカウント店や大型店に流出し商業力が弱い。品揃

えやサービスなど消費者ニーズにあった店舗づくりが課題となっている。  

 管内に立地する玄海原子力発電所に関係する従事者のための長期滞在型宿泊施設は原子力
発電所の点検期と稼働期によって宿泊客、雇用状況の変動が激しく再稼働の目処がたたな

い現在、発電所の動向による市場の動きが予測できないのが課題である。 

 全国に発信できる食材資源・農漁業資源を利用した既存商品はあるものの販路開拓力が弱
く売上げに結びついておらず、販路拡大が課題となっている。 

 後継者の不在や地域内の人材（労働者）不足、事業承継が遅いなどの課題を抱えている。
 

【図表 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．小規模事業者振興の中長期的なあり方 

 

（これまでの経緯と取り組み） 
唐津上場商工会は、平成１８年４月１日の４商工会合併以降、平成１９年度に商工会経営戦略

会議を設置、商工会の事業評価委員会を内部組織化し、商工会事業提案書を会員の手で企画・査

定するという戦略的な手法をとっている。平成２２年度には商工会経営戦略委員会を設置し「商

工会という地場企業支援団体（経営支援団体）」だからできる「業績に直結する経営目的まで踏

み込んだ支援業務」や金融・税務・労働などの手続きをもとにした「経営サポート支援業務」と

いう商工会の使命を明確化し、専従することを意識している。また、会員事業所のニーズに手厚

く応えるべく、充実した事業満足度、高度な指導支援、巡回指導に邁進するための環境づくりに

も組織として対応している。 

唐津上場地域においては、人口の減少、少子高齢化の進行、産業構造の変化などにより、地域

経済や産業を取り巻く環境は厳しく変化しており商売人の元気がなくなっている。そのため「繁

栄企業」づくりを商工会が伴走型で徹底支援することで、事業主自らがその問題を認識し、自律

的かつ、継続的な発展をとげながら、「地域力」を醸成し、「商売人が元気なまちづくり」を目指

す。この支援を唐津上場商工会では「地域力循環型支援」と位置づけている。 
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地域内小規模事業者が将来にわたって持続可能な発展を成し得ていくためには、この地域全体

が常に、時代の変化に適時対応し未来志向で挑戦し続けていく必要がある。 

 

地域内小規模事業者は、他の産業分野の従事者と共に地域経済の活性化を担う「元気なまちの

原動力」となり、また地域の繁栄に貢献する人財づくりの場として、地域経済を支える重要な担

い手であることを再確認する必要がある。 

 

このような中で唐津上場商工会は、小規模事業者が持つ経営資源を最大限活用し、創意工夫し

て自らの商品やサービス、技術などの新しい市場を切り開ける力と志の高い意欲ある事業者を育

成支援していくことが責務である。 

 

そのため商工会が行う小規模事業者振興の中長期的なあり方は、前述のとおり、業種ごとに抱

える課題や地域の課題を地場企業支援団体として解決改善し、持続的に発達させていく事が商工

会の使命であり、個々の小規模事業者支援を伴走型で徹底支援することにより、地域経済の活性

化を図ると共に、小規模事業者はもとより地域住民の沈みがちな意識をより前向きに、「商売人

が元気なまち」で「この地域で生活してよかった」と思える地域にしていくことが重要である。

 

そして、小規模事業者自身が考えて事業を起こし意欲をかき立て導いていく支援組織となり、

特に当会のような過疎地域には、商工会しかその役割を担う組織はないと思っている。その中核

を担う職員（経営指導員、支援員）は、常に問題意識を持ち受け身型支援から提案型支援への行

動・意識転換を今まで以上に加速させ、小規模事業者と共に行動し目標設定したゴールをめざし、

共に達成した喜びを分かち合うことが次なる小規模事業者の大きな成長への財産になると考え

る。 

 
【図表 7】
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８．経営発達支援事業の目標 
 
当会のビジョンは、「商売人が元気なまちづくり」であり、本計画に掲げる目標は、下記のと

おりである。 
 
（１）小規模事業者への徹底した伴走型支援を通じた繁栄企業の創出 
（２）観光交流人口を活かした輝く商品・地域価値の創造 
 
本目標を達成するために、唐津上場商工会は伴走型で経営を徹底支援していく。 
キーワードは「循環型」であり、下記【図表 8】のサイクルを循環させることで目標達成を図

り、地域の活性化に寄与する。 
                        

【図表 8】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．目標達成に向けた基本方針 

 

（１）商工会は繁栄企業づくりを支援 
 小規模事業者の持続的発展を図るため、「すべての経営支援は巡回から」といった本商工会の

指導理念を基本に、従来どおりの経営指導員、支援員ペアによる定例巡回を基本として情報や課

題を収集し、また調査分析した経済動向を提供する。収集したデータは内部で共有する体制を構

築し、経営分析や事業計画策定、計画の実施支援に繋げ、小規模事業者の土台、骨組みを強化し

繁栄企業づくりを図っていく。また課題解決のため国、県、市町などの支援施策を十分に活用し

ながら伴走型支援を実施していく。 
 
（２）魅力ある地域や、地域商品のブランド化のための支援 
 唐津上場地域は海・山・大地といった自然に育まれ、鎮西町の名護屋城跡や陣跡などの史跡、

呼子町のイカの活きづくりなど鮮度抜群の海の幸、肥前町の真珠養殖や石工技術、玄海町では養

殖でありながら食通をうならせる旨みをもった鯛など、第 1 次産業から第 3 次産業まで地域産
品やグルメ、観光資源に恵まれている。このような環境下、比較的規模が大きい事業所や老舗で
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は既に特産品を商品化しブランディングまで至っている例は多い。しかしながら小規模事業者に

ついては開発した商品を有しながらも販路開拓、売上拡大に至っていないケースが多く、これま

で行ってきた展示会、商談会等の徹底した情報提供に加え、出展前の商品登録シートの作成から

出展後の対応など一貫して伴走型支援を実施することで販路開拓を図り、併せてブランド化を支

援していく。 
 
（３）地域への新規参入事業者や人材育成に対する支援 
 前述の図表２のとおり、唐津上場地域の人口減少は顕著であり、2040 年には昭和 55 年と比較

し 62%まで減少すると指摘されている。これに比例し経営者の高齢化や廃業も増加するなど深刻

な状況である。このような中、地域での創業支援は重要事項であり、これまでも創業者に対し創

業計画書の作成、資金調達など重点的に支援を行っている。本目標を達成するにあたっては、こ

れまでの創業支援に加え、創業支援窓口の常時設置や唐津市創業ネットワークとの連携を図り支

援を強化、創業後のフォローまで伴走型で支援し、創業者の発展、雇用の創出を目指す。加えて

機関誌やホームページを活用した創業者の掘り起こしも行う。また事業承継についても事業承継

センターとの連携を密にしながら円滑な承継を図り小規模事業者の持続的発展を支援していく。

 
（４）繁栄した企業の社会貢献のための利潤の追求を支援（行政財源確保） 
 繁栄した企業は、納税にて社会貢献を行い、雇用を創出する。地域の人口減少の一つとして地

域に雇用の場がなく域外へ転出される事例も多いため、繁栄企業を 1 社でも多く創出すること
が本目標において重要なことであり、前述した基本方針をもとに、小規模事業者の伴走型支援を

実施し循環させていく。また人口減少や原子力発電所の稼働停止などから地域市場は縮小してい

ることから、新たな市場創出が求められており、地元顧客や観光市場に加え新たにスポーツ合宿

市場などを地域内に取り込む施策を構築していく。 
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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（平成２９年４月１日～平成３４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】 

 
（現状と課題） 

管内の景気動向や開廃業状況、外部環境の特殊事情による状況などを把握するため会員満足度

調査や経営環境への影響特別調査を行い、現状把握と分析を継続的に行い、当会の事業計画立案

や行政への意見・要望など随所で反映させてきたが、小規模事業者の事業計画作成支援や販路開

拓支援等への活用までには至らなかった。今後は、これらの調査結果を経営指導員並びに支援員

間で共有するとともに、その結果を活かして、小規模事業者の経営分析、事業計画作成支援、販

路開拓等に効果をもたらす事とする。 

 

（事業内容） 

（１）地域の経済動向調査＜既存＋拡充＞ 
全国及び佐賀県内の景気動向について、小規模事業者が持続的発展を遂げるために必要な売上

動向や設備投資動向、観光客動向の情報を次の調査報告で確認し収集するとともに、今後は経営

分析・事業計画作成支援、販路開拓支援におけるデータとして情報を分析整理し活用できるよう

に巡回訪問等個別相談時に小規模事業者へ提供する。また、ホームページを使い広く公表する。

【指針③】 
【図表 9】

調査名 調査項目 調査方法 

小規模企業景気動向調査＜既存＞ 業種別業況等 
毎月、経営指導員が巡回時にヒアリ

ング 

中小企業景況調査＜既存＞ 

売上高、資金繰り 

従業員数、業況 

在庫等  

四半期毎に全国商工会連合会が実施

する調査結果収集（県内版） 

会員満足度調査＜既存＞ 売上高、従業員数等
年 1 回経営指導員等が巡回時にヒア

リング（120 社） 

全国企業短期経済観測調査＜拡充＞ 業種別業況等 
四半期毎に日本銀行調査統計局が実

施する調査結果収集 

旅行・観光消費動向調査＜拡充＞ 

国内宿泊・日帰り旅

行動向（回数、単価、

平均泊数等） 

四半期毎に観光庁HPより調査結果収

集 

唐津地域経済研究所公表の調査＜拡充＞

地域人口・個人所

得・地域観光動向・

公共工事動向 

毎月、唐津地域経済研究所が実施す

る調査結果収集（市内版） 
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（２）経営環境への影響特別調査＜既存＋新規＞ 
消費税や円高、燃油高騰、観光風評被害、原子力発電所停止影響調査等これまでにも経営環境

に影響する事象の発生時に、随時巡回による経営環境への影響特別調査を行っている。また、税

務支援から見える「売上・営業利益・支払給与」と「所得税・消費税・源泉所得税」の３つの税

額から景気動向分析を行っている。さらに、後継者不在による廃業も増加傾向にあり地域経済活

動への影響を懸念する。今後は、経営指導員並びに支援員が目的をもって調査結果を共有し、経

営分析、事業計画作成支援、販路開拓支援におけるデータとして情報を活用する。加えて金融対

策会議及び商工業対策会議時に関係者と情報を共有する。【指針③】 

【図表 10】

調査名 調査項目 調査方法 

税務支援から見る管内の景気動

向調査＜既存＞ 

売上、営業利益、支払給与、所

得税、消費税、源泉所得税（地

域別業種別） 

年 1 回税務支援で収集した決算

書、申告書を経営指導員等が調

査分析（100 社） 

経営環境に影響を与える事象に

関する調査＜既存＞ 

調査項目は事象に応じる 

（過去の事例）原発停止影響調

査、熊本地震影響調査等 

事象に応じ経営指導員等が、影

響のある事業所や関係団体から

情報収集し調査分析 

事業承継・後継者対策の動向調

査＜新規＞ 

後継者の有無、事業承継の時期、

営業譲渡の可能性の有無 

巡回の際に経営指導員等がヒア

リングにて調査分析 

 

（目標）                            【図表11】 

※特別調査事業所数は概ね経営指導員・支援員 10 件／人 管内小規模事業者の 10% 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
（現状と課題） 
確定申告の指導業務や金融指導など、経営改善普及事業を通じて得た財務データは、これまで

経営革新計画作成支援や補助金活用支援などにおいて、分析、活用してきた。また、確定申告指

導先の財務データは地域の経済動向を把握するため業種別に、売上高、営業利益、人件費、納税

額の集計を行い行政や金融機関などと共有している。一方、分析内容については定量分析にのみ

留まり、経営環境などの定性的な分析が不十分であった。 
今後は管内の小規模事業者の持続的発展に向け、事業承継や生産性向上・利益率の改善、また、

新たな販路開拓などへ積極的に取組む小規模事業者の経営計画作成支援の際の経営分析資料と

して、財務データをより有効に活用し、加えて経営指導員や支援員の巡回にて、自社の強みや弱

み、ビジネスチャンス、経営環境など定性的な事項をヒアリング、調査分析し、小規模事業者の

現状把握を行い、分析結果を事業者にフィードバックし計画作成に繋げる必要がある。 

項  目 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

各種調査情報確認・分析回数 0 12 12 12 12 12 

各種調査情報確認・分析公表回数 0 4 4 4 4 4 

特別調査事業所数 0 100 100 100 100 100 

経営環境特別調査分析結果公表回数 0 1 1 1 1 1 
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（事業内容） 
（１）経営状況把握シートの作成＜新規＞ 
財務分析に加え、経営状況を把握するには定性分析にて自社の強みや弱み、外部環境を把握す

ることが重要であり、SWOT分析や３C分析を取り入れた経営状況把握シートを作成、経営支
援の共通資料として活用する。【指針①】   

【図表 12】                   【図表 13】 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）小規模事業者への経営分析の実施＜拡充＞ 
経営指導員、支援員のペア巡回を通じ、経営革新や事業承継、新たな取り組みなど、積極的に

取り組む意向がある事業所のみならず、経営維持に努力している小規模事業者を対象とし、経営

指導員、支援員にて「ローカルベンチマーク」「ネット de記帳」などを活用し成長性・安全性・
収益性等の項目について財務分析及び経営状況把握シートによる定性分析を実施する。分析結果

は事業者へフィードバックすることにより自社の経営状況を把握し、事業計画策定支援に活用す

る。【指針①】 
 

（目標）                             【図表 14】 

支援内容 現状 
H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 
経営分析実施事業者数 62 64 66 68 70 72 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
（現状と課題） 

事業計画作成支援の現状では、職員の巡回強化の成果として、会員企業の個性や魅力などの強

みを把握し、その強みを活かした経営戦略の提案を行う「自店の強みアピール提案書」を全職員

が年間 2事業所作成し、事業計画作成の動機づけを行うなど「自店の強みアピールプラン運動」

を推進している。しかしながら、小規模事業者については動機づけを行っても事業計画の策定ま

では至っておらず、「繁栄企業」づくりのための事業計画策定を商工会が伴走型で徹底支援する

必要がある。 

 

 

 

■財務指標

指標 算出結果 貴社点数 業種平均値 業種平均
点数

①売上増加率 1.4% 2 3.7% 3
②営業利益率 1.5% 3 1.5% 3
③労働生産性 446(千円) 2 752(千円) 3
④EBITDA有利子負債倍率 2.1(倍) 5 6.4(倍) 3
⑤営業運転資本回転期間 1.3(ヶ月) 3 1.2(ヶ月) 3
⑥自己資本比率 35.4% 4 26.5% 3

総合評価点 19 B

■基本情報
商号 株式会社○○ 売上高 4,950,128(千円)
所在地 東京都○○ 営業利益 75,819(千円)
代表者名 ○○　○○ 従業員数 170(人)
業種（選択） 小売業

※1各項目の評点および総合評価点は各項目の業種平均値からの乖離を示すものであり、点数の高低が必ずしも
　   企業の評価を示すものではありません。非財務指標も含め、総合的な判断が必要なことにご留意ください。

財務分析診断結果

※2総合評価点のランクはA：24点以上、B：18点以上24点未満、C：12点以上18点未満、D：12点未満
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業種

TEL

上位

１位

２位

３位

作成者

作成日

唐津上場商工会

商品・サービス名 売上高（千円） 粗利益（％） 粗利益高（千円）

顧客ニーズ

・主な顧客層は？
・顧客の要望は？
  ・最近喜ばれた事？
・苦言や苦情は？

市場の動向

企業基本情報
代表者名所在地

従業員数 創業年月

強み、長所、特徴、魅力、自慢できる事、人物、技術、立地、環境など

自社の強み
自社の商品・サービスの強み

強みを活かした
事業計画提案内容

商工会支援
活用の提案

売上高
BEST３

『自店の強み』　アピール提案書　（事業計画策定への入口）

（事業内容） 

（１）経営計画策定塾および個別相談会の実施＜既存+拡充+新規＞ 
 平成２８年７月に施行された中小企業等経営強化法や経営革新計画、ものづくり・商業・サー

ビス新展開支援補助金・小規模事業者持続化補助金など、小規模事業者を支援する国の施策が拡

充されており、生産性向上や新たな販路開拓などに取り組む事業所において追い風が吹いている

状況である。持続的発展に向け積極的に取り組む意向がある事業所に対して年１回の経営計画策

定塾および個別相談会を実施し事業計画作成を支援する。【指針②】 

 

（２）「自店の強みアピール提案書」を活用した事業計画策定への提案＜既存+拡充＞
 上記（１）のほか、事業計画策定に積極的取り組みが出来ていない管内小規模事業者に対して

は、事業計画作成への動機づけを行う目的で各事業所の強み（個性や魅力）を把握し、その強み

を活かした取組みを促す「自店の強みアピール提案書」を経営指導員並びに支援員にて継続して

作成し、経営状況分析を行った事業者を対象に「経営計画つくるくん」を活用し補助金等の申請

に係らず事業計画を策定し、それに沿った経営の実行へ繋げていく。【指針②】 

 

 
【図表 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）創業並びに事業承継に対する支援＜新規＞ 
１）創業支援事業 

地域における創業者数の拡大を図るため、地域内の創業希望者を会報(商工会かわら版)やホ

ームページで募集するとともに、唐津市及び唐津市内の他商工団体等と創業支援ネットワーク

を構築し、年１回創業支援セミナーを開催する事で、創業希望者の経営ノウハウの習得を図り、

創業計画の策定支援を行い、創業に関する知識の習得など創業にあたり各種支援をおこなう。

また、商工会事務所常設による「創業相談窓口」の設置及び「唐津市創業支援ネットワーク」

との連携により、創業希望者を対象としたセミナーへの受講を促す。  

更に、国の創業支援補助事業や、佐賀県、日本政策金融公庫及び金融機関と連携して個別に

相談対応し、創業計画書の作成支援を行い円滑な創業を支援する。 

なお、創業計画策定支援において、経営指導員で対応しきれない専門的な課題については、創

業支援ネットワークの活用や佐賀県商工会連合会登録の中小企業診断士等専門家に指導・助言を

依頼し支援する。【指針②】 
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２）事業承継支援事業  

経営指導員等による巡回訪問時に事業承継希望者を把握するとともに、佐賀県商工会連合会登

録または当会委託の税理士等専門家派遣を活用し、事業承継計画書の作成支援を行う。 

また、佐賀県事業承継支援センターや行政、他団体との連携を図りながら、事業承継マッチン

グなど、人につなぐ支援を行う。【指針②】 

 

(目標) 【図表 16】

支援内容 現状
H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 
事業計画策定事業者数 12 18 18 18 18 22 

創業計画書策定事業者数 2 2 3 3 5 5 

事業承継計画書策定事業者数 0 0 1 1 1 1 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 
事業計画策定後や創業後の支援として、特に多い課題として売上の確保、販路開拓、資金繰り

等が挙げられる。現状では年１回の計画進捗状況確認や、巡回時等にヒアリングを行っているが、

支援できる体制が十分に構築できていない。確認だけでは十分にフォローできていない部分もあ

り、計画どおりいかない状況も見受けられ、計画の見直しやブラッシュアップ支援の必要がある。

 

（事業内容） 

地域力循環型の事業計画策定支援を行う当会では、地域力向上のためにも、その循環の停滞を

まねかないために、綿密かつ必要な処置を施す、まさに伴走型の支援を行う。 

 

（１）事業計画策定事業所のフォローアップとブラッシュアップ支援＜既存＋拡充＋新規＞ 

繁栄企業づくりのための事業計画策定後は、財務分析から端を発した経営分析、経営指数分析

から経営発達支援へと循環させることにより、数字的にリアルな分析を進めることが可能とな

る。当会では、事業計画、創業及び事業承継計画の策定事業所を「重点企業」と位置づけ、毎月

第１・３週の定例巡回の他に、四半期ごとに事業主と連絡をとり、事業計画進捗状況を確認・把

握するための巡回指導を行う。その中で、事業計画に大きな変化などがある場合、必要に応じて

計画の見直しや計画のブラッシュアップなどの支援を行う。 

また、事業計画を遂行するにあたり人財（従業員）との計画の共有や育成は重要となるため、

事業主に加え従業員を対象としてセミナーも実施する。 

 

１）巡回指導による進捗状況の確認、把握 

作成支援した経営計画書内容と直近の助言内容をカルテで把握し、進捗状況の確認を行い既に

事業計画内容に沿って取り組んでいる事業所へは取り組みに当たっての問題点を把握し課題解

決のための支援策を持ち帰り検討する。また、事業計画への未着手事業所に対しては計画実行支

援、場合によっては計画の見直しを検討する。【指針②】 

 

２）業種別情報や成功事例の活用  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構や日本政策金融公庫、よろず支援拠点取組事例集、全国

商工会連合会事例集などから、新商品、新サービス、販路開拓事例を事業者にとって活用できる

と考えられる情報を計画が予定どおり進んでいない小規模事業者へ提供しフォローアップする。

【指針②】 
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３）専門家派遣事業の活用や他の支援機関との連携によるフォローアップ 

進捗状況を確認、把握し、当初の事業計画と実績との差異や、問題点等が見受けられた場合、

必要に応じ、ミラサポやよろず支援拠点、佐賀県商工会連合会の専門家派遣事業を活用し、伴

走型の支援で課題解決を図っていく。順調に計画どおり事業を展開している事業所に対しては、

「小規模事業者経営発達支援融資制度」を提案し資金繰り支援を実施する。【指針②】 

 

４）人財育成支援事業 

企業内組織において信頼、自覚、自信、責任等の関係資本を育むことが、大きな鍵とされて

いるなかで、計画を実行する上では従業員も一体となった取り組みが必要不可欠であるとの認識

のもと持続的経営力を強化するための「人財（従業員）」の育成支援として、従業員を対象にマ

ナー、電話応対、クレーム対応等の接客セミナーを年 1回開催する。また、従業員にとって「働

きやすい職場」としての事業所づくりを推進するため、福利厚生面での経営指導を行う（労働保

険・社会保険・共済等相談指導）【指針②】 

 

(目標) 【図表 17】

支援内容 現状
H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

事業計画策定後のフォローアップ実施事業者数 12 18 18 18 18 22 

事業計画策定後のフォローアップ延べ回数 12 72 144 216 288 376 

創業後のフォローアップ実施事業者数 2 2 3 3 5 5 

創業計画策定後のフォローアップ延べ回数 2 8 20 32 52 72 

事業承継計画策定後のフォローアップ実施事業者数 0 0 1 1 1 1 

事業承継計画策定後のフォローアップ延べ回数 0 0 4 8 12 16 
小規模事業者経営発達支援融資の利用事業者数 0 3 3 4 4 4 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
（現状と課題） 

管内の小規模事業者においては、消費者ニーズや観光客動向、業界や需要動向等に対して関心

はあるが、情報入手方法や活用についても十分ではない。一方、商工会としては、商品開発に意

欲を持った事業者や商談会への積極的な小規模事業者を把握できておらず、業種や品目ごとの需

要動向について情報収集を行なうこともできていない。  

また、バイヤーから商品、消費者ニーズや消費動向、トレンドなどの情報を入手するスキルも

無く、当該意欲ある小規模事業者に提案を行えていない状況にある。 

 

（事業内容） 

（１）商談会バイヤーからの需要動向情報入手、整理及び活用 ＜新規＞ 
佐賀県流通・通商課や佐賀県商工会連合会等が主催し、福岡都市圏で開催される「Food EXPO 

Kyushu」、「観光商談会」等に、経営指導員等も会場へ足を運び、売れ筋や商談希望品目、各業界

のトレンド、必要数量に加え需要動向把握に役立つバイヤーニーズや消費者のニーズを収集し整

理する。収集し整理した情報を、業界需要情報として地域の資源を活用した海産物や農産物を使

った商品開発を目指す食品製造業者、飲食店等を中心に積極的に提供する。【指針③】  
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（２）観光需要動向に関する外部データの収集・整理・活用＜拡充＞ 
観光庁の旅行・観光消費動向調査、地域経済分析システム（RESAS）、佐賀県観光客動態調査、

じゃらんリサーチセンターの各種観光情報・ランキング等を基にした宿泊・日帰り旅行動向実態

情報（旅行実施回数、観光客一人当たりの単価、平均宿泊数、観光施設入込客数、From to 情報,

ナビの検索、観光地検索ランキング）の収集及び整理を年２回実施する。整理した情報を、業界

需要情報として観光業関連の小規模事業者に年２回、巡回訪問等で積極的に提供する。【指針③】

 

（３）ＧＡＰ調査の実施による需要動向の把握・提供＜新規＞ 
域外に在住する消費者に対して、管内の観光施設並びに観光関連事業所の認知度と興味度など

を調査（GAP 調査 調査概要：1000 サンプル、10 問 調査対象：５エリア程度×年代×年別）

し、どの切り口で消費者へ来訪を促し観光入込客を増加させることができるかなどの観光素材の

現状分析と訴求する観光素材の組み合わせを調査し、観光宿泊業、飲食業、土産店、遊覧船など

小規模事業者に積極的に提案する。【指針③】 

 
≪ＧＡＰ調査の概要≫               【図表 18】
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（４）その他の需要動向調査および活用＜拡充＞ 
小規模事業者の相談内容に応じ、総務省統計局の家計調査データや経営支援体制強化情報ネッ

トワーク整備推進事業として実施する 「日経テレコン POSEYES」（日経 POS データに基づく「加

工食品」「家庭用品」「酒類」の販売ランキング）を活用し「売れ筋商品」「消費者の支持」「メー

カーシェア」「年代別消費傾向」など需要動向に関する情報を収集、的確に提供する。それによ

りマーケティングを通じた商品開発・販売戦略等の支援に活用する。【指針③】  

  

（目標）                            【図表 19】 

項  目 現状
H29 

年度

H30 

年度

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度

(１)商談会での調査 調査回数 0 4 4 4 4 4 

(１)商談会での調査 提供事業者数 0 20 20 20 20 20 

(２)観光需要動向調査 調査回数 0 2 2 2 2 2 

(２)観光需要動向調査 提供事業者数 0 130 130 130 130 130 

(３)GAP 調査 調査回数 0 1 - 1 - 1 

(３)GAP 調査 提供事業者数 0 130 ‐ 130 ‐ 130 

 

 

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】 

 
（現状と課題） 

当会管内においては「呼子のイカ」だけでなく、海産物・農産品を中心とした地域資源が多い

地域であり、それら地場産品を活用した商品を開発し地道な販路開拓を行っている小規模事業者

も見受けられるが、効果は目立たず、売上拡大には至っていない事業所がほとんどである。 

このような状況下、当会においては商談会や展示会、物産展など販路開拓に係る情報をいち早

く事業所にお届けするため、情報提供を希望される事業所のメーリングリストを作成、情報が入

り次第、E-mail にてスピーディーに情報提供し出展を促している。しかしながら小規模事業者

においては、取引のノウハウ不足やマンパワー不足により出展に消極的になるケースが多く見受

けられ、商談会等へのチャレンジの実績は少なく、情報はあるが出展するために何をすればいい

のかなど準備段階での壁が原因となり出展に繋がっていない。このようなことを踏まえ出展前の

準備に係る支援や、また出展後の商談などにおけるフォローについても一貫し伴走型にて支援を

実施し、小規模事業者のビジネスチャンスを創出していくことが重要である。 

 

 

（事業内容） 

（１）国、県や全国連及び佐賀県連が実施する展示会、商談会への出展支援＜拡充＞
展示会・商談会での販路開拓が見込まれる小規模事業者の掘り起こしを行うため、経営指導員、

支援員のペア巡回を通じ、地域の資源を活用した海産物や農産物を使った商品開発を目指す食品

製造業者、飲食店等を中心に魅力的な商品の有無をヒアリングにて調査・発掘を行い、展示会・

商談会への参加提案を行う。 

出展を希望される事業者へは出展の申込手続きだけでなく、出展準備（商品情報シートの作成

など）から商談後のフォローまで、一貫して経営指導員等が支援を行うことで、販路開拓にチャ

レンジする小規模事業者を創出していく。また、必要に応じて専門家派遣事業を活用して支援を

実施する。 
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本事業の取り組みに当たっては、より有効性を高めるため国・県・全国連・佐賀県連との連携

はもちろん、当該地域は電源立地地域であることから、一般財団法人電源地域振興センターとの

連携も図り、より多くの施策を活用しながら支援を行っていく。 

また、当会ホームページに展示会・商談会の情報を掲載することで利用促進を図る。【指針④】

【図表20】

展示会・商談会名 開催目的 支援対象 訴求対象 
ニッポン全国物産展 

（全国商工会連合会） 
地域特色を活かした

地域産品の販路拡大 食品製造業者 首都圏一般消費者 

Food EXPO Kyushu 

（Food EXPO Kyushu実行委員会） 
地域資源を使った加

工食品の販路拡大 食品製造業者 国内外のバイヤー 
九州の一般消費者 

佐賀県特産品商談会 

（佐賀県流通・通商課） 県産品の販路拡大 食品製造業者 全国のバイヤー 

定期開催型産品相談・商談会 

（電源地域振興センター） 
地域特産品の開発・改

良及び販路拡大 食品製造業者 全国のバイヤー及びパ

ッケージデザイナー 
販路開拓商談会 

（佐賀県商工会連合会） 
地域特産品の開発・改

良及び販路拡大 食品製造業者 首都圏食品バイヤー 

観光商談会 

（福岡商工会議所） 
観光をテーマとした

BtoB商談会 

宿泊施設、レジ

ャー施設、飲食

店、土産店等 

関東、関西、東南アジア

の旅行会社 

 

 

（２）マスメディアを活用した販路開拓塾の実施＜新規＞ 
新商品の販売や新サービスの展開に取り組む事業所を対象として、経営資源が小さな小規模事

業者でもお金をかけずに商品、サービスを広報する手法を習得するため「マスメディアを活用し

た販路開拓塾」を年１回開催し販路開拓の拡大を図る。 

 初年度の塾は１回３時間の集団セミナーを３回、個別指導を希望事業者あたり１回の４回シリ

ーズにて開催する。集団セミナー１回目は「広報の考え方」、２回目は「広報のやり方」、３回目

は「プレスリリースシートの作成」にて構成、セミナーを受講し個別支援を希望される事業所へ

は経営指導員や専門家による個別指導を実施する。【指針④】 

 

≪マスメディアを活用した販路開拓塾開催例≫  【図表 21】 

概 要 セミナー等の内容 

セミナー１回目 3 時間 広報の考え方 

セミナー２回目 3 時間 広報のやり方 

セミナー３回目 3 時間 プレスリリースシートの作成 

個別指導 
各社１時間 時間プレスリリースシートの作成や

対象マスメディアの選定など個別指導 

 

（３）ＩＴを活用した販路開拓支援＜拡充＞ 
商工会が提供する簡易ホームページ作成ツール「SHIFT」の未登録事業所へ定例ペア巡回を通じ

利用促進を行い、また既登録事業所へは新着情報の更新、商品の登録について助言し SHIFTを通じ
た商品販売件数を増加させる。また、全国商工会連合会が運営している ECサイト「ニッポンセレク
ト.com」、佐賀県商工会連合会が運営している「がばいよか！」への出展支援も強化し小規模事業者
の地域を超えた市場拡大を目指す。【指針④】 
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（目標）                               【図表 22】 

支援内容 現状
H29 

年度

H30 

年度

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度

展示会・商談会等への出展支援数 0 0 2 2 3 4 

商談・成立件数 0 0 1 1 2 3 

プレスリリース実施件数 0 0 2 3 4 5 

SHIFT 新規登録件数 0 3 3 3 3 3 

SHIFT 商品販売増加件数 0 ＋10 ＋10 ＋10 ＋10 ＋10

ニッポンセレクト.com 登録件数 0 0 1 2 3 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
（地域の現状と課題） 
唐津上場地域は、佐賀県では有数の観光地であり、特に呼子・鎮西エリアは「呼子のイカ」「呼

子朝市」「肥前名護屋城跡と大名陣跡」などの観光資源を求め年間 100 万人を超える観光客が入

り込む。平成２５年には西九州自動車道路の開通と二丈浜玉有料道路の無料化により、福岡から

の交通アクセスが大幅に向上し日帰り観光客は増加傾向にある。一方で滞在時間が収縮し宿泊客

は減少、観光客向け宿泊業は厳しい経営状況にある。さらに、玄海町においては玄海原子力発電

所が立地している特性から、発電所関係者を主要顧客とする長期滞在型宿泊施設が多く、現在の

ように原子力発電所の稼働が停止した状態では先行きが見えない（時間軸が見えない）経営を強

いられるなど厳しい環境にある。 
これまでの取り組みで、唐津上場地域全体（肥前町・玄海町・鎮西町・呼子町）での観光関連

組織体として、一堂に会する連携会議を商工会の呼びかけにより開催している。連携会議の構成

メンバーは、唐津市観光課や玄海町産業振興課、各旅館組合や飲食業組合、(社)唐津観光協会や
肥前名護屋城ツーリズム協議会、㈱唐津まちづくり会社や商工会観光関連業種部会などである。

この連携会議では、情報交換や今後の観光振興と地域活性化に関する意見交換を行っている。

その中で、「唐津市スポーツ・文化合宿等補助金」や「玄海町合宿等誘致補助金」の施策整備も

進み、その施策活用を域外の顧客に促す取組みを行い、新市場創出の取組みへの意見が出ている。

 
また、呼子町・鎮西町・肥前町は、インターネット高速通信環境の整備が遅れていることで、

観光関連施設での情報発信や観光客による SNSを使った情報の拡散などに十分に対応できてお
らず、Wi－Fi 整備へ取組みたい小規模事業者のニーズや新たな市場を目指したオンライン販売

を行いたい小規模事業者のニーズはあるが、現状の通信環境では取組みができないとの意見が出

ており、社会インフラの早急な整備が求められている。 

 
 
（事業内容） 
（１）スポーツ合宿誘致事業の取り組み＜拡充＞ 
地域の人口減少や、観光宿泊客の伸び悩み、玄海原子力発電所の稼働停止により地域市場が縮

小しており、新たにこの地域に「ひとやかね」などの資源を取り込むため、スポーツ合宿受入れ

環境を整備し、地域市場の拡大を図る。地域内には平成１８年の市町村合併（唐津市）前に各自

治体が整備された優れたスポーツ施設を多く有しており、これらの施設と宿泊施設、自然環境な

どを活用した地域らしい合宿メニューを早急に整備する。本事業の実施にあたっては、宿泊業５

社で設立した「合宿のさとづくり委員会」にて平成２８年度中には委員会を月１回開催し、モニ

ター事業による調査を実施している。連携会議の方針を受け、平成２９年度中には、委員会及び
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唐津市、玄海町、各地区旅館組合、飲食店組合が連携した協議の場を商工会が設けて、モニター

事業の顧客の意見と実施した小規模事業者の意見を元に、スポーツ合宿プランの宿泊商品を確立

する。 
スポーツ合宿プランの宿泊商品の確立により、宿泊施設では年間を通じた新しい宿泊プランを

定番商品化でき新しい市場の開拓が図られる。この事により、宿泊施設に納入している食品納入

業者や飲料品納入業者、クリーニング業者などへ裾野の広い波及効果が期待できる。 
 
（２）社会インフラ整備の推進＜新規＞ 

 呼子町・鎮西町・肥前町はインターネット高速通信環境の整備が遅れており、光通信回線が未

整備の状態である。その影響でインバウンド政策の効果で外国人観光客も増加傾向にあるものの

観光関連店舗や施設ではWi-Fi環境整備の遅れによる顧客ニーズへの対応不足やＳＮＳを活用し

た情報の拡散にも取り組めない状況にある。 

また、新たな市場を目指したオンライン取引への取り組みも消極的となり、加えてＩＴを活用

したビジネスを立ち上げ都市部からの移住者を促す試みにも取り組めない状況で、社会インフラ

整備に課題がある。 

 この課題を解決するため、連携会議の方針を踏まえ、当管内でのケーブルインターネット提供

事業者、唐津市、唐津上場商工会の３者において「呼子町・鎮西町・肥前町ネット環境改善会議」

を年１回開催し、提供事業者及び唐津市とこの現状を共有し、定住政策や新たなビジネスチャン

スを創出するためにも必要な社会インフラ整備であることを相互に理解し合い、国や佐賀県、唐

津市、提供業者と共にインターネット高速通信環境の整備実現に向けて推進する。 

 商工会の役割として、ネット環境改善会議を開催することにより、地域を上げて取り組む姿勢

を明確にし、小規模事業者の持続的発展への一つの手段として必要であるＩＴ化への取り組み

は、インターネット高速通信環境の整備が不可欠であることを地域へ提言することと、Wi－Fi

整備へ取組みたい小規模事業者のニーズに一日も早く応えていくことである。 

 

 

 

 

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）唐津商工会議所及び唐津東商工会との連携＜拡充＞ 
 唐津市及び玄海町には、当会及び唐津商工会議所、唐津東商工会と３つの経済団体が併存して

いる。唐津商工会議所、唐津東商工会とはこれまでも、創業支援ネットワークや消費喚起対策な

ど連携して事業を推進してきたが、今後はさらに同行政区の経済団体として小規模事業者の発展

を推進するため唐津市及び玄海町管内の小規模事業者の現状把握や地域経済の動向、小規模事業

者支援施策等について年１回情報交換会を実施し緊密な連携支援体制を確立する。 
 
（２）佐賀県商工会連合会との連携＜拡充＞ 
 経営発達支援計画の事業を実施するにあたり、特に高度な支援を必要とする際は、佐賀県商工

会連合会が実施する専門家派遣事業の活用や、施策情報の共有など緊密な連携を図り、また、佐

賀県商工会連合会に設置されている経営支援バックアップチームと支援ノウハウ等について連

携を強化し、支援力向上を図る。 
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（３）金融機関との連携＜拡充＞ 
 日本政策金融公庫佐賀支店と県内の景況や資金需要の動向等について、情報共有を図るため年

2回懇談会を実施し、佐賀県信用保証協会とも同様の目的で年 1回懇談会を実施する。また、上

記２機関及び唐津市・玄海町内に本支店を有する地域金融機関、唐津市商工ブランド課、玄海町

産業振興課と地域金融情勢を共有し、連携した支援力向上を図るため、年 1回金融対策会議を開

催する。 

 
（４）その他支援機関との連携＜拡充＞ 
経営発達支援事業を実施するにあたり、様々な課題に対応するため、中小企業基盤整備機構、

佐賀県よろず支援拠点、佐賀県再生支援協議会、佐賀県地域産業支援センター、佐賀県中小企業

団体中央会などの支援機関や担当者と連携し、また佐賀県商工会連合会が実施する専門家派遣事

業の登録講師などとの情報交換も行い効果的支援を講じる。 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）ＯＪＴによる資質向上 

１）支援手法等の共有 

巡回・窓口相談は、経営指導員と支援員等がペアとなるなど、小規模事業者の経

営分析結果等の共有とそれに基づく助言指導を行うことにより、経営発達支援事

業の円滑な推進を行う。支援員等は経営指導員の支援手法・助言内容、情報収集

方法等を学び伴走型支援能力の向上を図る。 

２）支援内容のデータベース化 

巡回・窓口相談おける支援内容を経営カルテに入力し、データベース化する。商

工会内部においてはこれらの支援内容・ノウハウを共有し、職員全体の支援スキ

ルを高める。 

３）専門家の支援手法習得 

専門家派遣による支援を行う際は経営指導員等が同席し、高度専門的な財務分析

や小規模事業者の利益の確保に資するマーケティング手法、販路開拓支援等のス

キルを習得する。 

 

（２）ＯＦＦ-ＪＴによる資質向上 

  １）中小企業基盤整備機構、中小企業大学校、佐賀県商工会連合会主催の研修会へ

の参加（経営指導員年３回以上、支援員等年２回以上） 

   各関係機関が主催する、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得

を目的とした研修に参加し、支援能力の向上を図る。研修会において得た知識は

会議・報告書等により職員全員で共有するとともに、共有ファイルとしてまとめ

ノウハウを組織として蓄積し活用する。 

  ２）支援事例の共有 

佐賀県商工会連合会が毎年作成し県内商工会全職員に配付している「県内商工会

経営支援事例集」から、県内全職員の投票によって選定された佐賀県内の他商工

会の先進事例を、佐賀県商工会連合会が毎年実施する「支援事例発表会」で学習

（経営指導員研修会年１回、支援員研修会年２回）し、支援手法の更なる深耕を

行う。また、事例発表会で学習した内容については、経営支援会議において報告
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して職員間で共有するとともに、商工会自体の支援レベルを向上させるよう共有

ファイルに支援手法を蓄積し、全職員がいつでも閲覧・活用できる状態にする。 

３）「経営指導員等ＷＥＢ研修」の受講 

経営指導員は、中小企業経営に関する基礎知識全般を e-ラーニング方式で学習で

きる「経営指導員等ＷＥＢ研修」（全国商工会連合会提供）を受講し、支援能力の

向上を図る。 

特に、経営発達支援事業における経営計画作成及び財務分析、マーケティング支 

援等に役立つ科目である「財務・会計」「企業経営理論」「中小企業経営・中小企 

業政策」については、全経営指導員が受講する。 

 

 

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 
 

本事業をより効果的に実施していくため、本事業の実施状況及び成果について、以下の方法に

より検証・評価・見直しをおこなう。 

 

（１）「経営発達支援事業評価報告書」の作成 
本事業の評価にあたり、毎年度事業終了後に各事業の取り組み結果、数値結果、事業関係者へ

のヒアリング、小規模事業者へのアンケート結果等を、本会内で検証、評価、見直し案を検討し

「経営発達支援事業評価報告書」を作成する。 

 

（２）「経営発達支援事業外部評価委員会」への報告 
作成した経営発達支援事業評価報告書を佐賀県商工会連合会が設置する「経営発達支援事業外

部評価委員会」に提出する。 

「経営発達支援事業外部評価委員会」は、本会が提出した報告書をもとに、目標達成状況の確

認、取り組み内容とその結果、見直し案について評価し、評価結果を本会に報告する。 

本会は、「外部評価委員会」からの評価結果、意見を受け、必要に応じて計画の見直し、変更・

修正をおこない、その結果について理事会等へ報告し承認をうける。 

＝＝「経営発達支援事業外部評価委員会」委員（案）＝＝ 

①学識経験者      大学教授１名、中小企業診断士１名 

②地方公共団体の職員  佐賀県経営支援課１名 

③関係団体の役職員   日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業統轄１名 

④佐賀県商工会連合会  佐賀県商工会連合会専務理事１名 

 

（３）事業の成果、評価及び見直し結果の公表 
事業の成果・評価・見直しの結果については唐津上場商工会のホームページ

（http://www.ikasuze.com/）にて公表し、本会事務所にも常備して閲覧可能な状況とする。 
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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 

（平成 28 年 7 月現在）

（１） 組織体制 
唐津上場商工会は唐津市鎮西町に本所、東松浦郡玄海町に経営支援センターを置く経営支援体

制をとっている。地域内の事業所への支援については、本所・経営支援センターの枠を超え全職

員が連携し全地域対象者への支援を行っている。 

経営発達支援事業は事務局長が統括責任者となり、事業の実務担当者は４名の経営指導員と６

名の支援員が中心となって進めていく。ＯＪＴ等を通じて全職員のスキルアップと連携を図る。 

○職員数及び配置 

 ・事 務 局 長 １名 

 ・経営指導員 ４名(通常：経営支援センター４名) 

 ・支 援 員 ６名(本所２名、経営支援センター４名) 

 

○経営発達支援事業の役割 

 ・統括責任者：事務局長 

計画全体のマネージメント、事業毎に責任者や職員の配置、役割分担及び支援方針、支援の

進捗状況、事業の成果の報告を求めチームでの伴走型経営支援を構築する。 

 ・各チーム責任者：経営指導員及び支援員 

   伴走型支援を基本とし、対象企業の課題を明確化、課題解決に向けた支援内容の実施。必

要に応じ佐賀県商工会連合会がおこなう専門家派遣事業を活用する。支援内容の共有に努め

る。 

  また、チーム責任者以外の経営指導員及び支援員は、課題解決に向け意識統一し補助する。 

ＯＪＴ等を通じてスキルの向上、業界特性の把握、支援手法・技術の向上に努める。 

 

【事務局組織図】 

本所 経営支援センター

助言

経営支援課長(指導員兼)
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業課題毎の解決に向けた柔軟なチーム編成を可能とした体制

ex)経営指導員＋支援員 or 支援員＋支援員



２４ 
 

（２）連絡先 
唐津上場商工会 経営支援課 

本所 

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1801 

電話番号 0955-82-3826 FAX 番号 0955-82-2617 

経営支援センター 

〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦 338-1 

電話番号 0955-52-2118 FAX 番号 0955-52-3592 

メールアドレス  k-uwaba@sashoren.or.jp 

ホームページ URL http://www.ikasuze.com/ 

 
（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額とその調達方法 

 

（単位：千円） 
 29 年度 

（29年4月以降） 
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 70,579 70,579 70,579 70,579 70,579
 経営改善普及事業   
 人件費 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000
 事業費 14,301 14,301 14,301 14,301 14,301
  

地域振興事業費 

 

受託事業費 

 

 

17,120 

 

1 

17,120

1

17,120

1

 

17,120 

 

1 

 

17,120

  

1

 管 理 費 10,157 10,157 10,157 10,157 10,157

（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・県補助金・市町補助金・手数料等収入・事業料収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 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 

 

【連携内容】 【連携者】 

地域の経済動向調査 

佐賀県経営支援課、唐津市商工ブランド課、玄海町産業振興課、

㈱日本政策金融公庫佐賀支店、佐賀県信用保証協会、地域金融機

関、全国商工会連合会、佐賀県商工会連合会、(社)唐津観光協会

経営の状況分析 全国商工会連合会、佐賀県商工会連合会 

事業計画の策定 

佐賀県経営支援課、唐津市商工ブランド課、玄海町産業振興課、

㈱日本政策金融公庫佐賀支店、佐賀県信用保証協会、地域金融機

関、全国商工会連合会、佐賀県商工会連合会、佐賀県地域産業支

援センター、佐賀県よろず支援拠点、佐賀県事業承継支援センタ

ー、唐津市創業支援ネットワーク、九州北部税理士会唐津支部 

事業計画策定後の実施支援 

佐賀県経営支援課、唐津市商工ブランド課、玄海町産業振興課、

㈱日本政策金融公庫佐賀支店、佐賀県信用保証協会、地域金融機

関、佐賀県商工会連合会、佐賀県地域産業支援センター、佐賀県

よろず支援拠点、佐賀県事業承継センター、佐賀県中小企業団体

中央会、佐賀労働局、日本年金機構 

需要の動向調査 
佐賀県流通・通商課、佐賀県観光課、中小企業基盤整備機構九州

支部、㈱日本政策金融公庫佐賀支店、佐賀県よろず支援拠点 

新たな需要の開拓 
佐賀県流通・通商課、全国商工会連合会、佐賀県商工会連合会、

(社)新日本スーパーマッケット協会、(財)電源地域振興センター

地域経済の活性化 

佐賀県観光課、唐津市商工ブランド課、玄海町産業振興課、合宿

のさとづくり委員会、呼子鎮西旅館組合、玄海町旅館組合、肥前

旅館飲食業組合、呼子飲食業組合、鎮西町飲食業組合、玄海町飲

食業組合、呼子朝市組合、NPO スクラム呼子、肥前名護屋城歴史

ツーリズム協議会、佐賀県立名護屋城博物館、(社)唐津観光協会、

玄海町地域振興会、（株）ネットフォー、（株）唐津ケーブルテレ

ビジョン 

支援力向上の取組 

佐賀県経営支援課、唐津市商工ブランド課、玄海町産業振興課、

唐津商工会議所、唐津東商工会、㈱日本政策金融公庫佐賀支店、

佐賀県信用保証協会、地域金融機関、中小企業基盤整備機構九州

支部、中小企業大学校、佐賀県よろず支援拠点、佐賀県再生支援

協議会、佐賀県地域産業支援センター、佐賀県中小企業団体中央

会、全国商工会連合会、佐賀県商工会連合会、(社)佐賀県中小企

業診断協会 
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連携者及びその役割 

名称：九州経済産業局 局長 高橋 直人 

住所：〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東 2丁目 11 番 1 号 福岡合同庁舎本館 

電話：092-482-5444 

役割：・経営発達支援計画策定に関する指導及び助言 

・経済産業省関連施策情報の提供 

・各統計資料等の提供、閲覧及び助言  

・ローカルベンチマーク（企業健康診断ツール）の提供 

名称：佐賀県産業労働部経営支援課 課長 寺島克敏 

住所：〒840-8570 佐賀県佐賀市城内 1丁目 1-59 

電話：0952-24-2111 

役割：・佐賀県施策情報の提供、調査資料の提供及び閲覧、助言 

・事業計画の指導及び助言 

・支援力向上及び事業評価、見直しに関する助言 

名称：佐賀県産業労働部流通・通商課 課長 甲斐照彰 

住所：〒840-8570 佐賀県佐賀市城内 1丁目 1-59 

電話：0952-25-7252 

役割：・佐賀県施策情報の提供、調査資料の提供及び閲覧、助言 

・商談会、物産展情報の提供及び助言 

名称：佐賀県地域交流部文化・スポーツ交流局観光課 課長 原 恒久 

住所：〒840-8570 佐賀県佐賀市城内 1丁目 1-59 

電話：0952-25-7386 

役割：・佐賀県施策情報の提供、調査資料の提供及び閲覧、助言 

・地域活性化に関する指導及び助言 

名称：唐津市商工観光部商工ブランド課 部長 小形昌和 

住所：〒847-0014 佐賀県唐津市西城内 1-1 

電話：0955-72-9141 

役割：・唐津市施策情報の提供、調査資料の提供及び閲覧、助言 

・事業計画の指導及び助言 

・唐津市創業支援ネットワークに関する資料の提供、助言 

・地域活性化に関する指導及び助言 

名称：玄海町産業振興課 課長 山口清二 

住所：〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦 327-1 

電話：0955-52-2199 

役割：・玄海町施策情報の提供、調査資料の提供及び閲覧、助言 

・事業計画の指導及び助言 

・地域活性化に関する指導及び助言 
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名称：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部 九州本部長 齊藤 三 

住所：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祗園町 4番 2号 サムティ博多祇園 BLDG. 

電話：092-263-1500 

役割：・経営指導員、支援員の支援力向上 

・よろず支援拠点による支援機関の紹介、指導及び助言 

・成功事例等有用情報の提供 

名称：公益財団法人 佐賀県地域産業支援センター 理事長 飛石 昇 

住所：〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 114 

電話：0952-34-4411 

役割：・複雑、高度、専門的な相談案件へのサポート 

・調査資料の提供・閲覧及び助言 

・事業計画の指導及び助言 

・経営指導員、支援員の支援力向上 

名称：中小企業庁 佐賀県よろず支援拠点 コーディネーター 今釜秀敏 

住所：〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 114 公益財団法人 佐賀県地域産業支援センター内

電話：0952-34-4433 

役割：・複雑、高度、専門的な相談案件へのサポート 

・調査資料の提供・閲覧及び助言 

・事業計画の指導及び助言 

・成功事例等有用情報の提供 

名称：佐賀県中小企業再生支援協議会 統括責任者 野田清隆 

住所：〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2丁目 1番 12 号 佐賀商工ビル 4F 

電話：0952-27-1035 

役割：・複雑、高度、専門的な相談案件へのサポート 

名称：佐賀県事業承継支援センター コーディネーター 本山和利 

住所：〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2丁目 1番 18 号 高島ビル 2F 

電話：0952-20-0345 

役割：・複雑、高度、専門的な相談案件へのサポート 

名称：佐賀県中小企業団体中央会 会長 内田 健 

住所：〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2丁目 1番 12 号 佐賀商工ビル 6F 

電話：0952-23-4598 

役割：・複雑、高度、専門的な相談案件へのサポート 

名称：株式会社 日本政策金融公庫 佐賀支店 支店長 中谷正一 

住所：〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町 4-21 

電話：0952-22-3341 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

      ・金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

   ・成功事例等有用情報の提供、経済情勢の提供及び助言 
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名称：佐賀県信用保証協会 会長 坂井浩毅 

住所：〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2丁目 1番 12 号 佐賀商工ビル 2F・3F 

電話：0952-24-4341 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：全国商工会連合会 会長 石澤義文 

住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1丁目 7番 1 号 有楽町電気ビル北館 19F 

電話：03-6268-0088 

役割：・全国商工会連合会が行っている補助事業へのサポート 

・調査資料の提供・閲覧及び助言 

・成功事例等有用情報の提供 

・商談会、物産展情報の提供及び助言 

・経営指導員、支援員の支援力向上 

名称：佐賀県商工会連合会 会長 飯盛康登 

住所：〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2丁目 1番 12 号 佐賀商工ビル 6F 

電話：0952-26-6101 

役割：・エキスパートバンクによる専門家派遣 

・事業計画の指導及び助言 

・展示会、商談会等の情報提供及び出展支援 

・各種研修会、講習会の開催及び情報提供 

・成功事例等有用情報の提供 

・経営指導員、支援員の支援力向上 

名称：佐賀銀行有浦・肥前町支店 支店長 平山欣弘 

住所：〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦 327-1 

電話：0955-52-2811 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：佐賀銀行呼子支店 支店長 溝口昌利 

住所：〒847-0303 佐賀県唐津市呼子町 3070 

電話：0955-82-3611 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 
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名称：唐津信用金庫呼子支店 支店長 伊藤勝利 

住所：〒847-0303 佐賀県唐津市呼子町呼子 3753-1 

電話：0955-82-3611 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：佐賀共栄銀行唐津支店 支店長 永江正幸 

住所：〒847-0047 佐賀県唐津市本町 1950 

電話：0955-73-4161 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：西日本シティ銀行唐津支店 支店長 浜田秀樹 

住所：〒847-0046 佐賀県唐津市高砂町 1699-27 

電話：0955-72-4108 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：福岡銀行唐津支店 支店長 福田正伸 

住所：〒840-0012 佐賀県唐津市大名小路 310-36 

電話：0955-72-5171 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：親和銀行唐津支店 支店長 山口勝則 

住所：〒847-0054 佐賀県唐津市米屋町 1656 

電話：0955-74-4144 

役割：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

・プロパー融資、金融制度支援情報の提供及び助言 

・事業計画、創業計画の指導及び助言 

・経済情勢の提供及び助言 

名称：九州北部税理士会唐津支部 支部長 井ノ口浩二 

住所：〒847-0011 佐賀県唐津市栄町 2571 番地 13 

電話：0955-72-1001 

役割：・事業承継に関する助言 
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名称：唐津商工会議所 会頭 宮島清一 

住所：〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路 1-54  

電話：0955-72-5141 

役割：・唐津市創業支援ネットワークに関する情報交換 

・地域経済情勢及び活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：唐津東商工会 会長 冨永祐司 

住所：〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知 2044-10 

電話：0955-62-2901 

役割：・唐津市創業支援ネットワークに関する情報交換 

・地域経済情勢及び活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：一般社団法人唐津観光協会 会長 山﨑信二 

住所：〒847-0816 佐賀県唐津市新興町 2935-1 

電話：0955-74-3355 

役割：・地域経済情勢及び活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：一般社団法人 佐賀県中小企業診断協会 会長 伊藤健一 

住所：〒849-0905 佐賀県佐賀市金立町大字千布 1450 番地 10 

電話：0952-98-0441 

役割：・複雑、高度、専門的な相談案件へのサポート 

・事業計画の指導及び助言 

名称：一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会 会長 横山清 

住所：〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-19-8 櫻井ビル 

電話：03-3255-4825 

役割：・商談会、物産展情報の提供及び出展支援 

名称：一般財団法人 電源地域振興センター 地域振興部 

住所：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目 3番 3 号 堀留中央ビル 7F 

電話：03-6372-7311 

役割：・商談会、物産展情報の提供及び出展支援 

名称：合宿のさとづくり委員会 代表 野﨑 勉 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1801 

電話：0955-82-3826 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：呼子飲食業組合 組合長 藤崎 臨 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1801 

電話：0955-82-3826 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 
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名称：鎮西町飲食業組合 組合長 前川 彰 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1801 

電話：0955-82-3826 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：玄海町飲食業組合 組合長 松本光浩 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1801 

電話：0955-82-3826 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：呼子鎮西旅館組合 組合長 古舘 博 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1399 

電話：0955-82-1711 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：玄海町旅館組合 組合長 溝上孝利 

住所：〒847-1441 佐賀県東松浦郡玄海町今村 5183-1 

電話：0955-52-6902 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：肥前町旅館飲食業組合 組合長 井上良巳 

住所：〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野 557－2 

電話： 0955-54-1980 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：呼子朝市組合 組合長 小林昌克 

住所：〒847-0303 佐賀県唐津市呼子町呼子 3764-74  

電話：0955-82-0678 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：ＮＰＯ法人 ＳＣＲＵＭ呼子 理事長 松田恵二 

住所：〒847-0303 佐賀県唐津市呼子町呼子 3764-74  

電話：0955-82-0678 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：肥前名護屋城歴史ツーリズム協議会 会長 古賀和裕 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1530  

電話：0955-53-7155 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：佐賀県立名護屋城博物館 館長 大坪広幸 

住所：〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1931-3 

電話：0955-82-4905 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 
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名称：玄海町地域振興会 会長 牧原 康 

住所：〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦 338-1 

電話：0955-51-3007 

役割：・地域活性化事業等に関する連携及び情報交換 

名称：佐賀労働局  

住所：〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央 3丁目 3番 20 号佐賀第 2合同庁舎 

電話：0952-32-7155 

役割：福利厚生面での人材育成に関する連携及び情報交換 

名称：日本年金機構（唐津年金事務所） 

住所：〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町 2565 

電話：0955-72-5161 

役割：福利厚生面での人材育成に関する連携及び情報交換 

名称：株式会社 ネットフォー 代表取締役 成富 茂安 

住所：〒847-0303 佐賀県唐津市呼子町呼子 3313 番地 1 

電話：0955-82-5970 

役割：通信環境の整備に関する連携及び情報交換 

名称：株式会社 唐津ケーブルテレビジョン 代表取締役 中村 隆 

住所：〒847-0871 佐賀県唐津市東大島町 3番 11 号 

電話：0955-73-5460 

役割：通信環境の整備に関する連携及び情報交換 

名称：福岡商工会議所 会頭 礒山 誠二 

住所：〒812-8505 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28 

電話：092-441-1110 

役割：観光商談会に関する情報の提供及び助言 

名称：Food EXPO Kyushu 実行委員会 （事務局：福岡商工会議所商工振興本部内） 

住所：〒812-8505 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28 

電話：092-441-1119 

役割：商談会、物産展情報の提供及び助言 
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連携体制図等 

【商売人が元気なまちづくり】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域内小規模事業者 

【元気なまちの原動力】 

唐津上場商工会 

【伴走型で経営を徹底支援】 

相談／提案 

提案／助言 

【指針①】経営状況分析 
【指針②】事業計画策定支援 

事業計画実施支援 
九州経済産業局・佐賀県経営支援課 

唐津市商工ブランド課 

玄海町産業振興課 

各金融業界機関・全国商工会連合会 

佐賀県商工会連合会 

佐賀県地域産業支援センター 

佐賀県よろず支援拠点 

佐賀県事業承継支援センター 

唐津市創業支援ネットワーク 

九州北部税理士会唐津支部 

佐賀県中小企業団体中央会 

佐賀労働局 

日本年金機構 唐津年金事務所 

【指針③】需要動向調査 
【指針④】新たな需要開拓

佐賀県流通通商課・佐賀県観光課

中小企業基盤整備機構 

Food EXPO Kyushu実行委員会 

電源地域振興センター 

全国商工会連合会 

佐賀県商工会連合会 

佐賀県よろず支援拠点 

福岡商工会議所 

地域経済の活性化 
佐賀県観光課 

唐津市商工ブランド課 

玄海町産業振興課 

合宿のさとづくり委員会 

地域各旅館組合 

地域各飲食業組合 

呼子朝市組合 

NPO法人 SCRUM呼子 

佐賀県立名護屋城博物館 

肥前名護屋城歴史ﾂｰﾘｽﾞﾑ協議会 

玄海町地域振興会・唐津観光協会 

㈱ネットフォー 

㈱唐津ケーブルテレビジョン 

【指針③】地域経済動向調査 
九州経済産業局・佐賀県経営支援課 

唐津市商工ブランド課・玄海町産業振興課 

各金融業界機関・全国商工会連合会 

佐賀県商工会連合会・唐津観光協会 

支援力向上の取組 
九州経済産業局・佐賀県・唐津市 

玄海町・各金融業界機関・全国商工

会連合会・佐賀県商工会連合会 

佐賀県地域産業支援センター 

佐賀県よろず支援拠点 

佐賀県再生支援協議会 

佐賀県中小企業診断協会・経済団体


