
経営発達支援事業の概要 

実施者名 

（法人番号） 
嬉野市商工会（法人番号 ２３００００５００４０３０） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

１．サービス向上や新商品開発を通して経営力強化を図る小規模事業者

の創出と拡大 

２．魅力ある「うれしの」ブランドの確立と交流人口拡大による地域の

賑わい創出 

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小規模事業者支援ニーズ調査 

②地区内小規模観光関連事業所景況調査 

③各種調査結果を活用した分析 

２．経営状況の分析に関する事【指針①】 

①「経営分析システム」を活用した経営分析支援の実施 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定セミナーの開催 

②創業セミナーの開催 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定事業者へのフォローアップ支援 

②経営革新・創業・事業承継計画策定事業者へのフォローアップ支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①観光客動向の情報提供 

②観光客モニタリング調査の実施とフィードバック 

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バリアフリー観光セミナーの開催 

②プレスリリースによる情報発信 

③多国語標記支援 

④ホームページ作成支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①観光客誘致取組事業 

②空き店舗対策の実施 

③商店街魅力アップ事業 

④地域ブランド向上事業 

 

連絡先 

嬉野市商工会塩田本所 

〒８４９－１４１１ 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７７７－１ 

TEL０９５４（６６）２５５５ FAX０９５４(６６)３０３４ 

e-mail ureshino@sashoren.or.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 

《地域の現状と課題》 

嬉野市は佐賀県の南西部に位置し、山間部・盆地・平野で形成されている。市の中心

部を塩田川が西から東へ横断しており、盆地となる上流域の嬉野町は、周囲の丘陵地帯

ではお茶栽培に利用され、川沿いは温泉を主とする観光産業、その周辺は住宅や水田と

して利用されている。また、下流域の塩田町は主に水稲をはじめとした農業用地として

利用されている。また、嬉野町は国道３４号線が通り、それに並行し平成２年長崎自動

車道が開通し、嬉野 IＣが設置された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の人口は 26,774人（平成 29年

8月 31日現在）で、総人口、人口構

成等の今後の推移は右表のとおり

予測されている。総人口は年々減少

し、平成２９年には 26,880 人、さ

らにその５年後の平成３４年には

25,274 人程度に減少することが見

通されている。 

この間、少子高齢化は一層進み、

老年人口比率は平成２９年には 32.9%、平成３４年には 36.3% と人口の３分の１強を占

めていく一方で年少人口は年々減少していくことが予想されている。 

 

 地域の産業は、古くは長崎街道の宿場町として栄えた「嬉野温泉」があり、旅館業や

飲食店を中心とする観光産業が基幹産業であり、温泉水を利用した「嬉野温泉湯どうふ」

が名物料理となっている。また、山間地においてはお茶の栽培が盛んで「釜炒り茶」発

祥の地とされ、全国茶品評会でも産地賞など多数の受賞歴がある。工業は、吉田地区を

中心に「肥前吉田焼」の名称で親しまれている磁器の生産が盛んであり、日用食器を中 

心に全国に出荷されている。 
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嬉野温泉 温泉湯どうふ 嬉野茶 肥前吉田焼 

 

事業所数・従業者数においては、共に第３次産業のサービス業が最も多い。平成３４

年の長崎新幹線嬉野温泉駅の開設や、平成３０年には国立医療センターが嬉野温泉駅隣

接地への移転が計画されている。四季を通じてイベントも盛んに開催されており、冬場

に開催される「嬉野温泉あったかまつり」では、例年来場者数が２週間の期間中に延べ

１万人程度にのぼる。 

 
 

《小規模事業者の現状と課題》 

【現状】 

 当地区内の小規模事業者においては、人口減少・近隣大型商業施設への購買流失によ

る所得の低下や、高齢化・後継者不足等による理由で廃業が相次ぎ、小規模事業者の減

少に歯止めがかからない状況である。 

また、当地区の基幹産業ともいえる観光関連の業種である飲食業・サービス業におい

ては、多少事業者の入れ替えはあるものの廃業が多く空き店舗が目立ち、宿泊業につい

ても他県資本の事業者への入れ替わりや閉鎖が続いている。 

平成２５年以降はインバウンドの観光客により宿泊客数は増加に転じ、さらには本会

においても「商店街の賑わい創出事業」として新規出店者への家賃補助や、嬉野市の補

助金を活用して「空き店舗活用事業」による改装費補助に取り組み、若干の新規参入は

あったものの、基幹産業である観光産業の大きな柱である飲食・宿泊業の減少は深刻で

ある。 

【課題】 

嬉野市においては、宿泊・飲食業の事業所数及び従事者数について県平均よりも高く、

そこに物品を納入する業者も多い。地域としては、観光関連業種の施設の充実とサービ
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スの向上を図り、観光客の誘致を拡大することで人・物・情報の交流をさらに活発化し、

交流人口を拡大させることで、人口減少の影響を緩和し、小規模事業者の売上拡大と経

営基盤強化を図る事が今後の課題である。 

 
 

 

《業種別の現状と課題》 

○観光業・飲食業 

【現状】 

嬉野市の観光客数は 1,998千人（平成２６

年／うれしの温泉観光課資料）で県内第６位

である。このうち宿泊客は 544千人で佐賀市

に次いで県内第２位であった。しかし、宿泊

客数の推移をみると団体客の減少などから

近年大きく減少している。 

【課題】 

近年の宿泊施設側のハード面、ソフト面の対応強化などが課題となっている。一方、

九州新幹線西九州ルートの開業や国の観光立国施策の充実などにより、嬉野市の観光ポ

テンシャルの高まりが期待でき、今後一層の差別化に向けた新サービスの開発や海外観

光客への対応などが必要となっている。 

 

○小売業・サービス業 

【現状】 

近年、生活様式（ライフスタイル）の変化、潤いや快適性を求める消費者の価値観の

変化に伴い、商店街に求められる機能は、単に物品の販売に止まらず、サービスやレジ

ャーなどますます多様化、高度化する傾向にある。また、大型無料駐車場を備えた近隣

の郊外型大型店へと客が流れ、商店街では空き店舗が増加し、市街地の空洞化が進行し

ている。 

【課題】 

このような状況の中、独自サービスの開発、情報提供など、魅力ある小売店を育成す

る必要がある。商店街の集客力を高めるためには、空き店舗対策や商店街の活性化事業

など商業施策の活用を従来にも増して一層積極的に推進し、賑わい・魅力の創出が必要

となる。 
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《商工会の現状と課題》 

【現状】  

従来の商工会における経営改善普及事業においては、小規模事業者の金融・税務・労

働といった「既存の経営体質の維持と改善」に向けた指導・支援が主であり、一定の効

果は見られる一方で、当地区の基幹産業である観光関連に従事する小規模事業者の減少

に歯止めを掛けるまでには至らなかった。 

一方、地域振興事業に関しても「全国展開支援事業」を過去３回にわたり採択・実施

してきたものの、既存のイベントや商品券の発行などと同様に一過性の事業や集客・Ｐ

Ｒにとどまる傾向が強かった。 

【課題】 

小規模事業者の経営支援に関しては、近年の補助金や経営革新、事業計画に基づく計

画的な経営の推進への取組みといった「経営の向上」に対する支援体制をより強化する

必要がある。 

一方、地域振興事業に関しては、継続的な地域の活性化という点では、商工会自体の

地域振興への取組みについても明確なビジョンと計画的な実行が必要であると思われ

る。 

 

《小規模事業者の中長期的な振興のあり方》 

 嬉野市総合計画後期基本計画では、市民ニーズの動向や市の将来人口の見通し、時代

潮流等を踏まえ「歓声が聞こえる嬉野市」を将来像とし、観光客の誘致・地場産品の販

路拡大・個性に富んだ魅力あふれる小売店の育成や商店街の支援、また、ユニバーサル

デザインの考え方を基本とし、安心・安全な「ひとにやさしい観光地づくり」の推進な

ど、特色のあるまちづくりに取り組むことで観光客誘致につなげていくことを基本方針

としている。 

 また、旅行予約サービス「楽天トラベル」のシニアに人気の温泉地ランキングでは、

温泉地全体でバリアフリー化を促進する嬉野温泉が 1 位となり、平成３０年嬉野温泉医

療センターの移設、平成３２年東京オリンピックの開催、平成３４年長崎新幹線嬉野温

泉駅の開通等の事業が目白押しであり、隣接するハウステンボスや祐徳神社へも外国人

観光客が増加しており、人の交流が増える事になれば地区内商工業者にとっては大きな

ビジネスチャンスとなる。 

そこで、嬉野市の産業は観光関連産業に大きく依存している傾向にあり、観光関連産

業の活性化により地域経済の発達が見込まれるため、嬉野市商工会としては基幹産業で

ある観光関連に携わる小規模事業者への売上増加や利益の改善に繋がる経営力向上、及

び集客に繋がる販路拡大等に向けた伴走型支援を図り、個々の事業の持続的発展を促す

ための経営発達支援事業を展開し、“北部九州観光のハブ”を目指す。 

これらの取り組みを通し、観光関連産業において安定した収益が得られる仕組みづく

りを図ることにより、ひいては地区内小規模事業者の持続可能な経営の安定へと繋げる

ことを中長期的な振興のあり方とする。 
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《経営発達支援事業の目標》 

 

（１）サービス向上や新商品開発を通して経営力強化を図る小規模事業者の創出と拡大 

魅力ある観光地に不可欠な取り組みであるサービス向上や、特産品を活用した新商品

開発支援に重点的に取り組むことで経営力強化を図り、小規模事業者の創出と拡大を目

指す。 
 
（２）魅力ある「うれしの」ブランドの確立と交流人口拡大による地域の賑わい創出 

基幹産業である観光関連業の育成により、地域ブランドとしての「うれしの」ブラン

ドを確立することによって交流人口の拡大を図り、地域の賑わい創出を目指す。 

 

《目標の達成に向けた方針》 

 

（１）経営資源に乏しい小規模事業者が事業運営に必要な売上を確保し、持続的経営を

図る上では、事業計画の作成は不可欠である。そこで本事業では主体的な事業計画

作成を促し、伴走型の実行支援により、小規模事業者の経営基盤強化を図るととも

に、消費者ニーズを踏まえた商品開発や販路開拓の取り組みを支援し、定期巡回に

よるフォローアップを徹底することで着実な売上増を図る。 
これらを基本方針として、今後５年間を通して自らＰＤＣＡサイクルを構築し、経営

力向上が図られた自立型小規模事業者の創出と拡大を目指していく。  
 

（２）人口減少が著しい嬉野市の地域経済を活性化していく上では、新たな地域ブラン

ドの確立による交流人口の増加が不可欠である。そこで本事業では今後５年間を通

して旅館組合や飲食店組合等と連携しながら嬉野市の隠れた地域資源を発掘し、旅

館や飲食店、土産物店を巻き込んだ新商品、新サービス開発と既存商品のブラッシ

ュアップを支援し、バリアフリー化や個店の魅力を向上させていくことで、嬉野市

の更なる魅力を確立するとともに積極的な情報発信を行う。 
これらを基本方針として、小規模事業者の新たな事業機会の創出と地域力の向上を

目指していく。 
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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３０年４月１日～平成３５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こと【指針③】 

【現状と課題】 

これまでは、佐賀県商工会連合会による「会員満足度調査」（１４５事業所）や、

小規模事業者に対して全国連より委託された「中小企業景況調査」（１５事業所）な

どを実施してきた。 

しかしながら、会員に限定されたアンケートの調査・回収が目的であり小規模事業

者の事業計画策定支援や需要開拓支援などに有効活用してこなかった。したがって、

会員・非会員問わず広く小規模事業者の売上の向上や利益の確保に繋がる適切な調査

項目の精査と情報収集・分析が必要である。 

 

【実施内容と目標】 

① 小規模事業者支援ニーズ調査（拡充） 

（手段・手法） 

年に一度、地区内１４５事業所（建設業２５件、製造業２０件、卸小売業４４件、

サービス業２４件、飲食・宿泊業３２件）を対象に経営指導員４名・支援員６名の巡

回により対面にて調査票に基づきヒアリング調査を実施し、小規模事業者の支援ニー

ズや売上高の傾向等を把握する。 

（調査項目） 

業種・従業員数・売上高の傾向、後継者問題、販路開拓、新商品開発の６項目を５

段階評価で実施。 

（成果の活用） 

調査の内容は実施職員がカルテに入力し、全職員が情報を共有し、巡回・窓口指導

での支援の際、当該事業者のニーズに沿った支援に活用する。また、業種別売上動向

の分析を行い、地区内小規模事業者の業種ごとの経営課題を明確にし、経済指標とし

て小規模事業者が自社の経営分析に活用できるよう年 1回、ホームページで公開する。 

 

②地区内小規模観光関連事業所景況調査（新規） 

 （手段・手法） 

全国連が実施している「中小企業景況調査」のサービス業調査様式を参考に、地区

内観光関連小規模事業者の調査を四半期ごとに行い、定期的に公開する。 

調査は地区内観光関連小規模事業者の概ね２０％にあたる３０事業所(旅館業５

件、飲食業１５件、その他観光関連業種１０件)を対象に実施する。 

（調査項目） 

財務状況（売上・客単価・採算）、雇用状況（従業員数・外部人材・従業員過不足）、
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設備投資計画の有無、直面する経営課題について実施。（旅館業については客室の稼

働率を調査項目に加える） 

（成果の活用） 

調査結果は、対象事業所の事業計画策定支援に活用する。また、会報（年２回・約

700部発行）ならびに全戸回覧（年２回・約 8,000世帯）、あわせて年４回、当会ホー

ムページでも同様に情報提供し、全国指標には現れない地区内小規模事業者の指標と

して公開・活用する。 

 

③各種調査結果を活用した分析（新規） 

（手段・手法） 

観光庁から公表される「旅行・観光消費動向調査」や「訪日外国人消費動向調査」、

佐賀県観光課の「佐賀県観光客動態調査」の調査結果を踏まえ、当地区に該当する項

目を抜粋、公開する。 

 （調査項目） 

観光客数・消費額の動向・観光の目的・近隣のイベント経済効果等の情報について

収集。 

（分析項目） 

地区内・類似観光地の観光客数の推移、宿泊費・土産物等の消費額推移、地区内・

近隣の観光地の集客状況、季節ごとのイベント販売総額等について分析する。 

 （成果の活用） 

小規模事業者が自社の経営分析を行う際の外部データとして活用できるよう、上記

調査項目についての分析結果を年１回ホームページで公開する。 

 

（目標） 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
小規模事業者支援ニーズ調査 

実施回数 
1 1 1 1 1 1 

小規模事業者支援ニーズ調査 

実施事業者数 
145 145 145 145 145 145 

小規模事業者支援ニーズ調査 

結果公表回数 
0 1 1 1 1 1 

観光関連事業所景況調査 

実施回数 
0 4 4 4 4 4 

観光関連事業所景況調査 

実施事業者数 
0 30 30 30 30 30 

観光関連事業所景況調査 

公表回数 
0 4 4 4 4 4 

各種調査結果分析回数 

 
0 1 1 1 1 1 

各種調査結果分析公表回数 

 
0 1 1 1 1 1 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

これまで小規模事業者の経営分析については補助金申請や金融支援、また「ネット

ｄｅ記帳」を用いた記帳機械化先の財務分析などの際に行ってきたが、職員の個々の

やり方に任せていたために経営分析の共有も行なっておらず、事業者へのサービスに

差があり、また企業の強みや弱みなど内部環境の情報も職員個々の情報として各自に

蓄積するのみで計画作成支援などに活用できていなかった。 
今後は、職員間で分析手法や結果の共有を行うとともに、事業者の個々の実態に応

じて強みや弱みなどの内部環境の情報等を把握し、以後の計画作成支援に積極的に活

用していく必要がある。 
 
【実施内容と目標】 
これらの課題の改善策として、主たる支援先を観光関連産業に従事する小売・飲

食・宿泊・サービス業を重点対象先とし、職員の共有ツールとして「経営分析システ

ム」（商工会システムポータルサイト：全国連運営）を活用して小規模事業者の経営

状況を的確に分析し、事業計画策定の基礎データとする。 
 
①「経営分析システム」を活用した経営分析支援の実施（新規） 
（手段・手法） 

金融支援の業務において、「経営分析システム」を活用し財務分析データをシステ

ムに入力し共有化を図る。税務支援業務においても、確定申告の電子申告を行った際

に使用するｅ－ｔａｘデータを先述の小規模事業者支援システムへ決算数値のデー

タ取り込みを行い、損益計算書や貸借対照表をグラフ化し、決算書の見える化を図る

とともにシステムによる職員間でのデータの共有化を図る。 
また、定量データのみならず職員が巡回や相談を行った際に得た小規模事業者の強

みや弱みなどの定性的な情報を「小規模事業者支援システムへ入力し蓄積すること

で、データの一元管理を図る。 
定量及び定性的分析結果については小規模事業者本人にフィードバックし、現状分

析や課題点の抽出などの活用を図る。 
 
（情報収集項目） 
・小規模事業者の決算書等の定量的な財務データ 
・小規模事業者の強みや経営課題や問題点など定性的な内部環境データ 
・小規模事業者の事業承継データ（後継者の有無と承継時期） 

   
（分析項目） 
・小規模事業者の強み・弱みなどの内部環境の分析  
・売上高総利益率、売上高営業利益率、流動比率、自己資本比率などの指標分析、 
損益分岐点分析 

 
（成果の活用） 

分析結果の活用については巡回訪問等により小規模事業者本人にフィードバック
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し、定量面・定性面の現状分析や課題点の認識・把握を促し、正確な現状認識に基づ

く事業計画の策定と売上増化と経営の発達に向けた活用を図っていくこととする。 
 

（目標） 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営状況分析 

事業者数 
14 60 60 60 60 60 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【支援に対する考え方および現状と課題】 

これまで、事業計画策定支援は、創業融資申し込み、再生計画書作成、経営革新認

定申請、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など、事業者からの求めに応

じ作成してきた。 

しかし、小規模事業者において事業計画策定への取組みにおける優先順位は低く、

地区内において事業計画を策定している小規模事業者は少ない。 

そこで、小規模事業者にも「事業計画書は現状から将来への道標であり、事業の持

続的発展には必要」という認識を高めるため、経営分析を行った事業所へのフィード

バックや各種セミナーを通して事業計画の必要性への理解を推し進め、計画書の策定

支援を着実に実施することにより、嬉野市の観光産業の活性化を担う小規模事業者の

計画的な経営を促していく事が必要と考える。 

 

【実施内容と目標】 

①事業計画策定セミナーの開催（新規） 

経営分析を実施した観光関連産業に従事する小売・飲食・宿泊・サービス業を重点

に、事業計画策定の啓蒙に絞った巡回を実施し、セミナーへの参加と事業計画策定を

促す。また、商工会報、ホームページを活用し、事例等を紹介しながら事業計画策定

を目指す意欲ある小規模事業者の掘り起こしと意識喚起を行う。 

セミナーでは、経営状況の分析を基に、将来の目標を踏まえ「誰に・何を・どのよ

うに」売上を伸ばしていくか、参加者の事業計画策定における個々の課題解決と具体

的な事業計画策定を行う。 

経営状況の分析を未実施事業所においては、経営指導員が個別に分析を実施し、事

業者個々の実態を踏まえた計画策定に繋げて行く。 

なお、セミナーで事業計画を作成できなかった小規模事業者、セミナーに参加でき

なかった小規模事業者に対しては、経営指導員が個別に事業計画策定支援を行う。 

経営革新や事業承継などにおいて特許取得や相続税制や法律といった事案が絡む

高度・専門的な事業計画策定にあたっては、必要に応じて国・県の専門機関や専門家

派遣事業を活用し、その際は職員も同行してスキルの向上やノウハウの蓄積を図る。 

 

②創業セミナーの開催（新規） 

嬉野市と連携し、創業セミナーを実施する（年１回）。広報を市の広報紙やホーム
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ページを活用して広く周知し、創業希望者の掘り起こしを行う。セミナーでは「創業

における心構え」や、「経理・労務の基礎知識・資金調達手法」などの概要を盛り込

み、創業希望者の経営に関する全般的な意欲と知識の向上を図るとともに、個別の計

画策定支援においては経営指導員による個別支援や日本政策金融公庫との連携によ

り、実現可能性の高い創業計画の策定支援を行い、円滑な創業支援に繋げる。 

 
（目標） 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
事業計画策定セミナー 

開催回数 0 1 1 1 1 1 

事業計画策定セミナー 
参加事業者数 0 30 30 30 30 30 

事業計画策定 
事業者数 15 24 24 24 24 24 

経営革新計画策定 
事業者数 0 4 4 4 4 4 

創業セミナー 
開催回数 0 1 1 1 1 1 

創業セミナー参加者数 0 4 4 4 4 4 

創業計画策定 

事業者数 
0 2 2 2 2 2 

事業承継計画策定 

事業者数 
0 2 2 2 2 2 

 

 

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】 

これまでは、巡回・窓口による個別相談を通じて小規模事業者の課題を把握し、

経営革新やものづくり補助金、持続化補助金の申請や資金調達のための事業計画策

定の支援に留まり、計画に沿った事業の実行支援にまでは至らなかった。 

そこで本事業では、売上の拡大・創業・事業承継に向けて策定した計画に沿って

事業が進むよう、小規模事業者の身近な支援機関としてきめ細かな伴走型支援を実

施することで、小規模事業者の着実な経営の発達に結び付けていく。 

 

【実施内容と目標】 

事業計画の作成段階から計画の進捗管理・売上向上や販路拡大までを個々の事業

者の経営資源や実施体制を踏まえ、計画策定を支援した全ての事業者に対し伴走型

の支援を実施していくことで、小規模事業者の経営とやる気の持続を促し、ＰＤＣ

Ａサイクルの構築を図ることとする。 
 

①事業計画策定事業者へのフォローアップ支援（拡充） 

経営指導員が３か月に１回巡回訪問し、進捗管理（当初の事業計画等と実績との差

異の確認）を実施すること、及び計画との差異の原因と対策を協議・検討し、未達成
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の項目の実行を促し、計画の修正・変更等も含めた指導・助言を行う。併せて、効果

的に事業を推進できるよう国・県・市・各種支援機関が実施する支援策を提案する。 

計画の修正・変更等が必要になった場合において、経営指導員で対応困難な高度・

専門的な課題については、佐賀県商工会連合会所属の専門家に指導・助言を依頼し支

援を実施する。 

さらに、フォローアップ中に資金需要が発生した場合は、当初の事業計画に変更を

加えるとともに、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。 

 

②経営革新・創業・事業承継計画策定事業者へのフォローアップ支援（新規） 

 上記に加え、特に創業者に対しては事業基盤が脆弱であることを踏まえ、経営の基

本的知識である、資金調達（金融）・税務・労働支援を重点的に行い、併せて新商品

開発や販路開拓セミナーや国・県・市の施策の周知・活用を促す。 

経営指導員で対応困難な高度・専門的な課題については、佐賀県商工会連合会所属

の専門家に指導・助言を依頼し支援を実施する。 

 

（目標） 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定事業者 

フォローアップ延べ回数 
4 96 144 192 192 192 

創業計画策定事業者への 

フォローアップ延べ回数 
0 8 12 16 16 16 

経営革新計画策定事業者への 

  フォローアップ延べ回数 
0 16 24 32 32 32 

事業承継計画策定事業者への 

  フォローアップ延べ回数 
0 8 12 16 16 16 

※事業計画策定から初年度は３か月に１回、２年目以降は事業者の進捗に応じ加減する。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

これまで需要動向に関する調査としては実施しておらず、また嬉野市うれしの温泉

観光課において観光客動向調査が実施されているが、その結果内容については共有さ

れておらず活用してこなかった。 

よって、観光関連産業支援強化の核といえる管内旅館３４社のうち小規模事業者で

ある旅館２４社に対し、売上増に直結する観光客のニーズを把握し、満足度の高いサ

ービスの提供に繋げるため、公的機関や調査機関からの情報を収集しつつ整理・分析

ならびに独自の調査を実施し、フィードバックすることで、旅館の売上拡大と当地区

の観光産業の魅力アップと地域の活性化に繋げることが課題である。 

 

【実施内容と目標】 

① 観光客動向の情報提供（新規） 

 （手段・手法） 
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観光客の顧客特性やトレンドを把握し、魅力ある宿泊プランや飲食メニューの提供

を可能とするため、観光庁の統計情報や佐賀県が実施している観光客動態調査、ネッ

トエージェントが公表している旅行・宿泊データから小規模事業者の売上増に繋がる

データを抽出、提供する。 

（調査項目） 

目的地、旅行者数、宿泊施設、旅行目的、旅行予算、佐賀県の観光客数、嬉野市の

宿泊客数、嬉野市の日帰り客数、観光消費額、北部九州での人気の観光スポット、旅

行先を決める際重視する事、宿泊施設を選ぶポイント、土産物を選ぶポイント等。 

 （成果の活用） 

   調査結果を、地域別、年代別、性別、季節別等属性ごとに集計し、旅館２４社それ

ぞれのターゲットとする顧客の情報をハード面、ソフト面の実態に即した対応策、サ

ービス強化策の検討材料となるよう経営指導員が調査結果を分析する。その分析結果

を経営指導員・支援員が共有し、巡回を通じて旅館２４社にフィードバックを行い、

旅館の顧客満足度向上につなげる。 

 

② 観光客モニタリング調査の実施とフィードバック（新規） 

 （手段・手法） 

当地区へ訪れる観光客向けの直接的なヒアリング調査は市や観光協会では行われ

ていないため、商工会独自で管内旅館３４社のうち小規模事業者である２４社の中か

ら毎年５社（３４年度は４社）ずつ観光・宿泊ニーズについてのモニタリング調査を

実施し、５年かけて２４社を支援する。 

具体的には、年間を通してアンケート方式で実施し、対象旅館のサービスについて、

各旅館の宿泊客６０名ずつに事業者がアンケート形式でモニタリング調査を実施す

る。サンプル数は毎年６０件×５事業所の３００件（３４年度については６０件×４

事業所の２４０件）を目標とする。 

（調査項目） 

来訪目的、宿泊先選定の理由、宿泊先のサービス（接客・食事・施設等）の満足度、

土産物購入の有無、土産物店選定の理由、行った（行く予定）の観光施設、情報収集

手段等、支援対象旅館の主力とするサービスや支援に有効な項目を事前に協議する。 

（成果の活用） 
観光客モニタリング調査においては、集計データを分析し、モニタリング調査を実

施した事業者に対してフィードバックし、顧客のニーズにあったサービス提供につな

げ、旅館と地域の魅力アップを図る。 
 

（目標） 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

観光客動向調査 

実施回数 
0 1 1 1 1 1 

観光客動向の情報提供 

事業者数 
0 24 24 24 24 24 

観光客モニタリング 

調査事業者数 
0 5 5 5 5 4 
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観光客モニタリング 

調査サンプル数 
0 300 300 300 300 240 

観光客モニタリング調査結果

フィードバック事業者数 
0 5 5 5 5 4 

 
 
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】 

これまでは、嬉野市や観光協会、旅館組合において宿泊に繋がるスポーツ合宿や東

アジアを中心とした観光客誘致を行っているが、本会としては特に誘致活動はしてこ

なかった。近年特にインバウンドが増加しており、旅館では小規模事業者持続化補助

金等の活用による多国語標記のホームページによるＰＲや旅館内での案内を支援し

てきた。また、ユニバーサルツーリズムの市場が障碍者や乳幼児、今後ますます増加

する高齢者を想定すると約４千万人を超えるともいわれ、市内には体に障碍を持つ方

にも健常者と同じように観光を楽しめるよう「バリアフリーツアーセンター」が設置

してある。今後高齢化社会が急激に進む事から、連携した取り組みにより高齢者や障

碍者も安心して滞在できる受け入れ態勢を充実させ他観光地との差別化を図ること

が課題である。 

飲食店に関しては、観光協会からの団体客情報を元に、料飲店組合との連携による

「歓迎○○御一行様」といった店頭への張り紙の掲示を行い、団体の幹事様に安心し

て飲めるお店として紹介し二次会利用を促す取り組みを行っている。嬉野産大豆で作

られた「嬉野温泉湯どうふ」が地域の名物料理で、約２０店舗の飲食店で提供されて

いるが、経営者の思いが中心であり消費者のニーズに沿ったメニューの開発には至っ

ていない。また、マスメディアやＩＴ活用によるによる情報発信もできていないため

集客力が弱い。 

 

【実施内容と目標】 

①バリアフリー観光セミナーの開催 

 嬉野市においては、他観光地との差別化を図るためバリアフリー観光を積極的に推

進している。バリアフリーへの取組はマスコミから取り上げられる頻度も高く、高齢

化社会によるニーズも高まっている事からバリアフリーツアーセンターとの連携に

よるセミナーを実施し、需要動向調査でのアンケートを元に専門家によるチームを編

成し、施設の改善を推進することで新たな需要の掘り起こしを行う。 

 

②プレスリリースによる情報発信 

 旅行を計画する際の情報収集手段として、宿泊予約サイトや旅行情報サイトが多く

利用されており、また、マスコミ等による報道の効果は高いことからプレスリリース

による情報発信を行う。また、事業者に対してマスメディアやＳＮＳの活用を促すセ

ミナーを開催し、成功事例の紹介や具体的な取り組みについて支援を行う。 

  

③多国語標記支援 

 嬉野温泉においても佐賀空港や博多港を利用したインバウンドが増加している。一
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部の旅館や飲食店では英語・韓国語・繁体語によるホームページを開設しているが、

小規模事業所ではその取り組みが遅れている。専門家派遣より多国語標記によるホー

ムページや館内案内・メニュー表の作成支援を促進し、スマートフォンの翻訳アプリ

活用セミナーを実施する。 

 

④ホームページ作成支援 

 小規模事業者はＩＴツールを使いこなせる人材と自社ホームページを作成する資

金が不足していることから、全国商工会連合会が運営するホームページ作成ツールを

活用し、情報発信による販路開拓支援を行う。支援の際は、掲載する写真撮影方法や

消費者を引き付ける文言について個別支援を実施する。 

  

活動及び成果目標 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
バリアフリー観光セミナー

開催回数 
0 2 2 2 2 2 

プレスリリースによる情報

発信件数 
0 2 2 2 2 2 

多国語標記支援件数 0 0 2 2 2 2 

ホームページ作成支援件数 

 
2 3 3 3 3 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 

これまでは、商工会及び観光協会、市がそれぞれ実行委員会を作って主要な観光イ

ベントをバラバラに実施してきた結果、イベントがマンネリ化して観光客や商店街利

用客の増加に寄与できず地域経済の活性化に至っていない現状にある。また、観光経

済新聞の調査による、旅行会社やネットエージェントが選んだ「にっぽんの温泉１０

０選（２０１５年度）」で嬉野温泉は、総合２７位、雰囲気５６位、泉質２１位、地

域内の充実４３位、郷土の食文化２３位の結果となっており、雰囲気及び地域内の充

実の項目の向上が今後の課題である。 

 

【実施内容】 

①観光客誘致取組事業 

地域経済の活性化会議が開催されている嬉野市・ＪＡ佐賀嬉野支所・嬉野温泉観光

協会・嬉野市商工会・嬉野温泉旅館組合・嬉野茶商工業協同組合・肥前吉田焼窯元組

合で構成する「嬉野市活性化懇話会」においてイベントや地域情報を共有し、実行委

員会へ参加し、経営発達支援事業への取組への連携を促し、ホームページや観光パン

フレットでの情報発信により観光客の誘致に取り組む。 

 

②空き店舗対策の実施（継続） 

嬉野市における商店街は温泉地の旅館街と隣接しており、地域内の充実や雰囲気づ
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くりに重要な役割を担っているが、平成２４年度の調査では空き店舗率が２２．５％

まで拡大していた。本会においては、これまで空き店舗対策として新規出店者への家

賃補助（平成２４年度から平成２７年度実施）を実施し７店舗の新規出店、店舗改装

費補助（平成２５年度から実施継続中）により４店舗の新規出店があり、平成２７年

度の空き店舗率は２０．２％まで縮小している。一定の効果も見られることから、今

後は嬉野市や地元金融機関との協議会を開催することで、空き店舗対策への取組を強

化する。 

 

③商店街魅力アップ事業（新規） 

商店街の賑わいづくりとして不足業種の誘致や取扱商品・販売方法の見直し等も重

要な課題となる為、商店街組合との連携により改善をすすめる必要があり、商店街組

合との懇談会を実施し、需要動向調査の結果を踏まえ改善策につて検討し、商業施策

の活用等必要な支援を行う。 

 

④地域ブランド向上事業（新規） 

地域の観光地やイベント、特産品や名物料理のブランド力向上には情報発信が欠か

せない。本会に観光関連事業者や行政、地元メディア担当者で組織する「嬉野わくわ

く委員会（仮称）」を立ち上げる。地元事業者により開発した新商品や新たなサービ

スへの取組を、地区内へは新聞折り込みと地元ケーブルテレビで紹介し、地区外へは

マスメディアや全国商工会連合会で運営する情報発信機能ＳＨＩＦＴ、フェイスブッ

ク等のＳＮＳを活用し、組織としての情報発信に取り組む。 

 

 

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金融機関との連携 

金融支援機関として日本政策金融公庫佐賀支店と管内景況、資金需要の動向、延滞

状況等について情報交換を年２回実施する。また、小規模事業者支援を効果的に実施

する上で欠かせない市内の３銀行（佐賀銀行、佐賀共栄銀行、親和銀行）、九州ひぜ

ん信用金庫及び佐賀西信用組合の各支店長との懇談会を年２回実施し、市内の経済・

金融動向、小規模事業者の設備投資意欲及び創業に関しての情報交換を行ない支援対

象者の掘り起こし及び有効な支援策について協議する。 

 

②その他支援機関との連携 

支援の過程で生じる様々な課題に対応するため、随時佐賀県中小企業再生支援協議

会、佐賀県経営改善センター、佐賀県よろず支援拠点、佐賀県中小企業団体中央会、

佐賀県事業引継ぎ支援センター及び中小企業基盤整備機構九州支部などの機関や担

当者及び各機関に登録されている専門家の方々とも情報交換を行ない、支援対象者へ

の有効な支援策について協議する。また、観光支援に関しては（一社）嬉野温泉観光

協会や嬉野市うれしの温泉観光課と連携し情報発信に努める。 
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 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、毎月開催する職員全体会議において報告して職

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、報告書を作成し全職員がいつでも閲覧・活用できる状態としてお

く。 

 

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。 
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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嬉野市商工会のホームページ

（http://www.sashoren.ne.jp/ureshino/）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２９年４月現在） 

（１）組織体制 

①嬉野市商工会組織図 

 
 事務局（事務局長１人、経営指導員４人、経営支援員６人） 

 

②実施体制 

 
 

 

（２）連絡先 

【嬉野市商工会】 

（塩田本所） 

〒849-1411 

佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲 1777-1 

TEL 0954-66-2555 

FAX 0954-66-3034 

（嬉野出張所） 

〒843-0301 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丁 1768-1 

TEL 0954-43-1236 

 

ホームページ http://www.sashoren.ne.jp/ureshino/ 

メール ureshino@sashoren.or.jp 
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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） 

 30年度 

(30年 4月以降) 
31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 5,700 5,800 5,800 5,800 5,800 

 

事業計画セミナー 

創業セミナー 

市販路開拓支援 

市ものづくり支援 

景況調査 

モニタリング調査 

需要開拓支援 

空き店舗助成 

魅力発信事業 

100 

100 

1,000 

800 

200 

500 

500 

2,000 

500 

200 

100 

1,000 

800 

200 

500 

500 

2,000 

500 

200 

100 

1,000 

800 

200 

500 

500 

2,000 

500 

200 

100 

1,000 

800 

200 

500 

500 

2,000 

500 

200 

100 

1,000 

800 

200 

500 

500 

2,000 

500 

（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・市補助金・受託料・手数料 

 

 

（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 

・地域経済動向に関する各支援機関による調査結果の情報提供及び情報交換。 

・小規模事業者が思う自社の経営課題と克服すべき最優先の経営課題との差異の検証及

び課題の克服。 

・専門家派遣等による経営課題の克服。 

・小規模事業者が行なう中長期の経営計画、補助金申請、新事業展開に向けて連携し資

金需要も見据え支援する。 

・小規模事業者の事業計画実現に向けて進捗管理を行い、支援機関と連携し新たな課題

解決に向けて支援を行なう。 

・各支援機関による需要に関する調査結果の提供と情報交換による小規模事業者支援。 

・新たな需要を目指す商品・技術・サービスについて、商品力を検証しレベルアップを

図るとともに、情報発信支援を行なう。 

連携者及びその役割 

 

■嬉野温泉旅館組合 理事長 池田榮一 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２２０２－５５ 

  小規模観光関連事業所景況調査【指針③】 

  旅館アンケート調査の実施【指針③】 

  観光客誘致取組事業 

 

■佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター 会長 小原健史 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２２０２－５５ 

  バリアフリー観光セミナーの開催【指針④】 

 

■嬉野温泉料飲店組合 組合長 小野原博 

佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７７７－１ 

  小規模観光関連事業所景況調査【指針③】 

  飲食店アンケート調査の実施【指針③】 

 

■塩田料飲店組合 組合長 光武正敏 

佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７７７－１ 

  小規模観光関連事業所景況調査【指針③】 

  飲食店アンケート調査の実施【指針③】 

 

■嬉野市金融協会 会長 鵜池朋洋 

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙１０４７－９（佐賀銀行嬉野支店内） 

  財務分析の実施【指針①】 

  空き店舗対策の実施 
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■日本政策金融公庫佐賀支店 支店長 中谷正一 

佐賀県佐賀市駅南本町４－２１ 

  創業セミナーの開催【指針②】 

  小規模事業者経営発達支援融資制度の活用【指針②】 

  経済・金融動向、創業等に関しての意見交換 

 

■佐賀県信用保証協会 会長 古谷 宏 

佐賀県佐賀市白山２丁目１－１２ 

各種融資制度の実施 等 

 

■佐賀県商工会連合会 会長 飯盛康登 

佐賀県佐賀市白山２丁目１－１２ 

  会員満足度調査【指針③】 

  専門家との連携による経営分析の実施【指針①】 

  実施支援に関する専門家派遣の活用【指針②】 

 

■嬉野市うれしの温泉観光課 課長 井上元昭 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１１８５ 

  嬉野市観光客動向調査【指針③】 

  創業セミナーの開催【指針②】 

  プレスリリースによる情報発信【指針④】 

  観光客誘致取組事業 

  空き店舗対策の実施 

 

■嬉野温泉観光協会 会長 池田榮一 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２２０２－５５ 

  プレスリリースによる情報発信【指針④】 

  観光客誘致取組事業 

 

■ＪＡさが嬉野支所 支所長 山口浩二 

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１１５６− １０ 

  観光客誘致取組事業 

 

■佐賀県観光連盟 会長 山口祥義 

佐賀県佐賀市城内 1丁目１－５９ 

  嬉野市観光客動向調査【指針③】 

 

■よろず支援拠点 コーディネーター 今釜秀敏 

佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝１１４ 

  各種セミナーの実施、事業計画作成、販路開拓 等 
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連携体制図等 

嬉野市商工会を中心とする支援体制 

（地域ぐるみで小規模事業者を支援する体制・連携イメージ 

 

商工会 

情報交換及び金融支援 
 
日本政策金融公庫 
佐賀銀行 
佐賀共栄銀行 
親和銀行 
九州ひぜん信用金庫 
佐賀西信用組合 

計画策定及び補助支援 
 
国・県・市 
佐賀県商工会連合会 

魅力アップイベント 
 
うれしの温泉観光課 
嬉野温泉観光協会 
ＪＡ佐賀嬉野支所 

観光客誘致 
 
嬉野市 
うれしの温泉観光課 
嬉野温泉旅館組合 
嬉野温泉料飲店組合 
塩田料飲店組合 
佐賀嬉野バリアフリー

ツアーセンター 

連携 連携 

連携 連携 

経営力向上支援 

需要開拓支援 

小規模事業者の発達・持続化支援 

嬉野市経済の活性化 
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