
経営発達支援計画の概要 
実施者名 東長崎商工会（法人番号 4310005002139） 
実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

（１）「食（食品）」「観（観光）」をテーマとした誘客、地域ブランド力の向上
への支援強化 

世界遺産を活用した観光ルートの開発支援と「食」を中心としたイベント
の企画、食料品製造業、飲食業の経営力強化を図る 

（２）特に意欲のある小規模事業者個社支援・経営力強化 
成長する意欲が高く売上及び雇用の増加を志向する個社の成長を図る。 

（３）創業者（予定者）への支援強化 
  意欲ある若者の起業を支援し地域の経済の活性化を図る人材を創出する。
（４）第二創業・事業承継の強化 
  新業態への挑戦を支援し、また後継者不在による廃業を食い止める。 

事業内容 

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】 
外部機関の統計情報や個別企業から、個人消費・生産活動・雇用情勢・住
宅建設・設備投資・企業収益など収集、職員で共有、地域の小規模事業者に
マッチした情報を提供していくとともに、会報や住民向け情報誌、ホームペ
ージで公開し小規模事業者が活用できるものする。 
２.経営分析に関すること【指針①】 
経理ソフト、税務申告指導資料を活用した経営分析、財務分析に加え、Ｓ
ＷＯＴ分析を活用しながら、取扱商品、サービス等の強み弱みを的確に把握
し分析する。支援機関の専門家等と連携しニーズに即し活用していく。 
３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
セミナーや情報交換会や経営労務相談などの指導時にアプローチし策定支
援。創業等・事業承継の支援は今後地区内事業者の高齢化、後継者不足に対
応するため重点的に行う。新商品開発、既存の商品ブラッシュアップを行う
計画を盛り込む。 
４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業計画に織り込んだ各種事業を総合的にフォローアップできる体制の充
実を図る。また定期的な個別巡回指導等により進捗状況を把握し事業が軌道
に乗るまで伴走型支援をきめ細かく実施する。 
５.需要動向調査に関すること【指針③】 
提供するサービス等の課題や、方向性を調査分析し、新たな需要の開拓に寄
与するため、「ふぐ」や海産物などイベント時の飲食店利用者に消費額、改善点
などをアンケート調査する。また、他地区から来訪が多い「長崎さるく」参加
者にお土産品、飲食物のニーズなどアンケートの実施。その他個社にカスタマ
イズされた需要動向調査を実施。情報結果を個社にフィードバックし支援する。
６.新たに需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
  販路開拓及び地域ブランドの浸透を図るため、展示会、商談会への参加を
積極的に支援し、販路開拓、商品・サービスのブラッシュアップを行ない需
要開拓を行う。また、世界遺産との（食）観光ルート開発支援などを行う。
 

連絡先 
東長崎商工会本所  〒851-0133 長崎県長崎市矢上町 20 番 27 号 
ＴＥＬ：095-839-8866 ＦＡＸ：095-839-8867 
E-mail：higanaga@shokokai-nagasaki.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 

 

本会は、平成１９年に旧東長崎商工会と茂

木商工会が、長崎商工会議所地区の日見地区

を挟んだ飛び地で合併を行い発足した。 

長崎市内には、北西部に三重商工会、南部

に長崎南商工会、北部に琴海商工会、東部に

東長崎商工会があり、長崎商工会議所と合わ

せると市内には５つの商工団体が併存してい

る。東長崎商工会管内は、諫早市と隣接する

長崎市東部に位置。茂木地区はその南部に位

置し、長崎市中心部からそれぞれの中心地ま

で約 8 から 10km 程度離れた人口約 50,000 人

（茂木 11,600 人・東長崎 38,400 人・平成 27

年 3 月末現在）の地区である。 

平成２７年に世界文化遺産となった「明治

日本の産業革命遺産」（長崎市内８か所うち長崎南商工会地区に２か所）に続き、平成２８年に推薦

がいったん取り下げとなったものの「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（長崎市内に３か

所うち三重商工会地区に２か所）が再推薦され平成３０年の世界遺産認定が期待されている。また、

九州新幹線長崎ルートの平成３４年の暫定開業に向けて新駅ビルの建設など長崎市内では主要産業

の１つである観光業を中心に追い風となっている。また、長崎市では以下に記載のように将来の都市

像「個性輝く世界都市・希望あふれる人間都市」を実現するために「第三次長崎市経済成長戦略（平

成２６年～３２年度）を策定しており、その中で重点的に取り組む項目として「船」「食」「観」を掲

げている。  ※「船（造船）」「食（食品）」「観（観光）」 

長崎市「第四次総合計画（平成２２年～３２年度）」 
将来の都市像を「個性輝く世界都市・希望あふれる人間都市」と掲げ、世界がその価値や魅
力を認める「長崎らしさ」と人間を起点に考える「住みやすさ」に重点を置きながら、人が育
ち、まちが成長し、経済が発展する、もう一つ先の長崎づくりを進めていくこととしている。
第三次長崎市経済成長戦略の基本的方向性（長崎市作成抜粋） 
第一次成長戦略並びに第二次成長戦略ともに共通する経済成長の方向性は、「経済交流と域
内経済好循環による経済成長の実現」であり、これは第三次成長戦略においても共通するもの
だと考えます。 
長崎の地域経済をこれまでも支え、他の地域との差別化に優位に活用できる、長崎固有のよ
そには真似できない能力や強み（＝コアコンピタンス）として、「船」「食」「観」は、長崎固有
の財産であり、かつ成長へのエンジンになるものだと考えます。 
そこで、長崎固有の「船」「食」「観」をより効果的に活用する取組みや仕掛けによって、地域
としての競争力を向上させ、長崎からの顧客価値を発信し、未開拓の分野への進出も図ること
で経済交流の機会獲得・販路拡大へとつなげ、外貨獲得や誘客を強化し、地域経済の振興を図
る方向性を示してまいります。 
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１.東長崎地域の現状（旧東長崎商工会地域） 

①歴史ある長崎街道（シュガーロード）の宿場町と古賀の植木 

東長崎地域の矢上・古賀地区は、鎖国時代の唯一の貿易港であった長崎の玄関口に位置し、江戸時

代に整備された九州唯一の長崎街道の宿場町（矢上宿）を中心に農漁業を主な産業として発展してき

た。また、初めて砂糖が輸入され江戸に運ばれたため、長崎街道は別名シュガーロードといわれる。

 街道沿いの古賀地区には、江戸時代長崎の貿易が盛んになるにつれ、植木の貿易を中国商人が盛ん

に行ったこともあり植木業が発展。今日では、植木組合員は６６を数え、造園業として大きく発展し

ている企業もある。長崎街道及び古賀植木は「長崎さるく」（地元ガイドの案内で散策観光）が設定

されている。 

②ふぐ 

東長崎地域の戸石地区はふぐの養殖が盛んであり、現在 17 業者、約 40～50 万匹のフグが養殖され

ている。長崎県は養殖ふぐの全国一の生産量を誇り、その一翼を担っている。ふぐ料理を提供する飲

食店が点在する。 

③水族館・大学 

隣接地の日見地域に昭和 34 年長崎水族館（現ペンギン水族館）、昭和 36 年長崎造船大学（現長崎

総合科学大学）が設立された。 

④農業・水産・青果・花卉・卸売等の拠点 

東長崎地域に昭和 49 年水産種苗生産や水産技術支援を行う市水産センター、昭和 50 年市中央卸売

市場（青果市場）、昭和 51 年長崎卸センター（卸売団地）、昭和 58 年長崎花市場、昭和 63 年農業人

材育成を目的とした農業研修施設市農業センターが設立された。 

⑤大中規模小売店・長崎市のベッドタウン・若年層が多く住む町 

主要幹線道路沿いには生活に必要なスーパー、ドラッグストア大中規模店舗等が揃い、東長崎地域

全体の人口は、昭和 50 年に 20,472 人であったが、土地区画整理事業や大規模団地の開発が進み、平

成 22 年で 37,968 人と、人口減少が進んでいる長崎市において、三重地域と並んで昭和 50 年から人

口が増加している。また、良好な住宅地が供給されたことから、平成 22 年に１世帯当り人員は 2.9

人となり、全市平均 2.4 人を大きく上回り、ファミリー世帯が増加している。 

 

２.茂木地域の現状（旧茂木商工会地域） 

①農漁業・料亭 

茂木地域は明治になって陸上交通が整備されるまでは、貨物輸送には船が用いられており、長崎と

島原、天草、熊本、鹿児島などを結ぶ海上交通の要衝として、また、古くから農漁村として発展を続

け「茂木びわ」をはじめとする農業、はも・あまだいをはじめとする漁業、新鮮な海の幸を生かした

料理を提供する海沿いに位置する料亭などを中心に発展してきた。「長崎さるく」茂木みなと散策コ

ースが設定されている。 

②長崎テクノヒル茂木・製造業企業誘致 

茂木地域の高校跡地が工業団地として整備され、兵庫県に本社がある自動車部品製造会社の研究セ
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ンターが進出した。地区内に高速道長崎ＩＣがあり、交通アクセスの良さなどが評価された。今後は

生産工場建設の予定があり、雇用の増大が期待される。 

また、地域の中心部には茂木港があり、対岸の熊本県天草郡苓北町富岡港との高速船が 1日 4往復あ

る。 

３. 東長崎商工会管内の両地域の強み 

①歴史ある長崎街道（シュガーロード）の街並みが残る宿場町の観光資源がある強み。 

②漁業、新鮮な山海の幸、特に全国に誇るフグ、茂木ビワなど地域資源がある強み。 

③茂木港から熊本の天草に高速船が４往復している強み。 

④小学校が新設されるなど、長崎市のベッドタウンとして昼間流出人口は多いものの県内でも 15 歳

未満の人口に占める割合が 19％と若年層が多く住む町として強みがある。 

 

４.東長崎商工会管内の両地域の抱える問題点、課題 

①少子高齢化 

両地域ともに少子高齢化はすすんでおり、将来に不安も抱えている。特に茂木地域においては高齢

化の波が大きくすすみ過疎化している現状にあり、人口減少による消費額が低下、経営環境は総じて

厳しい状況にある。 

②両地域間の高齢化率格差 

 人口動向をみると、下記の平成２２年国勢調査では、１５歳未満割合は長崎市全体が 12.5％であ

るが東長崎地域 19％、茂木地域 10.8％。６５歳以上割合は長崎市全体が 24.9％であるが東長崎地域

18.6％、茂木地域 30.9％であり、現時点で地域間のその差は拡大しているものと思われる。 

③地域資源を活用した小規模事業者 

両地域には、地元の農漁業産品を利用した特徴ある菓子店、茂木港、戸石漁港を中心とした農漁産

品を利用した食料品製造業、飲食業があり、歴史ある地域資源があるものの生かせれておらず現在ほ

とんど観光客の誘客ができていない（長崎市の観光客・Ｈ２７年度約６６９万人）。また、関連する

事業者は小規模事業者が多く、新商品の開発の遅れ、商品やサービスの陳腐化、消費者ニーズとのず

れ、などもあり近年厳しい経営状況が続いており売上増・利益確保が最大の課題となっている。 

④大中規模小売店進出による小規模小売業の疲弊 

東長崎地域においては、近年、大手スーパー、ドラッグストア、ＣＶＳなど大中規模小売店の進出

が続き競争が激しく、小売業中心に厳しい状況が続いており売上増・利益確保が最大の課題となって

いる。 

平成22年国勢調査　小地域集計　（総務省統計局）抜粋

町　　名
15歳
未満

15～
64歳

65歳
以上

15歳
未満
割合

15～
64歳
割合

65歳
以上
割合

年齢不詳 人口総数 人口割合 世帯数
世帯数
割合

東長崎地区 計 7,226      23,623     7,045      19.0% 62.2% 18.6% 74        37,968         8.6% 13,035    6.9%

男 3,717      11,262     2,910      20.7% 62.8% 16.2% 46        17,935         

女 3,509      12,361     4,135      17.5% 61.7% 20.6% 28        20,033         

茂木地区 計 1,286      6,940      3,678      10.8% 58.2% 30.9% 16        11,920         2.7% 4,273      2.3%

男 659        3,282      1,407      12.3% 61.3% 26.3% 9          5,357          

女 627        3,658      2,271      9.6% 55.7% 34.6% 7          6,563          

その他地区 計 46,805     244,628   99,682     11.9% 62.1% 25.3% 2,763    393,878       88.8% 170,377   90.8%

男 23,663     116,145   39,027     13.1% 64.4% 21.6% 1,447    180,282       

女 23,142     128,483   60,655     10.8% 60.2% 28.4% 1,316    213,596       

長崎市計 計 55,317  275 ,191 110,405 12.5% 62 .0% 24.9% 2 ,853  443,766    100.0% 187,685 100.0%

男 28,039     130,689   43,344     13.8% 64.2% 21.3% 1,502    203,574       

女 27,278     144,502   67,061     11.4% 60.2% 27.9% 1,351    240,192       
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Ｈ26 年商業統計 長崎市地区別の商業の状況 

地区名 
事業

所数 

従業

者数

(人) 

年間商品販

売額（万円）

事業所

数構成

比（％）

従業者

数構成

比（％）

年間商

品販売

額構成

比（％）

1 事業所

当たり従

業者数

（人） 

1 事業所

当たり販

売額（万

円） 

従業者 1

人当たり

販売額

（万円） 

長崎市全体 4,048 29,435 110,115,433 100.0 100.0 100.0 7.3 27,202 3,741

東長崎地区 290 3,384 12,327,803 7.2 11.5 11.2 11.7 42,510 3,643

茂木地区 57 206 270,094 1.4 0.7 0.2 3.6 4,738 1,311

Ｈ２６商業統計 長崎県全体及び周辺市町の小売業商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤商工会組織率向上 

東長崎商工会会員の構成は以下のとおりである。組織率が 51％であり組織率の向上が課題である。

業種別会員数（Ｈ２８．４.１） 

管内商工業者数 1,008 小規模事業者数 914（平成１８年事業所統計より） 

 

５.発達支援事業の目標 

◯地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

上述のような地域の強み、課題を踏まえ、長崎街道（シュガーロード）、植木、ふぐ、茂木び

わ、海産物など、特徴ある産品、産業を伸ばし、管内消費者の需要に応えるだけでなく、長崎市

の観光客（Ｈ２７年度約６６９万人）を管内に誘客できる魅力ある東長崎・茂木地区となり管内

小規模事業者の売上増、利益確保を実現する。 

そのために地域の強みである「食」を生かした観光ルートの開発、魅力ある特産品の開発を行

い小規模事業者の発達を促すとともに、「食」以外の業種で特に意欲ある小規模事業者の支援や、

平成24年経済センサス抜粋

地区

総数

(A～R

全産業

(S公務

を除く))

A～B

農林漁

業

C 鉱

業，採

石業，

砂利採

取業

D 建設

業

E 製造

業

F 電気・

ガス・熱

供給・水

道業

G 情報

通信業

H 運輸

業，郵

便業

I 卸売

業，小

売業

J 金融

業，保

険業

K 不動

産業，

物品賃

貸業

L 学術

研究，

専門・技

術サー

ビス業

M 宿泊

業，飲

食サー

ビス業

N 生活

関連

サービ

ス業，

娯楽業

O 教

育，学

習支援

業

P 医

療，福

祉

Q 複合

サービ

ス事業

R サー

ビス業

(他に分

類され

ないも

の)

東長崎地区 1,237 7 0 149 57 1 6 42 419 13 52 45 96 113 35 115 12 75

茂 木 地 区 304 2 0 33 20 0 0 13 90 2 36 1 18 23 5 26 6 29

その他地区 17,817 53 5 1,286 758 17 203 403 5,073 363 1,491 710 2,436 1,747 485 1,535 119 1,133

長崎市　計 19,358 62 5 1,468 835 18 209 458 5,582 378 1,579 756 2,550 1,883 525 1,676 137 1,237
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創業者の支援、意欲ある後継者の支援など小規模事業者の減少を食い止め支援を進めていく。 

○本計画の目標 

【目標】 

ヒト，モノ，カネ，情報の４つの主要な経営資源に乏しい小規模事業者に対し、従来から行っ

てきた、金融、記帳指導を中心とした経営指導に加え、個々の事業者の経営分析結果に則した地

域の経済動向、需要動向の調査、分析結果の中から必要な情報を的確に小規模事業者に提供し、

新たな需要の開拓、販路拡大やビジネスモデルの再構築など、他支援機関とも連携しながら、以

下の４項目を強化し、伴走型の経営力向上、強化の支援を継続的に行い、より多くの小規模事業

者に波及させ、地域の活性化につなげる。 

（１）「食（食品）」「観（観光）」をテーマとした誘客、地域ブランド力の向上への支援強化 

（２）特に意欲のある小規模事業者個社支援・経営力強化 

（３）創業者（予定者）への支援強化 

（４）第二創業・事業承継の強化 

【方針】 

（１）「食（食品）」「観（観光）」をテーマとした誘客、地域ブランド力の向上への支援強化 

前述の世界遺産を活用し、関係団体とも連携しながら観光ルートの開発支援を行ない、また

「食」を中心としたイベントの企画により、現在ほとんど観光客の誘客ができていない状況を打

破し、東長崎・茂木地区に誘客し活気あふれる地域をつくり、関連事業者の経営力の強化を支援

する。また、地元の農漁業産品を利用した特徴ある菓子店、茂木港戸石漁港を中心とした農漁業

産品を利用した食料品製造業、飲食業など「食」について、本地区内は本来強みがありながら活

かせていない現状であることから、関連事業者に対し重点的に支援を行う。 

 

（２）特に意欲のある小規模事業者個社支援・経営力強化 

上記の観光関連や食に関する業種（食品製造業・飲食業他）以外の、特に成長する意欲が高く

売上及び雇用の増加を志向する個社を選定して支援を広げる。 

各種施策を広く周知し、経営分析、経営計画策定支援の数を増大させ小規模事業者の経営基盤

の強化を図り、事業の安定化、さらなる向上を目指し経営革新などの支援を強化する。 

（３）創業者（予定者）への支援強化 

東長崎地区の強みが若年層が多く住む町、であることから、新規事業に取り組む創業者（予

定者）を「創業サポート長崎」など関係団体とも連携しながら持続的に発展できる事業所とな

るよう支援を行う。また地域の活性化に寄与できる人材の育成支援を強化する。 

（４）第二創業・事業承継の強化 

成長を果たした小規模事業者を持続的に発展させるため、事業を引き継ぎ、業態転換や新事

業・新分野に進出する後継者（第二創業）を関係団体とも連携しながら支援行う。 

また後継者がいない小規模事業者については事業引き継ぎセンターなどとも連携しながら、廃

業を防止し小規模事業者の減少を食い止めるため支援を強化する。 
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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】 

（現状における課題） 

  地域に根差す小規模事業者が持続的に発展し、地域が振興していくためには、地域の経済状

況を的確に把握することが重要である。 

現状では中小企業景況調査対象事業者への個別の情報収集、提供、また、税務申告指導の集

計結果を年一度、会報や総会資料においての情報提供にとどまり、有効活用できていない。 

（改善点） 

  本計画では、経済動向を調査し、情報収集分析会議を４半期ごとに開催し分析し非会員を含

めて情報提供を行い、小規模事業者の経営課題を把握し地域の経済状況に沿った事業計画の作

成などで経営力の強化に役立てていく。 

（事業内容） 

（1）情報収集と分析 

①長崎県、地域金融機関等より提供されている統計情報 

現在商工会事務局にとどまっている情報を、今後は、四半期ごとに情報交換を行い、巡回

等で収集した情報と以下の経済分析資料に基づいて経済動向の分析を行い課題の抽出を行

う。 

・長崎県内経済情勢報告（４半期ごと）財務省福岡財務支局 長崎財務事務所  

分析項目：個人消費・生産活動・雇用情勢・住宅建設・設備投資・公共事業・企業収益 

・長崎県景気動向調査（４半期ごと）長崎県産業政策課 

分析項目： 生産販売動向・受注動向・雇用状況・設備投資・資金調達・景気動向全般 

・長崎県の金融経済概況（毎月）日本銀行長崎支店 

分析項目：経済動向・金融事情 

・ながさき経済（毎月）(株)長崎経済研究所 

   分析項目：業種別経済動向・雇用・企業倒産状況 

②中小企業景況調査（４半期ごと）による情報（長崎県商工会連合会からの業務請負） 

 現在、中小企業景況調査（長崎県商工会連合会業務請負）対象 15 社（製造業 3、建設業 2

社、小売業 4社、サービス業 6社）に対して 3か月に 1度巡回窓口指導の中で景況感を調査

収集し、分析結果を調査対象事業所に提供している。今後は、地区内、県内の集計結果を分

析、課題の抽出を行う。また、本地区は平成３０年度までの調査予定であり、それ以降は県

内の集計結果を分析、課題の抽出を行う。 

 ③業種別部会ごとの情報 

   商工会定款で規定している建設・製造卸・サービス・商業の４部会は、同業者が集まり各

自の仕事に直結する形で研修や各種事業をおこなっている。その部会活動において地域の経

済状況を情報交換しているものの現状では聞き取るだけで活用されていない。今後は情報交

換会を部会ごとに開催し、会員の状況にとどまらず、地域、業界動向について情報収集を行

い情報を分析、課題の抽出を行う。 

 ④定期的な巡回による情報収集 

   現在は、随時巡回を実施して情報収集をするものの分析まで至っていないため、特に受注
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状況、生産活動、設備投資、個人消費などの情報を共有し４半期ごとに他機関の分析結果と

合わせて課題の抽出を行う。 

 

（2）分析集約策とデータの情報提供策 

収集した情報を集約し、情報収集分析会議を４半期ごとに開催し分析。職員で共有し地域

の小規模事業者にマッチした情報を相談時等に提供していくとともに、商工会報（現在毎月

発行）や住民向け情報誌（現在年間３回発行）、商工会ホームページで適宜公開し会員にと

どまらずだれでも活用できるものとしていく。また、定期的な巡回指導により、個々の小規

模事業者にあわせて情報をカスタマイズし、小規模事業者のニーズに即した質の高い情報の

提供をおこない効果的に活用する。 

（目標） 

支援内容 H28

年度

H29

年度

H30

年度

H31

年度

H32

年度 

H33

年度 

情報収集分析会議開催回数 0 3 4 4 4 4 

ホームページアップ回数 0 3 4 4 4 4 

会報掲載回数 1 3 4 4 4 4 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状における課題） 

現状では、日常の相談指導、記帳代行等で収集したデータを金融、税務等に利用し、確定申

告時の税務指導で得られた所得データから読み取った分析結果を商工会報で会員向けに情報

提供するのみであり、多くの小規模事業者の経営状況の分析はなされておらず、個社の経営分

析の情報提供まで結びついていないのが課題である。 

（改善点） 

本計画では、小規模事業者の持続的発展に向け、また、記帳、税務、労働に関する指導を活

用し、経営指導員等の巡回・窓口相談、各種セミナーや相談会の開催等を通じて、経営分析を

行う。 

創業者、非会員の小規模事業者についても同業者の紹介、役職員による掘り起しにより、職

員による経営支援を通じ経営分析につなげていく。 

 

（事業内容） 

（1）基礎資料の収集と分析 

①ネット de 記帳（商工会記帳ソフト）・市販会計ソフト（弥生会計等）による経営分析 

ネット de 記帳（商工会記帳ソフト）を現状で利用している 44 事業所については、財務

分析資料がソフト上作成できる（各種経営係数分析・比較貸借対照表・比較損益計算書・

月別売上高比較表等）が、現状では活用されていない。今後は、専門家を交え財務分析に

とどまらず、SWOT 分析などを活用し経営分析を行い事業計画策定につなげていく。 

また、独自で市販の各種経理ソフトを利用している事業者についても同様に行っていく。

②税務申告指導資料による経営分析 

個人事業の所得税確定申告指導を上記のネット de 記帳利用者も含め 126 事業所で行って

いる。上記のネット de 記帳利用者を除く残る 82 事業所については、決算申告時において現

状税務に係る指導、また、金融指導等の時に活用されているのみであるため、今後は専門家

を交え財務分析にとどまらず、SWOT 分析などにより経営分析を行い事業計画策定につなげ

ていく。また、会員外の小規模事業者についても決算申告資料を基に同様に財務分析にとど

まらず各種経営係数分析等により行っていく。 
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③巡回訪問、窓口相談による経営分析 

日常行っている各種相談（経営、金融、労働、経理など）は現状では、その都度、相談を

受けた内容の対応までであったが、今後は専門家を交え経営分析を行い事業計画策定につな

げていく。 

（2）具体的な経営分析項目 

   一般的な財務分析（各種経営係数分析・比較貸借対照表・比較損益計算書・月別売上高

比較表等）（各種経営係数分析・比較貸借対照表・比較損益計算書・月別売上高比較表等）

に加え、ＳＷＯＴ分析を有効に活用して、取扱商品、サービス等の強み弱みを的確に把握

し事業計画策定のため分析する。 

（3）活用方法 

   結果をもとに経営課題を抽出するとともに、特に、専門的な課題については、中小企業

基盤整備機構、長崎県商工会連合会、長崎県産業振興財団、地域金融機関、長崎県中小企

業診断士協会、よろず支援拠点等とも連携し、分析結果をふまえ小規模事業者の抱える経

営上の悩みに対してきめ細やかに継続してサポートする。 

巡回、窓口指導による個別支援や、抽出した事業者のニーズに即した方法で活用してい

く。特に本商工会地区のメインとなる観光関連の「食」に関する業種については、経営分

析に力を入れ、事業計画策定につなげていく。 

（目標） 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31年度 H32 年度 H33 年度

経営分析 

件数 

食に関する業種 10 15 15 15 15

その他業種 10 20 20 20 20

３.事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（現状における課題） 

小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、創業補助金の申請時に事業計画の策定支援を

行っているが、多くの小規模事業者には経営計画策定支援を行っていないことが課題である。 

（改善点） 

本計画では、小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１、２の経済動向、経営状況分析

結果を踏まえたうえで事業計画策定支援を行う。事業計画の重要性の啓発と策定方法の習得を目

的にセミナーを開催するなど、支援対象者の掘り起こしを行うとともに支援の質を高めていく。

従来からの補助金申請のための計画にとどまるのではなく、その相談指導をきっかけとして、小

規模事業者の中長期的な経営計画策定に結びつけ、小規模事業者の持続的発展を図る。  

（事業内容） 

 （1）計画策定アプローチと支援強化 

事業計画策定が、今後の小規模事業者の持続的発展のため重要な支援と位置付け、職員が

情報共有しながら、経営状況分析を行った小規模事業者に対し、以下の相談指導の機会を捉

えアプローチし事業計画策定を行う。 

①事業計画策定等に関するセミナー及び個別相談会の開催（新規） 

②経営、金融や税務相談などの巡回窓口指導時 

③労働保険事務委託事業を通じた相談指導時 

④業種別部会（製造、建設、サービス、商業の４部会）での情報交換や、セミナー開催時

⑤小規模事業持続化補助金などの各種補助金及び助成金の申請時 

⑥創業・第二創業、事業承継相談指導時 

（2）創業・第二創業・事業承継の支援の強化 

   特に上記（1）⑥については、今後地区内事業者の高齢化、後継者不足に対応するため重

点的に行う。 
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地区内で創業者を輩出し、魅力ある地場産業の振興と、活気ある地域の発展に資するため、

長崎商工会議所及び市内各商工会、関係機関がメンバーである「創業サポート長崎」「長崎

地域雇用創造協議会」とも連携し創業者の掘り起こしを行い創業者の支援を実施する。 

具体的には、長崎商工会議所、中小企業診断士協会主催の創業者、起業者を総合的に支援

する「創業セミナー・創業スクール」と連係し、創業予定者の情報共有と掘り起こしを行な

う。また、独自の創業・事業承継相談会を設定し、支援内容も金融、経理、事務手続き等の

創業支援はもとより、創業計画策定に力をいれていく。 

また、「創業サポート長崎」の打ち合わせ会議にて情報共有を行いながら創業者の相談に

対し包括的に対応する。 

     第二創業に関しては、商工会青年部などの若手経営者を中心に経営革新取得を目指し事

業計画策定を行なう。 

    事業承継支援は、小規模事業者の高齢化が進んでいる現状の中、廃業を防止するため創

業と合わせ、相談会等を実施する。 

 （3）観光関連の「食」に関する事業所支援の強化 

事業計画策定に当たり長崎ブランドと成りうる商品を製造している事業者に対し、新商品

開発支援及び既存の特産品のブラッシュアップを行う計画を盛り込む。  

（目標）       

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画に基づいて行う各種事業の実施に対し、巡回、窓口指導による指導助言を

行う。 

（指導助言の内容） 

  既存事業と新規事業、商品開発、市場規模、設備投資計画、資金計画、店舗の改修、既存

商品のブラッシュアップ、創業後の販路開拓など、総合的なフォローアップ体制の充実を図

る。具体的には、事業計画策定支援により、新たに事業計画策定に取り組む小規模事業者に

対し、Ｐ（計画策定支援）・Ｄ（計画実行の支援）・Ｃ（フォローアップ）・Ａ（計画の見直し・

修正）サイクルに基づく支援体制を構築し、フォローアップ等の支援内容や進捗状況の情報

等を共有化し、伴走型支援体制の強化に努め、小規模事業者における事業計画策定支援数の

増大を目指します。 

また、本会の事業計画の策定、実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者に

は日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援資金を積極的に活用する。推進に当たって

は融資制度利用のための計画作成支援から融資実行後の返済状況についてもフォローアップ

を行う。 

（目標）経営指導員による巡回訪問により、事業計画の実現に向けて支援する。 

３ヶ月に一回程度の定期的な個別巡回指導等により進捗状況を経営カルテにより把握し、

事業が軌道に乗るまで伴走型支援を実施する。 

支援内容 H29 

年度 

H30 

年度

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度

計画作成セミナー・個別相談開催数 1 1 1 1 1

事業計画策定支援事業者数(食に関する業種) 10 10 10 10 10

事業計画策定支援事業者数(食以外の業種) 10 10 10 10 10

創業・事業承継相談会開催回数 1 2 2 2 2

創業支援者数 6 7 8 8 8

第二創業・事業承継支援者数 2 3 4 5 5

創業計画策定事業者数 2 3 3 3 3
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創業、第二創業・事業承継に対しては、情報提供をきめ細かく行い、事業計画と実績の分

析を行うなど、３か月に１度程度は進捗状況を確認しきめ細やかなフォローアップにより、

伴走型の経営革新認定取得支援や創業者支援を行なう。 

  

 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状における課題） 

需要動向については、巡回、窓口指導の中で収集、また新聞や報告書から収集した情報につ

いて、個々の職員がそれぞれ経営支援に利用しているのが現状である。具体的に個社に特化し

た地元の需要動向まで把握し活用できていないのが課題である。 

（改善点） 

本計画では小規模事業者の個社支援のため、より地元に密着した需要動向を収集することを

目的にアンケート調査を実施し、また、調査機関のシステムを活用した最新の調査結果を活用

する。 

（1）「ふぐ」や新鮮な海産物などを提供する飲食業利用者アンケートの実施（新規） 

地域資源を活用する飲食業については、本会が専門家・専門調査機関に委託し、来店する

消費者に対してアンケート調査（回答者属性、来店動機、消費金額、改善点など）をイベン

ト期間中（戸石はもかに祭り７月、戸石とらふぐかき祭り１１月、各７店参加）に年 2 回

実施する。 

集計・分析結果を飲食店対象に個社に周知を図る。「食（食品）」「観（観光）」をテーマ

とした新メニューの開発による外貨獲得を目指す飲食業の事業計画に係るＰＤＣＡを伴走

して支援する。 

（2）長崎さるく参加者アンケートの実施（新規） 

 長崎市が実施している長崎さるく（地元ガイドの案内で選択したコースを散策観光する）

の参加者を対象に、本会が専門家・専門調査機関に委託し、小規模事業者の商品やサービス

の販路開拓に活かせるアンケート（回答者居住地・属性、求めるサービス、お土産品や、飲

食物のニーズなど）を各コース 4半期に 1回実施し、参加者全員に回答を求める。 

回答結果を分析し、「食（食品）」「観（観光）」をテーマとした観光ルート開発や、コース

内の小規模事業者の、お土産品、新メニュー料理などの開発など商業、サービス業、製造業、

飲食業にセミナーや巡回時に個社に提供する。 

※現状のコース内の事業者数業種等及び各コースの利用者数/開催回数 

長崎さるくの地区内コース（以下の 3コース）  H25 H26 H27 

① 茂木みなと散歩～漆喰塀の旧家を眺めつつ～ 

茂木地区関連事業者 菓子、パン製造２社 

飲食店 ６社 

45 人/ 6 回 59 人/ 9 回 73 人/11 回

② 長崎街道矢上宿歴史探訪～江戸と長崎を結ぶ道～
矢上商店街会員２６（小売 15・飲食 7・ｸﾘｰﾆﾝ

ｸﾞ 1・菓子店 1・薬局 2・美容 2 兼業有） 

157 人/8 回 128人/13回 209 人/11 回

③ 四百年の歴史を誇る植木技術と庭園 
         ～古賀・植木の里散策～ 

 古賀植木組合員 ６６社 
28 人/10 回 20 人/11 回 1 人/10 回

 

支援者指導回数 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画策定事業者指導回数 60 100 120 120 120 
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（3）個社にカスタマイズした需要動向調査の実施・情報提供 

特に意欲のある小規模事業者個社支援や創業者のため、個社

にカスタマイズされた、需要動向調査を行う。調査は、地域経

済分析システム（RESAS）によって人口・観光・農林水産業など

の調査を行うとともに、専門調査機関のシステム（MieNa システ

ム）などによって市場性・市場力・購買力・商圏・競合等の調

査を行う。    

また、商業・サービス業には、日経流通新聞や日経産業新聞、

工業・製造業は、日刊工業新聞、日経産業新聞など、業界新聞

等や日経ＰＯＳ情報サービスによるヒット商品の売上ランキン

グや全国企業の新商品情報などを参考にして、情報収集を行っ

ていく。 

 

○活用方法 

以上の収集した情報については、集約分析のうえ報告資料を

作成し、巡回訪問の際に配布するとともに個社にフィードバッ

クする。 

支援機関のコーディネータ等と連携するなど、専門家を交え、

業種別に整理しながら、創業計画、経営計画の策定に活用でき

る資料とし、非会員を含め小規模事業者個別に情報提供すると

ともに、既存商品のブラッシュアップ及び新商品の開発、商品

構成の見直しや、サービス提供方法の見直しなど、売上増加の

ための方策について提案する。  

（目標）               

項目 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

（1）飲食業利用調査 

個社支援数・回数 
７社・2回 ７社・2回 ７社・2回 ７社・2回 ７社・2回

（2）長崎さるく調査

回数・個社支援数 

9 回 

20 社 

12 回 

20 社 

12 回 

20 社 

12 回 

20 社 

12 回 

20 社 

個社需要動向調査 

支援（提供）事業者数
10 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

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】 

（現状における課題） 

  現状は、各主催者からの開催案内を各対象事

業者へ周知するところまでで、出店する事業者

もその場限りの売上確保のための出店にとどま

り、新たな需要の開拓に繋がっていないのが課

題である。 

（改善点） 

  本計画では、上記の経済分析、需要動向、各

小規模事業者の経営資源を踏まえながら売上げ

増につながる新たな需要の開拓を進める。 

  小規模事業者の販路開拓及び地域ブランドの

浸透を図るため、展示会、商談会への参加を積極的に支援する。また、個別の事業者のレベル

アップを図るため、長崎県商工会連合会やよろず支援拠点の専門家との連携を図りながら個別
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指導を行い、需要に合わせた商品及びサービスのブラッシュアップを行なう。また、観光ルー

ト開発の支援を行い新たな需要の開拓につなげていくことにより個社支援を実施する。 

（事業内容） 

(1)長崎市内（ベルナード観光通り）合同観光物産展の開催  

長崎市内で最も人通りの多いベルナード観光通りで、長崎・西彼半島地区６商工会と連携

して合同観光物産展を開催し、生産者の顔が見える安全・安心の地場産品の PR と継続的な販

路拡大を図る。 

現状では、主に既存商品の販売機会として出店していたものを、今後は、食品製造業の新

規開発商品、ブラッシュアップ商品の試験販売を行う場として積極的に出展の働きかけを行な

い売上増、利益増につなげる。 

 （2）商談会・物産展への出展支援とマッチング支援 

  長崎県商工会連合会が行なう商談会（年 1回）及び全国商工会連合会が首都圏等で行なう物

産展には、現状では出展案内をするまでであったが、今後は、食品製造業を中心とした小規模

事業者に対し、専門家によるパッケージのブラッシュアップ支援や、レイアウト等の指導など

で継続的に直接売上があがるような支援をすることにより、「東長崎」「茂木」の知名度向上と

小規模事業者の販路拡大を図る。 

また、長崎県商工会連合会が派遣する首都圏バイヤーなどと連携し、大都市圏のデパートや

優良スーパー等とのマッチングを行ない売上増、利益増につなげる。 

（3）「茂木」「東長崎」ブランドの確立支援（新規事業） 

長崎新聞社などの地元マスコミや、長崎県物産振興協会の通販サイトe-nagasaki.com
などを通じ、当地区の食品製造業を中心とした特産品の認知度を上げブランド化を支援す

る。また、「茂木」「東長崎」ブランドの確立を図り、口コミやマスコミによる報道、価格競

争の脱却、商談会等での質の高いビジネスパートナーとの協力関係の創出などの効果を活か

し、販路拡大、売上増、利益増につなげる。 

また、長崎県が推進する海産物ブランド「長崎俵物」への認定を目指し、商品力向上のた

めの経営支援を行ない売上増、利益増につなげる。 

（4）世界遺産を活かした（食）観光ルート開発支援（新規事業） 

  長崎市内の世界遺産を長崎商工会議所、長崎市内他商工会と連携して活用するために、茂

木地区や戸石地区にある飲食店を中心に「食」を活かしたイベント等を漁協など関係団体と

も連携しながら実施する。また、長崎地域雇用創造協議会による、長崎の『食』と、『観光

資源』を活かした特産品や旅行商品の開発ともすることにより売上増、利益増につなげる。

（目標） 

項 目 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

(1)市合同観光物産展出店者数売上高  2 社 

20 万円

4 社 

40 万円

4 社 

40 万円 

4 社 

40 万円 

4 社 

40 万円

(2) 

①物産展出店社数 売上高 

②商談会出展社数・マッチング成立数 

①1社

30 万円

②2社 

1 

①1 社

30 万円

②2社 

2 

①1 社

30 万円 

②2社 

2 

①1 社

30 万円 

②2社 

3 

①1 社

30 万円

②2社

3 

(3)ブランド確立「長崎俵もの」 

認定商品/小規模事業者数 
6/2 7/2 9/3 10/3 11/4 

(4)観光ルートイベント参加店 

売上増加率（対前年同月） 
0 

5 

1.1 倍 

6 

1.1 倍 

7 

1.1 倍 

8 

1.1 倍 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
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１.地域経済活性化事業 

  当管内東長崎地域は、卸センター、青果市場、花市場など流通拠点として、また、長崎総合

科学大学を中心とした学園都市として地域経済の活性化を図るため、地域の小規模事業者と地

元の小中学校や自治体とも協力し、今後における当地域の活性化の方向性を検討しその実現に

取り組む。 

また、当地域一番のイベントである東部地区夏祭り花火大会をはじめ地域内にある商店街、

スタンプ会が開催するイベントに協力し、地域のさらなる活性化に取り組む。 

茂木地域では、熊本県天草富岡港との航路を維持発展し、更なる交流促進を行い交流人口の

増加を図り地域の活性化に取り組む。 

（事業内容） 

（1）既存事業とさらなる取り組み 

①学園都市化推進事業の実施 

本会管内近接地にある長崎総合科学大学を核とし、

地域の小中学校、自治会、商工会とが一体になって、

地域の振興と活性化につなげるマスタープランの作成

と地域活性化の各種事業を実施する。Ｈ26 年度に商工

会が事務局となり主導して発足した「学園都市化推進

事業委員会」の機能を強化し、学生の力を活用した地

域経済活性化や市場調査を行うなど、地域のにぎわい

創出の取り組みを行う。 

②東部地区夏まつり花火大会への支援 

    昭和 57 年の長崎大水害慰霊のため、東長崎商工会役員・青年部女性部で構成した実行委

員会によりスタートした東長崎夏まつり花火大会は、平成 25 年に、地域団体や自治会等を

加えた実行委員会を構成し、住民を巻き込んだ地域挙げてのまつりに衣替えされ商工会が

事務局となり地域活性化のため例年開催。長崎市や長崎市東部地区自治会などと共に地域

を挙げて行っている。今後もにぎわい創出と交流人口増加のため地域関係団体と密接に連

携して実施する。 

③矢上商店街・東長崎スタンプ会の支援と活用 

商工会本所近隣に位置する矢上商店会の事業や東長崎スタンプ会が行う事業への協力を

強め消費喚起策を実施し、地場大手スーパー、ドラッグストアなど大型店に無い魅力を創

出し、商業の活性化、地域の賑わいの創出に努める。 

④茂木地区振興協議会との連携による地域活性化 

茂木地区振興協議会との連携の上、熊本県天草郡苓北町と平成 18 年の富岡－茂木航路の

再開を期に始まり実施されているソフトボール交流大会など、地域経済活性化に必要な富岡

茂木航路の存続と、更なる交流促進を行うことで地域の賑わいと交流人口の増加に努める。

（2）新規に取り組む事業 

  平成２７年世界文化遺産登録（明治日本の産業革命遺産）及び平成３０年登録を目指す「長

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は本会管内には無いが、長崎の入り口に位置する

立地も活かし長崎市中心部を訪れる観光客を本会管内へ誘導を図るため、海産物や農産物が

豊富にある茂木地域や東長崎地域の特性や長崎街道沿いの歴史を活かした観光ルートを新

たに作成するなど、世界遺産を活用した活性策を商工会を中心に関係機関と連携しながら協

議する協議会を発足し交流人口の増加を目指す。 

 

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み 
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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）近隣商工会等との情報交換 

近隣商工会においては、商工会議所と市内商工会との協議会（年１回開催）が開催されてい

る。そこで、支援機関として支援力向上に資する情報交換の時間を新設することで、小規模事

業者の支援情報の交換及び先進事例研究等を行う。また、長崎県商工会連合会が主催する各種

研修事業において、地域商工業の振興策、小規模事業者支援の現状等について情報交換を実施

する。（年２～３回） 

（2）関係機関との情報交換 

  日本政策金融公庫長崎支店との意見交換会を開催し、情報交換の場を設ける。（新設）日本

政策金融公庫長崎支店との意見交換は年２回以上を目標とする。 

  また、担当者が定期的（年６回目標）に日本政策金融公庫長崎支店を訪問し、情報交換を図

る。地域金融機関についても年６回を目標に情報交換を図る。 

  よろず支援拠点は、経営に関する様々な指導・助言を強みとしていることから、所属する中

小企業診断士等との連携を図るため、定期的（年６回目標）な情報交換を図る。 

（3）行政機関との情報交換 

  長崎市等との情報交換については、長崎市地区商工会連絡協議会（年２回）が開催されてい

る。そこで、各種施策の情報収集を図り、経営発達支援計画に基づく経営状況分析・需要動向

調査等の情報を報告等行うことで、支援機関としての役割を資することとする。 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

  長崎県商工会連合会が主催する研修への参加に加え、経営支援能力強化を目的とした各種セ

ミナーに経営指導員並びに経営支援員が年間１回以上参加することで、売上や利益を確保し、

販路拡大することを重視した支援能力の向上を図る。 

  また、長崎・西彼半島地区６商工会が開催する研修会等において、自己啓発の勉強会を開催

し、経営指導員等のノウハウ共有や情報交換を実施する。 

  また、商工会では、いつでも受講が可能な経営指導員の資質向上のための Web 研修が実施さ

れているため、積極的に受講を行い自己研鑽を行なう。 

  若手経営指導員、経営支援員については、自分では解決できない高度な経営課題において、

ベテラン経営指導員や中小企業診断士などの専門家チームと一緒になって小規模事業者を支

援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支

援能力の向上を図る。 

  また、習得した支援ノウハウや小規模事業者の経営状況の分析結果については、商工会内イ

ントラネットを利用しサーバーに情報を集約し共有し活用する。 

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 

  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定期的な事務局（事務局長・経営指導員）会議において、評価シートを作成し四半期ごとに

進捗状況を、確認し、評価・見直しの方針を決定する。 

 ②事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、助言、承認を受ける。 

③中小企業診断士等外部専門家、長崎市などによる有識者により構成される「事業評価委員会」

を発足させ、毎年度、上記①②の経過を踏まえ、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の

提示を行い、①②③のＰＤＣＡサイクルを構築する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を商工会の会報、また、住民向け広報誌を活用し地域内の

小規模事業者に周知するとともに、東長崎商工会ホームページ上にて計画期間中逐次公表し

ていく。（http://www.shokokai.or.jp/h-nagasaki/） 
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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４月現在）

（１）組織体制 

 ①経営発達支援事業実施体制  

商工会長・・・責任者   副会長２名・・副責任者 

事務局（本所） 

・事務局長 

・事務局統括責任者・ＰＤＣＡ責任者・地域経済活性化責任者 

・経営指導員 A 

・事務局統括副責任者・事業全般管理・経営状況分析(指針①)事業計画策定支援(指針②)責任者

・経営指導員 B 

・経済、需要動向調査（指針③）責任者・新たな需要の開拓（指針④）責任者 

・経営指導員 C（H28 年度研修生・H29 年度以降経営指導員） 

  ・経営指導員 A・B補佐 

・経営支援員 D 

・事務局長並びに経営指導員 A補佐 

・経営支援員 E・経営指導員 B補佐 

・一般職員・・・事業全般補佐 

事務局（茂木支所） 

・経営指導員 B（兼務）茂木地区各事業責任者 

・経営支援員 F・経営指導員 B補佐 

   

②商工会全体の組織体制  

会員数：546 名(平成２８年４月１日現在) 

役 員：会長 1名、副会長 2名、理事 23 名、監事 2名 

  職 員：事務局長 1名、経営指導員 3名（うち 1名研修生）、経営支援員 3名、 

一般職員 3名（うちパート 2名） 

（２）連絡先 

東長崎商工会本所 

住 所：〒851-0133 長崎県長崎市矢上町 20 番 27 号 

ＴＥＬ：095-839-8866 ＦＡＸ：095-839-8867 

東長崎商工会茂木支所 

住 所：〒851-0241 長崎県長崎市茂木町 165 番地 3 

ＴＥＬ：095-836-0043 ＦＡＸ：095-836-0908 

E-mail：higanaga @shokokai-nagasaki.or.jp 

HP: http://www.shokokai.or.jp/h-nagasaki/ 
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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） 

 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

必要な資金の額 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560

 

経営改善普及事業指導事業費 

 旅費 

 事務費 

 指導事業費 

記帳機械化ｵﾝﾗｲﾝ推進事業費 

 小規模事業施策普及費 

 商工会等指導環境推進費 

市補助事業費 

青年・女性部活動事業費 

[9,990]

 180

3,130

1,400

180

1,000

4,100

[   0]

  [  570]

[9,990]

 180

3,130

1,400

180

1,000

4,100

[    0]

[  570]

[9,990]

 180

3,130

1,400

180

1,000

4,100

[    0]

[  570]

[9,990] 

 180 

3,130 

1,400 

180 

1,000 

4,100 

[    0] 

[  570] 

[9,990]

 180

3,130

1,400

180

1,000

4,100

[    0]

[  570]

（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、各種事業収入、県連補助金、県連助成金市補助金、事業受託費 

（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 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査、２.経営分析・需要動向調査 

 

 

 

 

 

 

【連携者の役割】 

それぞれの機関やシンクタンクが持つ業界情報や地域情報、専門分野の調査情報を定期的に情報交換

し、調査支援や経営分析を行う。 

 

３.事業計画の策定、４．実施支援 

 

 

 

 

 

 

【連携者の役割】 

連携者が実施する専門家派遣等と連携し、小規模事業者に対しより専門的な指導及びフォローアップ

を行う。あわせて事業計画の策定に際しては、金融機関とも緊密に連携し伴走型の支援を行う。 

 

〇創業支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連携者の役割】 

上記機関で構成される「創業サポート長崎」、「長崎地域雇用創造協議会」との連携により、創業者向

けの支援制度の周知を徹底するとともに、相互の情報交換により継続的な創業者の掘り起こしと、イン

キュベーション施設入居などの支援も行いながら伴走型支援によるフォローアップを行う。 

 

 

 

 

長崎県、長崎市、十八銀行、親和銀行、長崎三菱信用組

合、日本政策金融公庫、長崎県商工会連合会 

東長崎商工会 

小規模事業者 

中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、長崎県中小企

業診断士協会、長崎県商工会連合会、長崎県産業振興財

団、十八銀行、親和銀行、長崎三菱信用組合、日本政策

金融公庫 東長崎商工会 

小規模事業者 

【創業サポート長崎】構成メンバー 

長崎市、長崎商工会議所、長崎県産業振興財団、長崎県

ビジネス支援プラザ、長崎県中小企業診断士協会、十八

銀行、親和銀行、日本政策金融公庫、長崎市内４商工会

（長崎南商工会、琴海商工会、東長崎商工会） 

【長崎地域雇用創造協議会】構成メンバー 

長崎市及び周辺町（時津町・長与町）、長崎商工会議所、

長崎市内４商工会及び西そのぎ商工会 

創業者 

東長崎商工会 
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６.新たな需要の開拓に寄与する事業 

 

 

 

 

 

【連携者の役割】 

長崎市・西彼半島地区６商工会が連携して合同観光物産展を開催し、地場産品の PR と継続的な

販路拡大を図る。また、長崎県商工会連合会やよろず支援拠点などの支援機関の専門化派遣等を

実施し、小規模事業者の商品のブラッシュアップや出店支援を行い、販路開拓に繋げる。 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

 

 

 

 

【連携者の役割】 

長崎総合科学大学を核とする学園都市としての機能向上を目指し、定期的な会議等を通して、地域

活性化に資する事業を検討、今後の方向性を検討する。 

また、地域の教育との連携や、特産品開発や観光開発も含め、それぞれの組織の強みを生かし、地域

活性化及び交流人口の増加を図る。 
 

連携者及びその役割 

 

氏名・名称 代表者 住所 電話番号 

独立行政法人中小企業基

盤整備機構九州本部 

本部長 齋藤 三 福岡市博多区祇園 4-2 

サムティ博多祇園 BLDG 

092-263-1500 

公益財団法人長崎県産業

振興財団 

理事長 若杉 謙一 長崎市出島町 2番 11 号 

出島交流会館 6・7階 

095-820-3838 

一般社団法人長崎県中小

企業診断士協会 

会長 前田慎一郎 長崎市大黒町 3-1 

交通会館 5F 

095-832-7011 

長崎県商工会連合会 会長 宅島 壽雄 長崎市桜町 4-1 

長崎商工会館 8F 

095-824-5413 

長崎県よろず支援拠点 長崎県商工会連合会

会長 宅島 壽雄 

長崎市桜町 4-1 

長崎商工会館 8F 

095-828-1462 

長崎県事業引継ぎ支援セ

ンター 

長崎商工会議所 

会頭 上田 惠三 

長崎市桜町 4-1 

長崎商工会館 2F 

095-822-0111 

長崎市 東長崎支所 支所長 

島崎 昭英  

長崎市矢上町 19 番 1 号 095-839-5151 

長崎商工会議所 会頭 上田 惠三  長崎市桜町４番１号 

長崎商工会館２F 

095-822-0111 

㈱十八銀行 

東長崎支店 

支店長 

本田 泰之 

長崎市矢上町 20-8 095-838-2121 

㈱親和銀行 

東長崎支店 

支店長 

西川 義孝 

長崎市矢上町 8-21 095-839-2425 

長崎県商工会連合会、よろず支援拠点、首都圏バイヤー、

長崎市内・西彼半島地区６商工会（市内４商工会、西

そのぎ商工会、西海市商工会） 東長崎商工会 

小規模事業者 

長崎総合科学大学、地域自治会、東長崎地区小中学校

小規模事業者 

東長崎商工会 
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長崎三菱信用組合 

東長崎支店 

支店長 

緒方 久雄 

長崎市かき道１丁目 32-12 095-813-9055 

㈱日本政策金融公庫 

長崎支店 

支店長 

鶴丸 真介 

長崎市大黒町 10-4 095-824-3141 

長崎総合科学大学 

 

理事長 立石 暁 長崎市網場町 536 095-839-3111 

三重商工会 会長 坂口 松一  長崎市三重町 958 095-850-0050 

長崎南商工会 会長 深堀 光弘 長崎市布巻町 88 番地 1 095-892-0078 

琴海商工会 会長 浦 信夫 長崎市長浦町 2723 095-885-2078 

長崎市経済局商工労働部 部長 尾上 泰啓 長崎市桜町 4-1 

長崎商工会館 4F 

095-829-1150 

長崎地域雇用創造協議会 

 

会長・尾上泰啓 長崎市金屋町 9 番 3 号 長崎市

役所金屋町別館 4 階 長崎市水

産振興課内 

095-893-8118 

 

創業サポート長崎 

 

商工部長 尾上泰啓 長崎市桜町４-１長崎商工会館

４F 長崎市経済局商工部 産業

雇用政策課内 

095-829-1313 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

   

 

 

                    

 

 

 

             

 

                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

東長崎商工会事務局 
本所・茂木支所 

東
長
崎
商
工
会 

役
員

長崎市 
長崎地域雇用創造協議会 
創業サポート長崎 

長崎県商工会連合会 
事業承継支援センター 
よろず支援拠点 

各支援機関 
長崎県産業振興財団 
中小企業基盤整備機構

事業引継ぎ支援センター 
他

 

  

 大
学
・
各
団
体 

自
治
会
等

  
専
門
家
派
遣

指
導
助
言

巡回窓口相談支援 

連絡 

報告 

連携支援

連携


