
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

有田商工会議所（法人番号 ）9300005004395 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

短期的には小規模事業者が自らが現状を把握し、将来的な事業計画の策定・実

施・検証を行えるよう、伴走型の支援を行い、PDCAサイクルによるチェック機

能を働かせ効果的・効率的な自立支援を図る。 

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)経済動向調査の方法 

(2)経済動向調査の活用 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)経営分析ニーズの掘起し 

(2)経営分析の実施方法 

(3)経営分析の活用 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画策定ニーズの掘起し 

(2)事業計画策定の実施方法 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)職員による巡回指導・窓口指導での実施状況の確認及び実施支援 

(2)他の支援機関との連携による事業計画実施支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)調査対象の選定 

(2)調査の方法 

(3)需要動向調査の活用 

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)スキルアップセミナーによる需要開拓支援(新規事業) 

(2)展示会の開催による需要開拓支援(新規事業) 

(3)需要開拓支援事業の効果の検証 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

1.体験型イベントによる交流人口の増加  

2.空き店舗対策事業による、地域経済の再生 

 

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

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連絡先 
有田商工会議所 中小企業相談所 TEL：0955-42-4111 

〒844-0004 佐賀県西松浦郡有田町大樽 1-4-1 
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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 

【地区内の現状】 

当地区は、伝統産業である有田焼を有する旧有田町と農業と工業を中心とした旧 

西有田町が、10年前に合併した人口20,572人の町である。合併した平成16年3月当初は、

人口22,120人であったが、ここ10年で約10％減少しており、少子高齢化の傾向となっ

ている。 

      
 

 

 

また、地区内の事業者数は1,337社、地区内の小規模事業者に該当しない企業を除く

と、約1,277社となり、地区内の殆どが小規模事業者である。業種別構成では、製造業

が324社の24％、卸小売業が464社の34％という構成比率となっており、2業種で全体の

6割のウェイトを占める。その中で、陶磁器関連の事業所及び従業員数のウェイトが高

く、過去のデータを比較検証していくと、陶磁器関連業種の減少が要因である事が分

かる。陶磁器関連事業所の減少に伴い、従業員数の減少が大きく、この事から有田焼

が有田町の基幹産業である事が判断できる。その陶磁器産業も、現在では売上がピー

ク時の5分の1までに下がり、その影響が小売り・飲食・サービス、運輸業にまで及び、

町全体の景気を押し下げている。 
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有田町は、陶磁器産業が陰りを見せ始めた頃から、これまでのホテル・旅館などへ

売っていく商売だけでなく、有田に来てもらって有田の歴史や自然、食を通じて有田

焼を買ってもらう観光産業へ有田町全体として取組むようになった。任意の商店街組

織が中心になり、年数回のイベントを開催し、魅力の発信を続けてきた。2016年、有

田焼創業400年を機に有田焼のリブランド化を図る事業が進み、海外を含めた知的好奇

心のあるお客様が増えてきており、徐々にではあるが産業観光地としてのソフト面に

おける形が見え始めてきたところである。 

また、これまでの有田焼購買層の中心は、団塊世代の女性を中心とした客層であ

ったが、近年は20代の女性から海外のお客様まで、多様な世代・国からの来町に伴い、

購買層の変化も見受けられる。 

 

【地区内の課題】 

まず陶磁器産業衰退の原因としては、主たる販売先のホテル・旅館の業績不振に 

よる買い控え、他産地や安価な海外製品との価格競争が挙げられる。しかしながら 

その背景には明確な販売戦略が無く、単なる御用聞き的な商売しかしてこなかった 

事も大きな原因である事を理解していない小規模事業者が多い。 

また、陶磁器産業以外の小売り・飲食・サービス、運輸業については、陶磁器産 

業従事者を顧客に持つ小規模事業者が多く、陶磁器関連事業所が経営不振を理由に 

従業員を解雇し、従事者数が軒並み減少。大店法の改正以来、大型店の出店も相次ぎ、

顧客離れが進み厳しい経営を強いられている。これを鑑みると外部要因による経営 

不振が大きく感じられるが、厳しい見方をすれば個々の事業者が強みを活かした経 

営ができていなかった事も大きな原因であると推測する。 

 また、産業観光におけるソフト面では、着実に上向いているが、有田の象徴的な 

エリアである伝統的建造物群に指定されている内山地区は少子高齢化が進み、ソフト



３ 
 

面の魅力アップに対応ができていない状況である。新たなターゲットに対応できる 

魅力的な店舗が増えるにつれ、それ以外の既存商店や空店舗、空き家の存在が際立 

つようになり、その結果、観光地としての魅力が失われつつあり、早急な既存店の 

魅力アップと空店舗対策を講じる必要がある。 

 

【中長期的な振興の在り方】 

これまでの地区内小規模事業者を取り巻く問題が、基幹産業である陶磁器産業の 

衰退による連鎖的な経営不振に陥っている事、その対応策として、新たなビジネス 

モデルの構築も含め、新たなニーズの掘起しのアクションが起せていない事である。

有田町は、良くも悪くも有田焼という陶磁器産業を中心とした町である事は間違 

 いない。幸いにも2016年は、有田焼創業400年の記念の年であり、千載一遇のチャン 

 スである。平成27年より佐賀県庁がプロジェクトチームを立ち上げ、有田焼のブラ 

ンド再構築に向けた海外展開を中心とした取り組みをしており、少しずつではある 

が有田焼のブランドイメージが高まりつつある。それに伴い、感度の高い人材が有 

田を訪れる機会が増加、有田が産業として発展してきた過程を今に遺している風情 

ある町並みや緑豊かな自然に対する注目も集まってきている。 

この様な事から、陶磁器産業を主体的にした支援事業計画の立案と支援をする事が、

効果的且つ効率的な支援に繋がり、短期的な「点」での支援を「面」へと拡げ、地 

区内小規模事業者の連携による新たなビジネスモデルの構築に繋げ、ひいては地域 

経済の活性化を図る。 

 

【経営発達支援事業の目標】 

陶磁器産業において特筆すれば、隆盛期の“持っていけば売れる”といった顧客 

 依存の販売に頼り、マーケティングに基づく提案型の販売を意識して来なかった事 

が、経営環境の悪化を長期化させている。これは、地区内の他の業種にも当てはまり、

大型店の台頭、購買手段の多様化など、環境の変化に左右されない経営戦略を講じ 

る必要がある。 

このような事から、短期的には小規模事業者が自らが現状を把握し、将来的な事 

業計画の策定・実施・検証を行えるよう、伴走型の支援を行い、PDCAサイクルによ 

るチェック機能を働かせ効果的・効率的な自立支援を図る。その効果を計る数値と 

して、陶磁器産業の業界団体が定期的に出している共販取扱い高を１つの指標とし、

平成27年の数値1,948,650千円を平成33年までに毎年5％増の2,611,375千円まで増加 

させる事を目標とする。 

 

【目標達成に向けた方針】 

  

以上の事から、目標達成に向けた5つの方針に基づき、事業計画を実行する。 

 

①経営分析、事業計画書の作成支援 

②展示会開催等による新たな需要開拓の支援。 

③創業相談、創業スクールの開催による新規創業支援。 

④観光を切り口とした新たなビジネスモデルの構築 
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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事【指針③】 

   これまで地区内の経済動向調査報告は、業界独自の調査や商工会議所の調査 

  等により、業界関係者や商工会議所職員、行政等の限られた者しか得られなか 

  った。商工会議所としても巡回・窓口指導の際に、会員事業者へ情報提供する 

  ことはあっても、地区内の非会員事業者に対して情報提供することは無かった。 

   今後は、定期的な経済動向調査をアンケート形式によって行い、得られた情報 

は報告書としてまとめ、行政や業界団体と連携し、その情報を地区内の全事業者 

へ効果的に提供する。また、得られた報告書は情報提供に留まらず、事業計画策 

定などの経営支援のデータとして活用する。 
 

■動向調査と提供のイメージ 
 

 経済動向調査 ⇒ データの集計と数値化 ⇒ 行政・業界団体へ提供 ⇒ 事業者支援に活用

 

■アンケートの調査項目 

  ①景況感(売上・原価・客数・販管費・取扱い商品の動向) 

  ②対昨年比の動向 

  ③資金繰りについて 

  ④経営の課題 

  ⑤後継者について 

 

(1)経済動向調査の方法 

①個人事業者の確定申告支援(約 170 件)の際にアンケート調査を実施。 

②地区内全事業所を対象として、年 1回の紙ベースによるアンケート調査を実施。

その際に、会員企業に関しては、職員による巡回指導及び窓口指導での対応 

を行い回収率の向上に努める。 

   ③調査データを集約し、RESAS からの情報を加味しながら調査報告書を作成。 

 

 (2)経済動向調査の活用 

   主として、地区内事業者に対する事業計画作成支援等の経営支援に活用する。 

但し、支援数には限りがある為、地区内事業者に対して、町の広報誌とホーム 

ページ、商工会議所ホームページや会員企業へのメール・FAX 等の配信など、様 

々な媒体を活用し、調査報告書を公表する。 
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■アンケート調査件数及び報告書公表回数は下記の通りである。 
         

事業項目 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

確定申告 

支援回数 
未実施 

170 170 170 170 170 

アンケート

回収数 
100 100 100 100 100 

合計  270 270 270 270 270 

調査報告書 

公表回数 
未実施 4 4 4 4 4 

 ※公表数は、町広報誌 1回、町 HP1 回、商工会議所 HP1 回、メール 1回の合計数。 

  

2.経営状況の分析に関する事【指針①】 

   現在、商工会議所内で経営分析をする事案としては、補助金申請及び金融申 

  込み時に限られており支援件数も少ない。また、明確な分析項目等も定めず、 

データ化もしていない状況である。したがって、経営指導員を中心とした支援 

内容も漠然とした形となっているように思われる。 

 市場の多様化に伴い、事業者の抱える悩みも多様化・複雑化しており、この 

様な状況を打破する為にも支援体制と経営分析の実施手段を確立し、他の支援 

機関や専門家等との連携により、効果的な経営分析を実施し地区内事業者の事業 

計画策定などの前向きな取組みの基礎資料として活用する。 
 

 ■支援体制のイメージ 
  

                               

 

 

 

 ■経営分析の主な項目 

  内部分析：収益面(売上・利益率・損益分岐点・売上構成比) 

財務面(自己資本比率・流動比率・固定比率) 

内部環境(SWOT 分析) 

  外部分析：外部環境(SWOT 分析・3C 分析) 
 

(1)経営分析ニーズの掘起し 

   会員事業所に対しては、経営分析の必要性や有用性などのメリットを事例を交 

えて、職員による巡回指導や窓口指導及びメール配信等により定期的な情報発 

信を行う。非会員事業所に対しては、有田町の広報誌を活用し会員事業所と同 

様の情報提供をする事で、幅広くニーズの掘起しを行う。 

 

 

 

支援の実施 
(経営分析) 

分析データの活用 
(事業計画作成等) 

分析結果の報告 
(データ化) 

ニーズの掘起し 
(巡回指導など) 
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(2)経営分析の実施方法 

   経営分析にあたっては専門的な知識が必要であり時間も要する。現状において 

職員の経営支援経験や対応可能人員数を考慮すると支援数の確保に不安要素が 

残る。今後、積極的に支援を行っていく上で、限られた職員で最大限の支援を 

するには、ローカルベンチマークを活用し「分析シート」を作成、マニュアル 

化する事で、分析内容の質の均一化を図る。 

また、佐賀県地域産業支援センターの「よろず支援拠点事業」や、佐賀県商工 

会議所連合会の「専門家派遣事業」を活用し、支援数の増加を図る。 

 

①税務相談による経営分析支援(既存拡充) 

   これまでの税務相談については確定申告の支援が中心であり、経営分析につ 

   いては、簡単な分析を行い決算内容と併せて報告する程度であった。今後は、 

分析シートを用いて事業者が抱える問題点や課題を洗い出しデータ化する 

事で、まずは事業者が問題意識を持ち、経営分析の有用性を説く事で、経営 

改善に向けた意識の醸成に繋げる。 

 

②経営分析支援希望者への経営分析支援(既存拡充＋新規事業) 

   現状では、経営革新申請、補助金申請及び金融申込み時に対する経営分析を 

行う事が主である。これは、受け身の体制となっている為、情報発信による 

ニーズの掘起しを行い積極的な経営分析支援を行う。 

 

③第二創業時における経営分析支援(新規事業) 

   円滑な事業継承ができる環境を整える上で、これまでの自社の経営分析を行 

う事は重要である。後継者が事業を発展させる事ができるよう、自社の強み 

や弱み、後継者が抱える問題などあらゆる側面からの経営分析支援を行う。 

 

(3)経営分析の活用 

経営分析のデータは、個々の事業者へフィードバックし、自社がどのような状 

況にあるのか現状を把握してもらい、経営改善計画や事業計画作成に活用する。 

特に、陶磁器販売業及び陶磁器製造業に関しては重点的に支援していく為、サ 

ンプル数が多くなり、業界データとして集約し指標として活用する事が可能で 

ある。 
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■経営分析の件数は下記の通りである。 
 

事業項目 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

税務相談 

未実施 

15 15 15 20 20 

経営分析 

支援希望者 
30 30 30 40 40 

創業 

第 2創業 
3 3 3 3 3 

合計  48 48 48 63 63 

  ※現状は、分析と呼べる内容では無く、今後の計画と比較対象にならない為、未実施と表す 

 

3.事業計画策定支援に関する事【指針②】 

小規模事業者の多くが、自社の経営をどうにかしなければと考えているが、そ 

れを行動に移せない一つの原因として、事業計画書などの可視化できるものが 

なく、漠然とした考えしかない事が挙げられる。まずは、前項Ⅰ-1 における 

  経済動向調査のデータとⅠ‐2で得られた個々の事業所の経営分析データを基礎 

  資料として、他の支援機関との連携を図りながら事業計画策定支援を実施する。 

地区内の経済状況を鑑みれば、潜在的に事業計画の策定を必要とする小規模事 

業者は多く存在する事が推測される為、積極的なニーズの掘り起こしを継続的に 

行い事業計画策定支援に繋げる。 

 

 ■事業計画策定支援のイメージ 
 

 

 

 

 

 (1)事業計画策定ニーズの掘起し 

    会員事業所に対しては、職員による巡回指導や窓口指導及びメール配信等に 

より定期的な情報発信を行う。発信の内容は、「事業計画書がある事で、やるべ 

き事が明確となり、事業者の抱える悩みを解決する一つの手段となる」という 

事を伝え、ニーズの掘起しに繋げる。非会員事業所に対しては、有田町の広報 

誌を活用し会員事業所と同様の情報提供をする事で、幅広くニーズの掘起しを 

行う。 

 

(2)事業計画策定の実施方法 

 

①税務相談等受講事業者に対する事業計画策定支援(新規事業) 

  税務相談等受講事業者で経営分析を行った事業所に対して、次のステップと 

して事業計画の重要性を説明し事業計画策定支援に繋げる。 

 

事業計画策定支援 
(他の支援機関との連携) 

事業計画書の作成 
(経営革新・補助金等) 

ニーズの掘起し 
(巡回指導など) 
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②事業計画策定希望者に対する事業計画策定支援(既存拡充) 

   ニーズの掘起しから生まれてくる、事業計画策定希望者に対して、前項の経 

営分析を踏まえながら、他の関係機関と連携をとり、これまでの、「ものづく 

り補助金」や「小規模事業者持続化補助金」の申請支援、金融支援を絡めな 

がら実現性の高い計画策定に取組む。 

 

   ③創業・第二創業時における事業計画策定支援(既存拡充＋新規事業) 

   創業は事業者が一番支援を必要とするもので、事業者が不安を少しでも自信 

   に変えられるような手厚い支援が必要である。今回、新たに有田町の創業支 

   援計画に商工会議所としての支援計画を盛り込んでおり、既存の相談業務に 

   加えて創業に必要な知識の習得を目的とした創業塾を開催し、事業計画策定 

支援を行う。 

 

■事業計画策定数は下記の通りである。 
                                      単位：件 

事業項目 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

税務相談等 

未実施 

15 15 15 20 20 

事業計画 

策定支援者 
30 30 30 40 40 

創業 

第 2創業 
3 3 3 3 3 

合計  48 48 48 63 63 

  ※経営分析の件数を基に設定 

 

4.事業計画策定後の実施支援に関する事【指針②】 

   現状は、創業者、補助金利用者等に対する業況確認と業況改善に向けた専門家 

派遣などの支援を行っているが、計画的な支援体制が構築されているとは言い 

難い。今後は、職員による定期的な巡回及び窓口指導により実施状況を把握し、 

他の支援機関との連携をとりながら事業計画の修正・変更を加え、事業計画を 

より実現可能なものへと精度を高めて行く。 

 

(1)職員による巡回指導・窓口指導での実施状況の確認及び実施支援 

   計画の遂行状況確認の為に、売上の達成状況、支出状況、資金繰りの状況など 

の必要事項を網羅したチェックシートを作成する。事業計画を策定した事業所 

毎に 4半期に 1回、職員による巡回指導・窓口指導でチェックシートによる実 

施状況の確認を行い、必要に応じて支援を講じる。 

4 半期ごとの状況確認、必要に応じた支援により、事業計画を実現性の高いもの 

にしていく。 

また、事業計画の達成度合いによって、次年度以降は半期に 1回とするなど、 

柔軟な体制を取り、他の支援業務に注力できる体制を構築する。 
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(2)他の支援機関との連携による事業計画実施支援 

   職員による実施支援の中で、専門的な支援を要すると判断した場合は、他の 

支援機関の協力を得て専門家派遣による支援を行う。また、資金繰り等の支援 

が必要な場合は、事業計画書を添えて金融機関への取りつなぎを行う。 
 

■実施支援件数は下記の通りである。 
                                       

事業年度 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

支援事業所数 

未実施 
48 48 48 63 63 

延べ支援回数 192 360 506 820 878 

  ※延べ支援回数は積み上げであり、次年度以降は 25％づつが半期に 1回の支援になると想定。

 

5.需要動向調査に関する事【指針③】 

現状は、プレミアム商品券事業時やイベント時における簡易的なアンケート 

調査しか行われておらず、今後に活用できるような内容での需要の動向調査は実 

施されていなかった。 

今後は、地区内における小規模事業者の主たる業種である陶磁器販売業と一般 

小売業に対して活用できる調査項目を設け、個々の事業者においてアンケート調 

査を行う。また、経済動向調査の結果と刷り合せる事で、データの信頼性向上に 

努める。回収したアンケートは商工会議所にて集計しデータ化、個々の事業者へ 

フィードバックし、新たな販路開拓等のマーケティング戦略に活用する。 
 

 ■需要動向調査のイメージ 
   

  調査対象の選定  ⇒  需要動向調査  ⇒  データの集計・分析  

    

 (1)調査対象の選定 

   アンケート調査の対象者については、①観光客と②地域住民の２つに分けて行う。

   いずれも今後のターゲット選定や商品セレクト・商品開発などの参考データと 

する為、年齢・性別などの細かい選定はしない事とする。 

 

(2)調査の方法 

   ①観光客に対するアンケート調査は、5月の有田陶器市、11 月の秋の有田陶磁 

器まつり期間中にて支援対象事業者が来店客に対して行う。 

 

主な調査項目：①属性 ②居住地 ③来店動機 ④購入商品 ⑤購入目的 

 

  ②地域住民に対するアンケート調査は、年 1回、7～8月に支援対象事業者が来店

客に対して調査を行う。 

 

    主な調査項目：①属性 ②居住地 ③来店動機 ④購入商品 ⑤購入頻度 
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(3)需要動向調査の活用 

支援対象事業者が行うアンケート調査は、いずれも商工会議所が回収し、集計 

する。また、集計結果を事業者へフィードバックし、今後のターゲット選定、 

ターゲットに応じた商品セレクト・商品開発などのマーケティング戦略に活用 

する。 

 

■需要動向調査の実施件数は下記の通りである。 
 

事業項目 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

①観光客への 

アンケート数 

未実施 

500 500 500 600 600 

支援事業者数 28 28 28 33 33 

②地域住民への 

アンケート数 200 200 200 300 300 

支援事業者数 20 20 20 30 30 

 

 

6.新たな需要開拓に寄与する事業に関する事【指針④】 

   現状では、陶磁器関連業種の補助金を活用した新商品の開発や販路開拓支援 

を中心に行ってきているが、一般小売業に対する支援が足りていない。 

地区内の小規模事業者が持続的経営可能な経営環境を整える為に、一般小売業 

やサービス業に対する支援事業を新たに展開していく。また、主幹産業である陶 

磁器関連業種に関しても支援を拡充しながら包括的に地区内の小規模事業者の 

需要開拓支援を行う。支援内容に関しては、個々の事業者によって求める内容は 

変わってくる為、事業内容によっては効果が低い事業になる可能性もある。その 

為に事業効果の検証を行い、より効果的な事業へと発展させていく。 
  

(1)スキルアップセミナーによる需要開拓支援(新規事業) 

   新たな販路開拓をするにあたり、自社もしくは自社製品の強みを見つけ、魅力 

的に伝えたり、魅力的に見せたりする技術は必要不可欠である。当地区におい 

ては、待ちの商売をしている事業所が多く、その様な技術が不足している事が 

明白である事から、陶磁器販売業及び一般小売業・飲食業といったテンポを構 

える事業者に対して、個々の技術を向上させるスキルアップセミナーを開催し、 

需要開拓支援に繋げる。 

 

①知的資産セミナー 

 自社が持つ、人・商材・技術・技能・知的財産(特許・商標)やネットワーク 

など目に見えない資産(知的資産)を掘り起し、見える化(資料化)する事で、 

販路開拓など経営戦略の為の自社の重要な資産(ツール)とする。 
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②プレゼンテーション能力向上セミナー 

 知的資産セミナーで得られた、自社もしくは自社製品の強みを、自社を知ら 

ない新規取引先や既存取引先、ステークホルダーに対して、正確に且つ魅力 

的に伝える事は、相手先の信用を得る為に大変重要な事である事から、伝え 

る手段の選択、伝える為の資料の作成、伝える手段に応じたプレゼンテーシ 

ョンの方法を学ぶ。 

 

③店舗魅力アップセミナー 

 現在、店頭販売に苦慮している店舗の多くは、昔ながらの店構えや店舗レイ 

 アウトの店舗であり、お客様が入りたくなるような店舗になっていない。 

尚且つ、商品構成もターゲットが定められておらず、魅力的な商品が無いと 

ころが多い。そこで、知的資産セミナー・プレゼンテーション能力向上セミ 

ナーで得られた事を活かし、魅力的な店舗づくりのセミナーを行う。 

 

■スキルアップセミナーの開催による支援件数は下記の通りである。 

事業項目 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

知的資産 

未実施 

20 20 20 30 30 

プレゼン 14 14 14 16 16 

魅力アップ 14 14 14 17 17 

合計  48 48 48 63 63 

 

(2)展示会の開催による需要開拓支援(新規事業) 

これまで行ってきたような既存展示会への出展ではなく、独自の展示会を企画 

開催し、効果的に販路開拓に繋がるような支援事業を行う。 

具体的には、地区内の陶磁器関連業者を支援対象者として、そのターゲットに 

高級旅館・割烹料亭を選定し、商工会議所・支援対象事業者が一体となって、 

まずはターゲットへのヒアリングを通じて商品をセレクト。その商品を実際に 

使用して料理を盛り付け試食してもらうなどのプロモーションを行う。単に見 

せるだけの展示会ではなく、実際に体験させる事により、リアルな評価を受け 

る事ができる為、今後の商品開発に有効であると考える。また、有田焼と有田 

町の魅力を最大限に伝えられるように、実施場所も有田町内で開催する事により、

有田の資産をフルに活用し、実施効果を最大限に高める。 

 

■展示会の開催による支援件数は下記の通りである。 
 

事業項目 現状 29 年 30 年 31 年 32 年 33 年 

支援事業者数 

未実施 
20 20 20 30 30 

商談件数 

(延べ) 
60 60 60 80 80 
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(3)需要開拓支援事業の効果の検証 

   スキルアップ事業の実施後には、支援事業者に対してアンケート調査を行い、 

実施前と実施後の来店客数、売上などの効果を検証し、問題点を洗い出し、 

修正を加えて次年度への事業へとつなげていく。 

 

Ⅱ.地域経済活性化に資する取組 

  地域経済活性化に際しては、関係団体である、有田町役場、有田観光協会、有田 

まちづくり公社、業界団体といった諸団体との連携は不可欠である。有田町が、地 

域経済活性化を目的にした産業観光に力をいれていくにあたり、これまでに幾度と 

なく、経済対策等の会議やイベントの会議等で顔を合わせ協議をしてきており、意 

識の共有はできている。しかしながら具体的な事業に移行した際に、意識のずれが 

生じる事がある為、事業ごとに定期的な意識の共有の場を設け、連携を強化し、事 

業効果を高める。 

具体的には、各事業の実施計画や進捗状況の報告、実施後の報告など情報の共有 

を図るべく、ホームページやメールを活用し、それぞれが各関係機関への周知を行う。

 

 1.体験型イベントによる交流人口の増加 

   これまでの有田町の主な客層は、団塊世代の女性が中心であった。今後の有田 

の観光を考えていく上で、若い世代の女性(30～40 代)をメインターゲットにした 

コンテンツの整備は不必要可欠である。その為には、他にはない、ここでしか体 

験できないといったニッチなコンテンツを持ったイベントが必要である。幸いに 

も有田町には、陶磁器はもとより、豊かな自然、農畜産物、有田焼 400 年の歴史 

に育まれた美しい街並みなど、観光資源が豊富である為、これらを複合的に結び 

つけた魅力的な体験型のイベントを実施支援する事で、新たな顧客層を獲得し、 

交流人口の増加につなげる。 

    

 【事業内容】 

  (1)有田まちなかフェスティバルによる体験イベントの開催 (既存拡充) 

    昨年の秋に「有田まちなかフェスティバル」という全 40 もの体験型イベント 

を開催しており、1ヵ月間で約 16 万人を集めた。今年は 2ヵ月間で 100 を超 

える体験型イベントを開催、約 20 万人の集客を見込む。その中のコンテンツ 

の１つとして「うつわ男子」というガイド企画を当所として実施支援する。 

「うつわ男子」とは、有田に詳しい有田在住の男子が、お客様のニーズに応 

じてオーダーメイドの体験ツアーをするガイド企画である。これまでに季節 

ごとのイベントで実施してきて好評を得ており、手応えを掴んでいる。今年 

度以降は活動範囲を拡げ、年間イベントとして取組む事で交流人口の増加に 

つなげたい考えである。 

実施に関しては、当所、まちづくり公社、観光協会の職員等がうつわ男子と 

してガイド役を務め、PR に関しては、観光協会やまちづくり公社が製作する 

イベントパンフやホームページ等により情報を発信する。 

有田町役場を含めた 4者でイベントの運営委員会を組織し、毎月 1回の定 

例会を開催し、イベント内容の情報共有を図る。 
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 2.空店舗等対策事業による地域経済の再生 

   有田町のメイン通り沿いには、陶磁器店を中心に一般小売商店も並んでいる。 

近年、空家や空店舗、空き地が目立つようになってきており、観光産業を推進し 

ている割には現実との乖離があり、来町者に対してマイナスの印象を与えかねな 

い状況である。特に伝統的建造物群に指定されている内山地区は、少子高齢化に 

より人口が減少、それに伴い商店も減少しており、将来的には地域経済も崩壊し 

かねない状況である。 

このような現状を打破する為に、チャレンジショップ事業や企業誘致等を行う 

事で、空家や空店舗を無くし定住人口の増加を図り、ひいては地域経済の再生に 

繋げる。 

 

【事業内容】 

(1)チャレンジショップ事業による商店街活性化(既存拡充) 

 現在、有田町の玄関口である有田駅周辺の空店舗対策として、チャレンジシ 

 ョップ事業を行っている。本事業により、経営の感覚をつかんでもらい、事 

業終了後は、内山地区を中心とした町内の空店舗に本格的に独立創業しても 

らう事を目標としている。本事業も 3年目となり、事業自体の問題点も明確 

になってきた。根本的な個店自体の魅力・商品の魅力、情報の発進力が必要 

である事は、間違いないが、個店単独による継続した集客には、高いハード 

ルがあり、近隣店舗との連携が不可欠である事が分かった。 

今年度より有田町と連携し、創業支援事業を 5年計画で実施予定である。 

具体的には、創業スクールを開催し、チャレンジショップにて経営の感覚を 

掴んでもらい、本格的な創業につなげる。 

 

(2)内山地区の空家・空店舗等への出店促進事業への取組み(新規事業) 

 有田町の観光のメインエリアである内山地区は、伝統的建造物群に指定され 

 るほど古民家が多く、風情ある地区である。現在、有田焼創業 400 年の事業 

として国内外よりクリエーターや、最新の情報や文化に関心の高い観光客が 

訪れ、有田の魅力を体感していただいている。 

その様な状況を鑑みると、エリアを形成する古民家には魅力があり、潜在的 

なニーズがあると推測される事から、クリエーター等の拠点づくりや魅力的 

な店舗・企業の誘致などを積極的に行う事で地区内の交流人口を増やす事が 

できる。そこから生活に関する必要業種のニーズが生まれ、ひいては一般小 

売店舗が出店可能となる。一般小売店舗が出店されれば地域の住民が快適に 

過ごせる事になり、結果として一般定住者の増加、地域コミュニティの再生 

につながる。 

取組みにあたっては、有田町役場、まちづくり公社、観光協会と連携し、役 

割分担して対応にあたる。専用ホームページサイトの活用による PR(まちづ 

くり公社)、観光ホームページによる PR(観光協会)、有田町役場・会議所職 

員による移住希望者や開業希望者に対する窓口相談対応を行う。 

また、毎月 1回 情報交換会を開催し、相談状況等の共有と改善対策を検討する。
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Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

   これまで他の支援機関との連携は佐賀県商工会議所連合会、金融機関、地域産 

業支援センターなど一部の機関と行ってきたが、支援ノウハウ等の情報交換まで 

及ぶことは無かった。今後は、支援内容の拡充と支援対象者を拡大していく必要 

性があることから他の支援機関との連携を密にした取組みを行う。 
 

■他の支援機関との連携イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)佐賀県商工会議所連合会との連携強化(既存拡充) 

   県内の他の商工会議所との支援ノウハウの情報共有は、同じ立場で小規模事業 

者を支援している為、職員自身の支援スキルアップに大変有用な事である。ま 

ずは商工会議所連合会主催の職員向け研修会と管理職向けの会議が年 1回開催 

されている為、その際に支援方法や支援事例などの情報共有を行う。 

 

(2)地域産業支援センターとの連携強化(新規事業) 

   よろず支援拠点事業において、専門家の派遣を中心に連携をしているが、情報 

共有の場を持っていなかった為、支援ノウハウ等の共有の場を設ける。年 2回、 

上期と下期に分けて、半期毎の状況報告、支援ノウハウの共有を図る。 

 

(3)金融機関との連携強化(既存拡充) 

 地区内の金融機関との意見交換会を年 1回開催する。地区内の融資動向の把握 

や補助金・創業資金を中心とした事業資金調達の為の連携強化を図る。 

 

2.経営指導員等の資質向上に関すること 

現在、経営指導員等の資質向上に関する取り組みは、商工会議所連合会主催の 

研修会や中小企業事業団の研修会に毎年参加をしており、その中で個々のスキル 

アップを図っている。実際の事業者支援に関しては経営指導員の 3名のみで対応 

しており、今後、これまで以上に支援内容を拡充していく事になれば人員不足に 

なる事は否めない。経営指導員の更なる資質向上もさることながら、補助員、記 

帳指導員についても支援内容によっては経営指導員と同等のスキルを身に着けて 

いく必要がある。少ない人員で効率的に取組む為にも、職員間の連携を密にした 

支援情報の共有とスキルアップの仕組みを構築する。 

有田商工会議所 
(支援の中心) 

佐賀県商工会議所連合会 
(研修会・情報の共有) 

金融機関 
(資金調達支援) 

地域産業支援センター 
(専門家派遣等) 
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■経営指導員等の資質向上に関するイメージ 
 

  研修会への参加 ⇒ 資料の整理 ⇒ 報告会の開催・共有 ⇒ 自主学習による知識習得 

 

  専門家支援現場への同席 ⇒ 専門家同行による支援実務の習得 ⇒ 報告会の開催・共有 

  

(1)職員個々のスキルアップに向けた取組(既存拡充) 

   経営指導員に関しては、中小企業事業団、商工会議所連合会等の専門的な研修 

を定期的に受けており、知識の習得と専門家派遣の同行や補助金申請や創業支 

援など実務レベルでのスキルアップができている。補助員、記帳指導員に関し 

ては事業所支援の知識の習得と実務レベルでのスキルアップの機会に乏しい為、 

通常であれば経営指導員が行くような内容であっても、本人が希望すれば研修 

会への積極的参加を推進している。また、経営指導員や専門家の支援現場に同 

席させ OJT 的な支援実務の習得機会を与えるようにする。 

 

(2)職員間の支援情報の共有に向けた取組(新規事業) 

   経営指導員等が受けた研修や支援業務内容は、受講者本人の知識として蓄積 

されるが、それ以外の職員がその知識を共有する事は無かった。今後はすべ 

ての職員が事業者支援に関われるようにする為に、情報共有の場を設ける。 

また、情報を暗黙知から形式知へと可視化して、個人として得られた知識を 

職員全体で共有できるように取組む。 

 

①報告会による情報共有 

経営指導員等が研修を受けてきた際に、職員に対して受講内容をダイジェス 

ト版として取り纏め、報告会にて共有する。この取り組みにより、受講者自 

身の知識の深耕に繋がる事と、受講してない職員も知識の共有ができる二つ 

のメリットがある。 

また、通常の経営支援業務において得られた、経営分析の情報や支援スキル 

についても、報告会にて共有する。 

 

②情報共有スペースの設置 

事務所の一角に情報共有スペースを設置する。これまで職員が受講した研修 

会の資料や支援業務で得られた情報等、経営・経済・地域創生などの資料を 

集め、いつでも閲覧できる環境を整える。研修資料は所内の報告会時に受講 

者がダイジェスト版を作成する為、効率的に学習する事が可能である。 

 

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 

   当所は、毎月一回、正・副会頭会議を開催し、月次の事業報告を行っている。 

7 月には常議員会と総会を開催し年間の事業報告等を行っている。しかしなが 

らその際に、評価をいただく機会はあるが、それを次につなげる仕組みは確立 

されていない。よって本経営発達支援事業計画を機に、評価及び見直しをする為 

の仕組みを構築する(PDCA サイクル)。 
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■事業の評価及び見直しをする為の仕組みのイメージ 
 

      経営発達支援事業の実施     アンケート実施・集計 

 

      事業内容の修正・改善      事業評価委員会の開催  

 

(1)事業評価の仕組み 

   ①経営発達支援計画に対して評価をする外部有識者を選定し、事業評価委員会 

を組織する。 

②会員及び支援対象者に対し、提供した支援内容を中心とした事業評価項目を 

設け、アンケートにて評価してもらう。評価は、数値化する事で評価基準を 

明確化する。 

③集計した結果を基に、事業評価委員会にて評価をしていただく。 

 

    事業評価委員会構成メンバー(案) 

    ・有田町役場 ・佐賀県地域産業支援センター ・有田金融協会 

 

(2)事業の見直しをする為の仕組み 

   アンケート評価は、年 1回、前年度の評価として 4月に行う。そのアンケート 

結果を基に、事業評価委員会を年 1回、6月に開催し、商工会議所の事業報告と 

アンケート評価の集計結果を基に事業を評価してもらう。 

 

(3)事業の評価及び見直し案の活用 

事業評価委員会に頂いた事業評価を部内会議にて協議し、事業計画を加筆・修正、

7月初旬の正副会頭会議にて承認をいただき次年度計画として実施する。 

 

 (4)事業計画・事業評価報告書の公表 

   事業計画書・事業評価報告書は、商工会議所ホームページへの掲載及び、7月 

   下旬の通常総会時に総会資料として配布し公表する。 
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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 

（28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①総務課            

  総務課長…事務局長兼任(経営指導員)      

        職員…1名(記帳指導員)       

                      

②中小企業相談所 

指導課長…所長兼任(経営指導員) 

職員…3名(補助員・記帳専任・記帳指導員) 

相談課長…1名(補助員) 

職員…1名(経営指導員) 

 

（２）実施体制 

   職員全員体制にて、支援業務にあたる。 

経営指導員…3名 経営指導補助員…2名 記帳専任…1名 記帳指導員…2名 
 

 

 

（３）連絡先 

有田商工会議所 

住所：佐賀県西松浦郡有田町大樽 1 丁目４－１ 

  電話番号：0955-42-4111 FAX：0955-42-4114 

  E-mail：aritacci@aritacci.jp 

    URL:http//www.marugotoarita.jp 

 

専務理事 

事務局長 

総務課 中小企業相談所 

指導課 相談課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 

事業年度 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

 

小規模会計 

一般会計 

受益者負担 

400 

1,000 

500 

400

1,000

500

400

1,000

500

400 

1,000 

500 

400

1,000

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、受益者負担、国補助金、県補助金、町補助金 

 

 

 

（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 

 

2.経営状況の分析に関する事【指針①】 

3.事業計画策定支援に関する事【指針②】 

4.事業計画策定後の実施支援に関する事【指針②】 

6.新たな需要開拓に寄与する事業に関する事【指針④】 

 

連携者及びその役割 

佐賀県商工会議所連合会 会長 井田出海 

住所：佐賀県佐賀市白山 2-1-12  TEL:0952-26-6101 

研修会の開催、専門家派遣事業の実施 

 

佐賀県地域産業支援センター 

住所：佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 114  TEL:0952-34-4433 

専門家派遣・経営相談 

 

有田金融協会 会長 吉岡剣士 

住所：佐賀県西松浦郡有田町本町丙 972-3 TEL:0955-42-4131 

事業実施における資金調達等の支援 

 

連携体制図等 

 

 

 

 
 

 

 

 

                           

           

 

 

 

 

  

 

    

有田商工会議所 

地域産業支援センター 

佐賀県商工会議所連合会 

有田金融協会 

研修会の開催 
支援情報の共有 

融資動向の情報共有

資金調達支援 
専門家派遣 
支援情報の共有 
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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 

 

1.体験型イベントによる交流人口の増加  

2.空き店舗対策事業による、地域経済の再生 

 

連携者及びその役割 

有田町 町長 山口隆敏  

住所：佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202  TEL:0955-46-2111 

事業における役割：観光特区の指定に向けた申請、伝統的建造物が立ち並ぶ街並みを中心とした

整備事業、国・県・町補助金の検討など 

 

有田観光協会 会長 西山保広 

住所：佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内 2-8-1  TEL:0955-43-2121 

事業における役割：イベントの共同開催、情報発信など 

 

㈱有田まちづくり公社 社長 高田亨二 

住所：佐賀県西松浦郡有田町大樽 1-4-1 TEL:0955-42-4111 

事業における役割：空店舗対策事業に係るテナント募集 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

      

           

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

有田商工会議所 有田町 

まちづくり公社 

 

イベントの実施 
【交流人口の増加】 

 
空店舗等対策事業 

【地域コミュニティの再生】 

有田観光協会 

事業協力

情報の提供・共有 

地域振興施策の実施 

イベント・観光の PR 

事業者への支援全般 

観光の収益事業化 

補助金支援等 

運営支援 


