
経営発達支援計画の概要 

実施者名 平戸市商工会（法人番号９３１０００５００６４４９） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

１ 総合目標 

平戸市商工会管内「田平・生月・大島」の３地区の特色を活かしながら、

地区・業種に応じたきめ細やかな支援で地域経済活性化を図る。 

２ 業種・地区別目標 

・地域外資金獲得対策（インバウンド需要）向けの業種を支援 

・地域外資金獲得対策（アウトバウンド需要）向けの業種を支援 

・地域内資金循環対策向けの業種を支援 

事業内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること 

  ・管内景気ウオッチング調査 ・消費者アンケート等 

２ 経営状況の分析に関すること 

  ・経営指導員の巡回、窓口指導の更なる充実・経営分析セミナー等

３ 事業計画策定支援に関すること 

  ・事業計画策定セミナー ・創業セミナーによる事業計画策定支援

  ・金融相談に付随した事業計画策定支援 等 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ・事業計画策定後のフォローアップ活動 ・創業後安定化支援事業

５ 需要動向調査に関すること 

  ・小売業・サービス業に特化した消費者アンケート 

  ・宿泊客アンケート ・消費動向調査の提供 等 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・商談会への出展支援 ・接客セミナー 等 

７ 地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

  ・地域ブランド力創出・情報発信会議 等 

８ 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り組

みに関すること ・小規模事業者支援関係機関合同会議 等 

連携内容 

・上記、事業内容１～８について次の機関と連携し事業を実施する。 

平戸市商工物産課・観光課、平戸観光協会、日本政策金融公庫佐世保支

店、親和銀行田平・生月支店、十八銀行平戸支店、長崎県商工会連合会、

長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業診断士協会、江迎公共職業安定

所、外部専門家 

連絡先 

平戸市商工会 経営支援課 

・住所 〒859-4825 長崎県平戸市田平町山内免 344 番地 5 

・電話  0950-57-0223 ・ＦＡＸ 0950-57-0083 

・e-mail     hiradoshi@shokokai-nagasaki.or.jp 

・ＨＰアドレス http://www.shokokai-ngasaki.or.jp/hirado/ 

 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１ 当地の『概況』について 

●平戸市商工会（以下、「本会」とする）の管轄地域である平戸市田平町、生月町、

大島村（以下、「当地」とする）は、長崎県本土北西部に位置し、平成１７年に旧

平戸市、旧北松浦郡田平町、生月町、大島村が新設合併した行政区域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●管内面積は６６．６９ｋ㎡、管内人口１４，１１２人（H27.4.1 現在）であり、 

小規模事業者数６１２人、商工会員数３７２人である。 

なお、商工会員数はこの２年間で純増３０を達成し県下商工会で純増率トップ。 

平成２６年度には全国商工会連合会会長から表彰を受けた。 

  

●人口推移は、次のとおりである。※網掛け部は管内（人、各年とも４月１日現在）

合併前区分 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

田平町 7,225 7,177 7,140 7,158 7,026 

生月町 6,573 6,393 6,223 6,056 5,917 

大島村 1,348 1,279 1,237 1,188 1,169 

管内小計 15,146 14,849 14,600 14,402 14,112 

平戸市 20,878 20,516 20,222 19,834 19,460 

合 計 36,024 35,365 34,822 34,236 33,572 

 → 管内３地区とも、人口は減少傾向にある。 

 

２ 当地の『現状』について 

●当地は、①九州最大の都市である福岡市へ車で約２時間という地勢上、若年者の人

口流出が激しい②前述の地勢を逆に生かし、平戸市当局は交流人口の拡大に熱心で

あり、観光に力を入れている③長崎県内本土市町で最高の高齢化率を示している、

  以上主要３点の現状、課題がある。 
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●当地の現状分析は以下のとおりである。 

メリット 

【強み・機会】 

デメリット 

【弱み・脅威】 

《ソフト面》 

 

・国内、国外観光客の増加 

・ふるさと納税日本一による知名度 

向上 

・歴史ある観光地のイメージ、知名度

の高さ 

（南蛮貿易発祥の地、捕鯨など） 

・ユネスコ文化遺産へ登録申請 

（田平天主堂、中江の島など） 

・温かい人柄、面倒見の良さ 

・創業予定者が多い 

・隠れキリシタンの歴史、風習 

・四季を通じたイベントの開催 

・県北地区で１番と評判の花火大会 

・平戸市当局は創業支援に注力 

・普通交付税の削減 

・若年者のＵターン、Ｉターンによる

創業者増加 

・安価で新鮮な魚介類を味わえる 

・商工業を含めた各種補助制度の充実 

 

《ハード面》 

 

・西九州自動車専用道路の延伸及び 

 インターチェンジの設置予定地 

・九州最大の都市である福岡市まで 

 車で約２時間という地勢 

（当地を直接結ぶ定期バスの運行） 

・新鮮な魚介類、水産加工品、１次産

品の充実 

・避粉地、神浦町並み文化財登録 

・直売所（平戸瀬戸市場）の存在 

・病院等医療施設が充実している 

・土地価格が低い 

・３地区それぞれの個性 

 →田平：教会、昆虫の町 

 →生月：海、生月サンセットウェイ 

《ソフト面》 

 

・県内本土市町で最高の高齢化率 

・企業・工場の誘致実績なし 

・介護系の求人は多いが全体的に雇用 

 の場（求人）が少なく、所得が低い 

・巻き網漁業の低迷 

・交通アクセスの良さをアピールして 

 いない＝情報発信力の弱さ 

・小売店舗の減少による買い物弱者の 

 増加 

・商工業者の高齢化、後継者不足によ 

 る廃業が多い 

・子育て世代への支援体制が脆弱 

・気軽に入店できる飲食店が少ない 

 

 

 

 

 

 

 

《ハード面》 

 

・西九州自動車専用道路の延伸及び 

 インターチェンジの設置予定地 

・九州最大の都市である福岡市まで 

 車で約２時間という地勢 

（当地を直接結ぶ定期バスの運行） 

・大型ディスカウントストア、ドラッグスト

ア、コンビニの進出 

・個店の集積割合が低い 

・空き店舗・空き屋の増加 

・駐車場が少ない 

・公園が少ない 
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 →大島：町並み文化財、避粉地 

・日本本土最西端の駅がある 

・ブロンズ像では日本最大級の生月大

魚藍観音像 

・県内外主要地からのアクセスの良さ 

・映画（例「あなたへ」）、国内外自動

車メーカー７社のＣＭのロケ地 

・風力発電 

・新しい図書館 

・美味しい菓子製造業者の存在 

 

 

 

●平戸市総合計画（期間：平成２０年４月１日～平成３０年３月３１日）において、

特に「産業振興」「観光・交流」の２分野では、次の目標が定められている。 

 

（１）産業振興 ～活力ある産業振興と雇用の創出～ 

      ・次代を見据えた地域産業の振興 

        魅力ある農林業、豊かな水産業、にぎわいのある商工業などの地域産

業の振興を図り、産業を担うひとづくりを推進する。 

      ・平戸ブランドの確立 

        地場産品の高付加価値化や特産品の販路拡大、地産地消の推進など特

産品の振興を通して平戸ブランドの確立を図る。 

      ・新たな産業の創造 

        平戸の特色を活かした産業の創出や地域住民・ＮＰＯ活動等への支

援、企業立地等の推進など新たな産業を生み出す環境づくりを行う。

 

  （２）観光・交流 ～魅力ある観光の振興と交流人口の拡大～ 

      ・宝を活かした観光の推進 

        テーマ観光の推進や「おもてなしの観光地」づくりを推進する。また

体験型・滞在型観光の推進や観光プロモーションの強化、外国人観光

客の誘致に努める。 

      ・地域・国際交流の推進 

        市民の交流活動の支援や西九州自動車道等の整備促進などを通した

地域交流や国際化意識の醸成、さまざまな国際交流の促進といった国

際交流を推進する。 
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※参 考：平戸市における観光客数（宿泊＋日帰り）（出所：平戸市観光課統計調査） 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

1,608 千人 1,681 千人 1,651 千人 1,701 千人 1,771 千人 1,768 千人 

1500

1600

1700

1800

H21 22 23 24 25 26

観光客数（千人）

 → 平成２１年対比で平成２６年は１１０％であり、増加傾向 

 

 

※参 考：平戸市における外国人宿泊者数（出所：平戸市観光課統計調査） 

年 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

宿泊数 7,647 人 4,124 千人 4,293 千人 8,195 千人 7,667 千人 

 → 平成２５前年比では９３．６％と若干減少しているが、 

台湾 1,464 人（126.3％）、中国 1,057 人（309.1％）香港 451 人（158.2％）と 

   中国系外国人の宿泊者数は増加傾向である 

 

 

※参 考：平戸市における将来推計人口（出所：国立社会保障・人口問題研究所） 

西暦年 ２０１３ ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０４０ 

人 口 34,822 人 31,724 人 28,916 人 26,192 人 23,613 人 18,959 人

高齢化率 33.9％ － － 43.6％ － 47.1％ 

 → ２５年後には人口はほぼ半減であり、住民の約半数は高齢者という推計結果 
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 ●本会会員事業所の業種構成割合は、以下のとおりである。 

※業種構成割合は、小規模事業者数と同比率であると推察される。   （％）

  → 小売業、建設業、飲食・宿泊業、製造業（１次産品加工）、理・美容業の順に

多い。 

  → 当地の地域資源を活かした業種が多くなっている。 

 

 

●本会管内各地区の現状等は、次のとおりである。 

 ・田平地区 当地の玄関口であり、平戸本島とは平戸大橋で繋がっている。 

また、日本本土最西端の駅（ＭＲたびら平戸口駅）がある。 

当地近海で穫れた新鮮な魚介類が水揚げされる平戸魚市場もあり、こ

の関係で飲食店が多く、当地で一番勢いがある地域である。 

また、平成２４年２月には魚市場近くに当地農林水産品の直場所であ

る「平戸瀬戸市場」がオープン。 

年々、売上も増加しており当地一の集客力を持ち観光スポットになっ

ている。 

             ◎主な実施事業：地域内資金循環事業（平成２６年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

「平戸魚市場で水揚げされたばかりの魚」   「平戸瀬戸市場協同組合の生産・出店者」 

～飲食店は季節ごとに旬の魚を提供する～   ～店内は地元客、観光客でにぎわっている～ 

 

 

 

  

業種 

製造業 
（食料品 

   加工） 

 

卸売業 

 
小売業 
（食料品等）

サービス業 
建設業 
（建築・ 

土木・電気）飲食・宿泊 理容・美容

 

その他 

 

割合 

(％） 

9.7 

 

1.9 

 

26.9 13.4 6.7 21.8 19.6 
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 ・生月地区 当地の「奥座敷」。平戸本島とは生月大橋で繋がっており、国内外の

自動車メーカー７社のテレビＣＭ等で使われている道路（通称：生月

サンセットウェイ）を有している。ツーリング、ドライブ客が増加傾

向である。 

           ◎主な実施事業：全国展開支援事業（平成２５、２６年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生月サンセットウェイ」      「国内外の自動車メーカー７社のＣＭ」

～山と海のコントラストが観光客を魅了～   ～放送されるたびに反響を呼ぶ～ 

 

 

 ・大島地区 平戸本島とは、フェリー片道４５分で行くことができる離島である。

       「避粉地」として知られ、春先には花粉症で悩む方が遠くは東京都か

らも訪問する。 

              ◎主な実施事業：全国展開支援事業（平成２２年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「観光ポスター、避粉地ポスター」     「重要伝統的建造物群保存地区」 

～全国展開支援事業で作成～       ～文化財保護法による国の選定～ 
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※参 考：当地の交通アクセスイメージ 

 

 

 【福岡方面】車での所要時間：約２時間 

  福岡市→唐津市→伊万里市→松浦市               生月町 

 

                     田平町   旧平戸市 

 【長崎方面】車での所要時間：約２時間 

  長崎市→諫早市→大村市→佐世保市               大島村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参 考：本会管内地区の強み・弱み（○：強い △：普通 ×：弱い） 

地  区 「観光」資源 「食・素材」資源 
交通利便性 

（他市からのアクセス）

田 平 ○ ○ ○ 

生 月 ○ △ △ 

大 島 ○ × × 

 

 

 

 

生月大橋 

大島フェリー

平戸大橋 
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３ 本会の地域振興・経営支援に対する『取組・現状・実績』について 

●本会では、この５年間に各種事業を積極的に実施してきた。 

  全体事業（地域振興事業）および個別事業（経営改善普及事業）の実績は次のとお

りである。 

 ●地域振興事業を年平均約２件の合計１１事業実施した。このうち国庫補助関連事業

を６事業実施した。 

 ●商工業者への直接補助事業である「創業補助金」では県下商工会トップの８件申請、

７件の採択件数である。 

 ●また、「持続化補助金」では長崎県商工会連合会が設定した申請件数目標に対して 

  ３４５％を達成、県下トップの実績を有する。 

 ●また、本会経営指導員をはじめとした全職員は「経営支援力向上」を目的に平成２

３年度から①５Ｓ活動の職員自らの実践・普及②自己啓発（国家資格等の取得）を

積極的に取り組んでいる。 

 

   ※「５Ｓ活動」とは 

    ・整理、整頓、清掃、清潔、躾のアルファベット頭文字である「Ｓ」をとった

     もの 

    ・トヨタ自動車等の製造業で使われている業務改善手法である 

    ・効果として職場環境の美化によるモラル向上、業務効率化、人材育成を上げ

ることが出来る 

   ※この５Ｓ活動による効果、実績が認められ長崎県内商工会職員約２００人の中

から４人が選ばれる経営支援優秀事例のひとつになった。 

    この優秀事例には本会職員は平成２５、２６年度の２年連続で選出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平戸市報 広報ひらど掲載」          「５Ｓ活動の実践」 

～創業特集でのインタビュー記事～       ～業務改善による効率化～ 
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（１）全体事業（地域振興事業）※平成２２年度～２６年度実施、本会独自分 

 

地 区 

 

 

事業名 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

田 平 

①平戸・たびら女性力個店魅力会議

 

 

 

 

 

②平戸・たびら女性力個店の 

 「おもてなし」魅力発信事業 

 

 

 

 

③「女性力」飲食店連携による 

新メニュー・サービス検討事業 

① 女性だけで構成した委員による
地域資源の掘り起こし、検討 

 

 

 

 

② 個店共同のアピールチラシ作成 
 

 

 

 

 

③ 飲食店５店による接客力向上な
ど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 月 

④地域資源再発見検討事業 

 

⑤“平戸いきつき”魅力再発信事業

 

 

 

 

 

⑥日本一のドライブルートＣＭス

ポット！サンセットウェイ調査事

業 

 

⑦日本一のドライブルートＣＭス

ポット！サンセットウェイ推進事

業 

 ～テレビＣＭを活用した観光 

誘客メカニズムの解明～

 

④ 地域資源の掘り起こし、検討 
 

⑤ 観光マップの作成 
 

 

 

 

 

⑥   ④および⑤の事業を通じて、
   国内外自動車メーカー７社の

   ＣＭに使用されている道路、

   生月サンセットウェイを調査

⑦   情報発信した 
   生月地区内における宿泊客数

     増加に繋がっている 

    ※Ｈ２２対比 １２０％ 

 

 

 

 

 

 



１０ 
 

 

 

 

大 島 

⑧避粉地と伝建の大島観光プロジ

ェクト事業 

 

 

 

 

 

⑧ 花粉症の症状が和らぐ地の利を
活かした情報発信、食の開発 

 

 

 

 

 

 

 

全地区 

共 通 

 

⑨平戸市商工会個店パワーアップ 

事業 

 

⑩創業後安定化支援事業 

 

⑪地域資源を活かした産業振興 

事業 

⑨管内事業者４社を対象に専門家を

交えた集中支援を実施 

 

⑩創業者１０人を対象に創業後のア

フターフォロー実施 

⑪本会で１人雇用し、当地産業振興

に貢献する人材を育成 

 

  → 水産加工品業者等の販路開拓に直接寄与する事業は実施していない。 

 

（２）個別事業（経営改善普及事業） 

①巡回、窓口指導件数の実績 

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

件数 １，３８０ １，４０７ １，４７９ １，６０５ １，７７０

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

22 23 24 25 26

件数

  → この５年間、年々指導件数は増加している。Ｈ２２対比 １２８％ 

 

 ②各種補助事業の実績（平成２５年～平成２７年１２月末現在） 

事 業 名 申請件数 採択件数 

創業補助金（国） ８ ７ 

創業補助金（市） １ １ 

持続化補助金（国） ９４ ７２ 

ものづくり補助金（国） ３ ０ 

農商工連携ファンド助成金（県） １ １ 

合   計 １０７ ８１ 

  → この３年間で延べ１０７事業所の経営計画を策定支援している 

  → 管内小規模事業者への策定支援は１６．８％にのぼる 
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③本会職員の国家・公的資格の取得状況（Ｈ２７．３在籍職員） 

     事務局長、経営指導員、経営支援員、記帳指導員、一般職員の合計１０人す

べてが、平成２４～２６年度中に１種類以上の資格を取得している。 

     ※取得資格例 

       ・宅地建物取引主任者 ・国内旅行業務取扱管理者 

       ・２、３級ＦＰ技能士 ・日商簿記２級 ・ビジネス実務法務２、３級

 

 

４ 当地および本会の現状から浮かび上がった『課題』について 

●当地および本会の現状から抽出される課題は次の６点である。 

（１）魅力ある地域資源、交通アクセスの向上、円高、市当局等の情報発信強化によ

り交流人口は増加傾向にある 

    → 九州最大の都市である福岡市から車で約２時間という利便性の高さ。 

      また、当地と福岡市を直接結ぶ定期バスの運行もあり気軽に訪れること

ができる地勢である。 

    → また、西九州自動車専用道路の延伸により、ますます交流人口は増加す

るものと予想される。 

    → 当地は新鮮な魚介類、水産加工品等の１次産品を安価に食べることがで

きる。 

    → また、温かい人柄・面倒見の良さという接客をする上では欠くことがで

きない「素質」を当地の商工業者は持っている。 

    → これら強みを活かし当地の良さ、魅力を県内外の消費者へ情報発信して

いき、テレビ・新聞・雑誌等に積極的に売り込んでいき更なる交流人口

拡大を図る支援を実施する。 

 （２）当地は「ふるさと納税日本一」であることを活かし地域特産品の更なる売込み

が必要である。 

     → 当地は「ふるさと納税日本一」という実績があり、各種マスコミでも取

り上げられ、知名度が向上している。 

     → ふるさと納税には特典として、地域特産品を提供し納税者から好評であ

る。 

     → これに貢献している特産品は新鮮な魚介類を活用した水産加工品であ

る。 

     → この知名度を活かし、更なる「外貨」獲得を図る支援を実施する。 

 （３）長崎県内本土市町で最高の高齢化率を示しており、併せて人口減少している。

     → 当地は、県内本土１７市町の中で最高の高齢化率（３３．９％）を示し

ており、人口は５年後の平成３２年には２８，９１６人と予想され、平

成２７年４月比８６．１％、▲４，６５６人である。 

     → 人口減少は、消費需要の減少となり特に地域内資金の循環で営業してい

る小売・サービス業（食料品、靴、理容室等）には大きな不安要素であ

る。 

     → このため、①経営計画の策定②サービスの向上（接客など）③広告宣伝
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の実施④新サービスの検討、以上４点の支援を実施し既存客への満足度

向上、新規客の獲得を図る。 

（４）（３）に関連することであるが商工業者の高齢化、後継者不足に伴う理由による

廃業が多くなっている。 

     → 上記（３）に関連することであるが、商工業者の高齢化および後継者不

足は深刻である。 

     → このため①新陳代謝を促すための創業支援②事業承継支援による後継

事業主、後継者の不安低減、以上２点の支援を実施する。 

 （５）平戸市当局は工業団地の整備に努めているが、大量雇用を伴う企業・工場の誘

致実績がないため、既存商工業者の経営力強化が必要である。 

     → 市当局は工業団地の整備に努めているが、大量雇用を伴う大手企業の工

場の誘致実績はない。 

     → これは、当地より福岡市に近い松浦市においても苦戦している状況であ

       る。 

     → このことは、地域活性化のためにも既存商工業者による雇用の場の持

続、創出が重要となってくる。 

     → このため、既存商工業者の経営力強化を目的に経営計画書の策定等を行

い、地域の雇用の場を確保していく支援を実施する。 

 （６）若年者のＵターン、Ｉターンによる創業予定者が増加しているため、創業関連

支援施策を活用した創業支援を行う必要がある。 

     → 本会の創業支援案件は、この３年間だけでも１５件と同規模商工会と比

較してもたいへん多い。 

     → 国・長崎県・平戸市においても創業関連支援事業は充実しており、創業

予定者にとっては好環境である。 

     → また、本会・平戸商工会議所・平戸市と共同で平成２７年７月から実施

している創業セミナーには４１人の応募があり、当初予想の４倍となっ

ている。 

     → このため、更なる創業予備軍の掘り起こしを図ることで、廃業を補い地

域活性化に繋げていく支援を実施する。 

 

 

５ 課題を解決するための『目標設定』について 

 

（１）総合目標  

  ●平戸市商工会管内「田平・生月・大島」の３地区の特色を活かしながら、 

地区、業種に応じたきめ細やかな支援で地域経済活性化を図る

   ～田平は「平戸の門前町」、生月は「平戸の奥座敷」、大島は「平戸の桃源郷」～

 

   → 本会管内３地区は、旧平戸市を挟んでおり隣接していない。 

   → ゆえに、各地区の歴史、地域資源等の特色を活かしながら、地区・業種に応

じた「きめ細やかな」支援を通して個別小規模事業者の経営力を強化するこ

とで、地域全体の活性化に貢献する。 
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   → 具体的には、個別小規模事業者の経営支援力を強化するには次の３点の区分

により、支援事業を実施する。 

     １ 地域外資金獲得対策【広域型企業（インバウンド需要）】 

        ～ 人もお金も当地へ流入することができる業種に該当する 

     ２ 地域外資金獲得対策【広域型企業（アウトバウンド需要）】 

        ～ お金だけを当地へ流入することができる業種に該当する 

     ３ 地域内資金循環対策【地域型企業】 

        ～ 人もお金も当地内で完結する業種に該当する 

 

（２）業種・地区別目標  

  ●地域外資金獲得対策【広域型企業（インバウンド需要）】・・・Ａ 

   → 食料品等加工製造業、サービス業（特に宿泊業、飲食業）を中心に各種支援

を実施する。 

  ●地域外資金獲得対策【広域型企業（アウトバウンド需要）】・・Ｂ 

   → 食料品等加工製造業を中心に各種支援を実施する。 

  ●地域内資金循環対策【地域型企業】・・・・・・・・・・・・ Ｃ 

   → 小売業（特に食料品および靴・鮮魚等専門品小売業）、サービス業（特に理

     美容業）を中心に実施する。 

 

◎広域型企業・地域型企業の資金循環図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

2014 年版中小企業白書に加筆 
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◎業種・地区別目標の概念図 

地 区 

 

製造業 
（食料品加工） 

小売業 

（食料品等）

サービス業
（飲食・宿泊）

サービス業 
（理容・美容） 

建設業 
（建築・土木・ 

     電気）

 

田 平 

 

 

Ａ・Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ａ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

生 月 

 

 

Ａ・Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ａ・Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

大 島 

 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ａ・Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 ※Ａ・・・インバウンド需要を取り込む広域型企業 

※Ｂ・・・アウトバウンド需要を取り込む広域型企業 

※Ｃ・・・地域経済のインフラとして機能する地域型企業 

 

 

 

◎課題及び目標設定の概念図 

≪課題≫                ≪目標設定≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合目標】管内３地区の特色を活かしなが 

ら、業種等に応じたきめ細やか 

な支援で地域経済活性化を図る 
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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２８年４月１日～平成３３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  
 

◎各実施事業の支援対象となる小規模事業者（業種）は、次の表記とする。 

 ・地域外資金獲得型「Ａ」（広域型企業） → 当地へ人もお金も流入する業種 

（例） 

・製造業（特に食料品加工製造業） 

                      ・サービス業（特に宿泊、飲食業） 

 ・地域外資金獲得型「Ｂ」（広域型企業） → 当地へお金だけ流入する業種 

                      （例） 

・製造業（特に食料品加工製造業） 

 

 ・地域内資金循環型「Ｃ」（地域型企業） → 当地内で人もお金も循環する業種 

                      （例） 

・小売業（食料品小売、専門品小売業）

                      ・サービス業（理容、美容業） 

                      ・建設業（建築、土木工事業等） 

 

１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  ●当地内の経済動向を調査、分析することで地域住民のマクロな消費動向等を把 

握することで、より現状に即した効果的な事業計画（販売戦略等）を作成する 

ことに繋がり売上増加、収益確保を図る。 

  ●平成２６年度むらおこし総合活性化事業（長崎県補助事業）の一環として消費 

者アンケートを実施した実績があり、このノウハウ等を活かしアンケート内容 

の見直し等を図り小規模事業者が作成する事業計画策定の基礎資料として活か 

す。 

 

◎実施事業は、次の３事業である。 

（１）事業名 「管内景気ウオッチング調査」の実施【新 規】 

《地域内資金循環型「Ｃ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

小売業、サービス業、建設関連事業の小規模事業者を対象に、各業種各５人を

選定し、①来店客数の動き②販売量の動き③客単価の動き④来店客の様子、以

上４点を中心に上半期・下半期に各１回、調査を実施する。 

調査実施後は、分析結果を該当業種に巡回での配布、ホームページでの公表、

メーリングリストでの周知を図り情報提供する。 

調査票の内容は、内閣府の景気ウオッチャー制度、外部専門家の意見を参考に
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作成する。 

②目的・効果 

    当地内消費者の消費動向が直接影響する地域内資金循環型業種の売上増加、収

益確保を目的に調査を実施、分析、周知することで、①調査統計に関心を持た

せる②地域内資金循環型業種の店舗づくり、商品構成等での事業計画策定の際

に、より具体性を持たせることに繋げる。 

③目標 

  毎年、２回実施する。                       （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（２）事業名 「消費者アンケート」の実施【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

    地域住民が求めている全業種に共通するサービス等について本会各地域で、 

   アンケート調査を実施する。 

 調査内容は接客の対応、営業時間の長短、求めるサービス等の定性的分野を 

 中心に調査する。 

  調査方法は、外部委託することで地元住民である本会職員、小規模事業者を介在

させないことで、地域住民の生の声を聞くことができるようにする。 

②目的・効果 

調査結果は分析を行い、小規模事業者の事業計画策定の際に活用し、併せて巡回

での配布、ホームページ・会報での公表、メーリングリストでの周知を図る。 

接客対応等の見直しの機会を作ることに繋がり、店舗の高感度を高め来客数、取

引数の増加に繋げる。 

③目標 

２年に１回実施する。全事業者へ周知                （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

１回 １ ０ １ ０ １ 

 

（３）事業名  国・県・市等が実施している各種調査結果の情報提供【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

行政機関、金融機関等が実施し公表している各種統計調査の結果を小規模事業

者へ巡回、ホームページ、会報等で情報提供する。 

併せて、小規模事業者の事業計画策定の際に活用し具体性を持たせる。 

具体的には、日本政策金融公庫が発行している①全国小企業月次動向調査（毎

月）②生活衛生だより（３ヶ月に１回）および長崎県商工会連合会が発行して

いる③小規模企業景気動向調査（３ヶ月に１回）、以上３調査結果を活用する。

②目的・効果 

情報提供する際には調査結果をそのまま周知するのではなく、文字を大きく、
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平易な言葉で表現するなど一部加工し、わかりやすい情報提供を行う。 

また、国等の各種機関が発行している統計情報に関心を持たせることで経済動

向におよび将来を見据えた経営姿勢を持つことに繋げる。 

③目標 

    上記３調査は発行次第、小規模事業者へ情報提供し、その他に必要と考えられ

    る国・県・市等の調査結果は適宜、情報提供する。全事業者周知を目標（回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ６ １２ １５ ２０ ２０ 

 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ●小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員を中心とした本会職員一体とな 

った巡回・窓口指導、各種研修会の開催等を通じて、小規模事業者へ現状把握 

の重要性を理解してもらい、そのための手法である経営分析を提案、実施する。

  ●本会職員が対応できない専門的な課題、相談は長崎県商工会連合会等の専門家 

派遣制度を活用し、小規模事業者の課題解決に至るまでサポートする。 

  ●平成２５年度経営指導力強化事業（長崎県商工会連合会補助事業）を通じて経 

営指導員・経営支援員等・専門家が三位一体となって小規模事業者の経営分析、

経営計画策定を行う巡回指導を４事業者対象に実施した経験がある。 

 

◎実施事業は、次の４事業である。 

（１）事業名  経営指導員を中心とした巡回・窓口指導の更なる充実【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

本会の巡回・窓口指導の実績は、この５年間増加傾向にある。 

また、①平成２６年度から始まった持続化補助金の申請支援を通じて事業計画

策定の前段階として経営分析を行った事業者数は９４事業者と県内商工会で 

も上位の実績②平成２５年度に実施した経営指導員、経営支援員等が一体なっ

て個別事業者の経営分析、事業計画を作成する経営指導力強化事業を通して 

本会職員の支援力は向上している。 

今後は、この強みを活かし巡回・窓口指導の件数目標を月毎に設定し、毎週 

１回「進捗管理報告会」を設定し確実に指導件数を増加させる。 

併せて巡回・窓口指導の際には「経営分析を商工会と一緒にしてみませんか」

をキャッチフレーズに経営分析を提案し普及させ、事業者の経営基盤強化を図

る。 

②目的・効果 

        今後は、持続化補助金申請事業者以外の小規模事業者に焦点をあて、経営分析

の重要性を普及し理解してもらい、実施する。 

③目標 上段は総指導件数、下段は総指導件数のうち経営分析の指導件数 （件）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

１，７７０ １，８５０ １，９００ １，９５０ ２，０００ ２，０５０

２０ １００ １５０ ２００ ３００ ３００ 
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（２）事業名 「小規模事業者のための経営分析セミナー」の開催【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

本会ではこの５年間、経営分析に特化したセミナー・研修会を開催していない

ため、経営分析に特化したセミナーを開催する。 

セミナー、講習会は従来、本会本所がある田平地区１ヶ所で原則開催していた

が、経営分析の重要性を普及させるため、各地区３ヶ所で開催する。 

②目的・効果 

    小規模事業者が持続的に発展する経営を行うためには、現状把握を行うため最

も重要な手法である経営分析を理解させ、①経営分析に関心を持ってもらう②

実際に自らでも行うことができるようになること、以上２点を目的にセミナー

を開催する。 

    なお、セミナー開催だけで満足し終わらせるのではなく、開催後は経営指導員

を中心に巡回・窓口指導を通じて、フォローアップし確実に経営分析実施事業

者を増加させる。 

③目標 

    毎年上半期・下半期に１回ずつ３地区で開催。      （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ６ ６ ６ ６ ６ 

０人 ２０ ４０ ５０ ６０ ７０ 

 

（３）事業名 「収益性・安全性・生産性・損益分岐点分析」の４点を中心とした財務

分析の実施【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

上記、経営分析セミナーで経営分析の重要性を説明、普及後には巡回・窓口指

導でのフォローアップを行い、本会と一緒になって経営分析を行うように促し

ていく。 

経営分析を行う際には、具体的には①収益性分析②安全性分析③生産性分析④

損益分岐点分析、以上４点を中心に実施する。 

実施する際には税理士、中小企業診断士等の専門家の協力を得て作成する「経

営分析策定シート」を用いて対象事業者へのヒアリングを行い経営分析する。

②目的・効果 

    当地小規模事業者は「どんぶり勘定・成り行き経営」で経営を持続してきてい

る事業が多数を占めていることを巡回等で実感している。 

    今後は、従来型経営から脱却し、経営基盤の底固めを行い人口減少による需要

減が予測されている将来においても持続的に経営できることを目的として経

営分析を普及、実施する。 
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③目標 

経営分析実施事業者数を目標とする。            （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０人 １０ ２０ ３０ ４０ ５０ 

 

（４）事業名 外部専門家を交えた課題の抽出・解決策の提案、指導【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

巡回・窓口指導、セミナー等を通じて経営分析を行った結果をもとに事業者の

課題を明らかにし、この課題解決に向けた方策について外部専門家を交え作成

する「課題解決シート」で見える化し、事業者に提案、指導する。 

②目的・効果 

    課題解決に向けた方策の中で、専門的技術等を要する案件は各種専門家派遣制

度等を活用し、専門家の支援を交えながら確実に課題解決に導く。 

    従来のように課題を残したままの経営を行うのではなく、課題を解決しより前

向きな姿勢で経営を行うことで売上増加、収益向上、経営革新等に繋げていく。

③目標 

    経営分析を実施した事業者の５０％を目標とする。      （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０人 ５ １０ １５ ２０ ２５ 

 

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ●事業者が事業計画、経営課題を解決するためには、前述した客観的な経済動向、

需要動向の統計調査資料及び自らの現状を把握する経営分析が必須となる。 

  ●自社の現状把握をせず、事業計画を策定しても現実性に乏しくまた、計画を実行

する段階になっても、やる気はおきない。 

  ●ゆえに、調査資料及び経営分析の結果は事業計画を策定する上で欠くことがで 

きない。 

  ●現状を踏まえた今後の行動指針、目標となる事業計画の策定支援を行い人口減 

少等の要因で需要減が見込まれる将来においても事業の持続的発展を図る。 

 

◎実施事業は、次の４事業である。 

（１）事業名 「事業計画策定セミナー」の開催【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

今後、需要減少が予測されている将来においては、ますます事業計画を策定す

ることが必須となってくる。 

この必要性、重要性を周知、理解してもらうことを目的に事業計画の策定に特

化したセミナーを開催する。 

    セミナー開催と併せて、セミナー受講後すぐに相談できる個別相談会を実施し
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即座に疑問点の解決を図る。 

    加えて、セミナー開催だけで満足し終わらせるのではなく、開催後は経営指導

員を中心に巡回・窓口指導を通じて、フォローアップし確実に経営分析実施事

業者を増加させる。 

②目的・効果 

    小規模事業者にとって持続的発展を図るには、事業計画策定は重要であること

を再認識させる。 

③目標 

    開催回数、参加事業者で目標を設定する。        （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ２ ２ ２ ２ ２ 

０人 ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

 

（２）事業名  経営指導員等による事業計画策定の支援【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

前述した巡回・窓口指導を通じた経営分析を行う際に、併せて事業計画を本会

と一緒になり策定することを事業者へ説明し、促し事業計画策定へ導く。 

経営分析では「財務」を中心とした支援になるので、経営資源全般を総合的に

考慮した事業全体の計画を策定する。 

経営分析同様、外部専門家を交え作成する「事業計画策定シート」をもとにヒ

アリングを行い、確実に事業計画策定を行う。 

②目的・効果 

    事業計画を策定し、成り行き経営に頼ることなく「計画的」に経営を行うこと

を目的に確実な売上増加、経費削減、収益確保に繋げる。 

③目標 

経営分析を実施した事業者において、実施する。       （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０人 １０ ２０ ３０ ４０ ５０ 

 

（３）事業名  金融相談等に付随した事業計画の策定支援【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

日本政策金融公庫の融資制度である経営力強化資金融資制度では、融資申込に

合わせて、事業計画書の策定が必須である。 

本会ではこの経営力強化資金融資制度において平成２６年度までに９事業者

の申込、融資決定を受けている。 

    これを応用し、地域金融機関等への融資申込指導の際にも前述の事業計画策定

シートを活用し事業計画の策定を行う。 

②目的・効果 

    事業計画書の策定を行うことで、金融機関へ当該資金の必要性を見える化する
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ことで説得力を増す効果がある。また、資金繰り表の策定を行い確実な借入金

の償還を実施することで、経営安定化を図る。 

③目標 

借入申込に係る全案件を目標とする。            （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

９人 １０ １０ １０ １０ １０ 

 

（４）事業名 「創業セミナー」の開催で創業予定者の事業計画策定を支援【拡 充】

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

平成２７年７月から平戸市、平戸商工会議所と連携し創業セミナーを開催して

いる。受講申込者は４１人と当初予想の４倍の申込者である。 

内容は、①創業の心構え・必要な手続き②経営理念③資金計画書④税務・労務

管理⑤マーケティング⑥まとめの６テーマ全１２回を３ヶ月で実施する。 

②目的・効果 

創業希望者の知識習得を図り、併せて創業への不安の払拭を図る。 

③目標 

    全１２回を１回開催として取り扱う。          （回、参加者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

１回 １ １ １ １ １ 

２５人 ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

 

 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

●事業計画は、策定後の進捗状況・管理が重要であることから３ヶ月に１回以上の

定期的な巡回・窓口指導を行うフォローアップを本会全職員一体となって実施

し、確実な計画実行を支援する。 

●併せて、経営環境等の変化により当初策定した計画と乖離した状態になれば計画

の見直しを図ることを支援し、実行力の伴う計画とする。 

●また、計画策定後のフォローアップ時に設備資金、運転資金等の確保が必要な場

合は、日本政策金融公庫の経営発達支援資金を活用する。 

 

◎実施事業は、次の２事業である。 

（１）事業名 「事業計画策定後のフォローアップ活動」の実施【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

本会職員は、巡回・窓口指導を２人１組となって実施しており、事業者との継

続的な「繋がり」を持つ支援を心がけ実践している。 

この２人１組での巡回・窓口指導を継続し、前述「３ 事業計画策定支援に関

すること【指針②】」で実施する（２）、（３）における事業により事業計画を

策定した事業者に対しては、次の（ア）～（エ）の４点による支援を行う。 
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（ア）３ヶ月に１回以上の巡回・窓口指導の実施により、指導の「定期化」を図る

    ・従来、１事業者に対する支援は計画性がなく場当たり的な支援をおこなって

きた。 

    ・今後は、事業計画策定者に対して①事業者毎に担当職員を設ける②３ヶ月に

１回以上の定期的な巡回・窓口指導の実施による事業計画の進捗管理を事業

者とともに共有する、以上２点を行う。 

（イ）高度・専門・事業展開に関する課題を解決するための専門家との連携 

・従来、職員での指導にとどまっていた案件で、より高度、専門的並びに事業

展開等を見込む可能性がある場合は専門家派遣制度を活用し、外部専門家と

の連携による新たな視点を活用し、迅速な課題解決を図る。 

（ウ）日本政策金融公庫による経営発達支援資金の活用 

    ・事業計画のフォローアップ支援時に設備資金、運転資金の相談、必要性が生

じる場合が予想される。 

    ・この際に、経営状況等を考慮し計画実行遂行上で必要な場合は日本政策金融

公庫による経営発達支援資金を斡旋、活用する。 

    ・「融資準備、申込→決定→実行→償還管理→完済」の一連の流れをサポート

していく。 

（エ）国・県・市等の補助金、助成金制度の普及、活用支援 

     ・従来、本会では国等が作成した各種補助制度周知チラシを、そのまま配布し

ていた。 

・今後は、特に事業計画策定者に対しては適宜、①国・県・市等の各種補助金、

助成金制度を「大きな文字で、平易な言葉を用い、活用できる具体的な事例

を掲載する」ことを心がけ高齢事業者でもわかりやすく工夫した、本会独自

作成のチラシを作成し②巡回・窓口指導時に手渡しによる確実な情報伝達、

以上２点を行い周知する。 

・各種補助制度への確実な採択獲得に向け「申請準備→申請→採択→事業進捗

管理→実績報告→補助金入金」まで伴走支援を行っていく。 

②目的・効果 

    前述の支援内容（ア）～（エ）の目的・効果は次のとおりである。 

  （ア）定期的な巡回・窓口指導の実践により①課題を放置せず迅速な課題解決につ

ながる②定期的な担当職員との面接、対話は確実な計画実行へのモチベーシ

ョン維持、以上２点の効果がある。 

（イ）事業計画策定者・外部専門家・本会職員の三位一体となった経営支援の実践

で、より実効性の高い事業計画の進捗支援を実現できる。 

（ウ）事業計画進捗上との整合性を図ることができる融資制度の利用で、計画との

一体管理ができ、事業者にとってメリットがある。 

     また、事業計画策定者が利用できる「インセンティブ」として、事業計画策

定者の普及に繋げることができる。 

（エ）事業計画策定者においては事業計画を本会でも把握していることから、巡回

を通じて事業計画実行に伴い活用できる補助金を紹介、支援できるメリット

がある。 

      また、各種補助制度は計画書の策定、提出を求められるため事業計画策定者
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は、迅速に余裕を持って各種補助金の申請に対応できるメリットがある。 

③目標 

  前述「３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】」で各年度実施する（２）

経営指導員等による支援者及び（３）金融相談による支援者の合計者数を対象

とする。                        （事業者数） 

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

１０人 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ 

 

（２）事業名 「創業後安定化支援事業」の実施【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

    現在、創業し５年以内の事業者を対象に月１回以上の巡回・窓口指導を実施し

ており、「困っていること、悩み」を聞き、この解決を伴走型で支援している

現状がある。 

    今後は、これに加えて定量的な売上、経費、収益の数値を確認することで、事

業計画の進捗管理を徹底し更なる経営安定化を図る。 

②目的・効果 

    創業後５年以内という経営安定期に達していない事業者に対する集中支援を

実施することで、早期に経営を軌道に乗せ廃業を防ぐ。 

    高齢化に伴う廃業者が多い、当地においては新陳代謝の受け皿となる創業者を

確実に経営安定化に導く。 

③目標  

前述「３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】」で各年度実施する（４）

セミナー受講者の１０％である３人を対象とする。ゆえに目標事業者数は各年

度３人ずつ増加していく。                 （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

１０人 １３ １６ １９ ２２ ２５ 

 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

  ●消費者等の業種別、地区別の需要動向を正確に把握することは事業計画の策定、

新たな需要の開拓先を検討する際に、必須の基礎資料となる。 

  ●人口減少等により需要減が予想される将来において、需要動向を見誤ると①売上

減少②収益低下③無駄な投資、以上３点に繋がり廃業の危機に瀕することにな

る。 

  ●ゆえに、正確な需要動向を把握することは事業者の持続的発展および新事業展開

新サービスの検討には必要不可欠であるため、需要動向調査を実施する。 

 

◎実施事業は、次の３事業である。 

（１）事業名 「小売業・サービス業に特化した消費者アンケート」の実施【新 規】

《地域内資金循環型「Ｃ」業種を支援対象とする》 
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①内容・手段 

    当地の地域型企業である小売業・サービス業の別に特化したアンケートについ

て各地域住民を対象に実施する。 

    特に小売業は地域型産業であり店舗数も多い①食料品小売業②衣料、靴等の専

門品小売業のサービスを、サービス業は①理容店②美容店③地域型飲食店につ

いてサービス内容、営業時間、住民からの要望事項等を中心に調査票を作成す

る。 

②目的・効果 

調査結果は分析を行い本会会報での周知を行い、巡回・窓口指導等の際の基礎

資料として活用する。 

併せて、地域型企業である小売業、サービス業の事業計画策定および見直しの

際に活用し、ターゲットである地域住民に対応した事業の実現に向け、活用す

る。 

③目標 

    ２年に１回実施し、アンケート対象者は１５０人      （回、対象者）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 １ ０ １ ０ １ 

０人 １５０人 ０ １５０人 ０ １５０人 

 

（２）事業名 「宿泊客アンケート」を実施【新 規】 

《地域外資金獲得型「Ａ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

    当地のホテル、旅館、民宿に宿泊する観光客に対してアンケート調査を実施す

る。 

内容は、①宿泊先のサービス内容②料金設定③食事内容④購入予定のお土産⑤

要望、以上４点を中心に外部専門家を交え調査票を策定する。 

調査方法は外部機関に調査実施、回収を委託することで宿泊者の生の声を聞く

ことに繋げる。 

②目的・効果 

    調査を実施することで現状のサービス、商品を把握することができハード、ソ

フト両面での改善に繋げることが出来る。 

    また、事業計画の見直しにも効果があり、より顧客の需要に応じた営業内容と

なり売上増加、収益確保に貢献する。 

③目標 

    調査回数および回収枚数（観光客１人、１枚）を目標数値とする。 （回、枚）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 １ １ １ １ １ 

０枚 ２００ ２５０ ３００ ３００ ３００ 
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（３）事業名 「消費動向調査（内閣府発行）」を一部加工し情報提供【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

    内閣府発表の消費動向調査（毎月）について文字を大きく、平易な表現でわか

りやすく加工し、小規模事業者へ巡回による手渡し、郵送により情報提供する。

②目的・効果 

    消費動向を毎月確認することで、消費者の需要を把握し的確に営業活動を行う

ことに繋げる。 

    事業計画策定および見直しの際に基礎資料として活用し、ターゲットに応じた

根拠のある事業計画とする。 

③目標 

    事業者を対象に毎月情報提供する。           （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 １２ １２ １２ １２ １２ 

０人 ３００ ４００ ５００ 全事業者 全事業者 

 

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】 

  ●当地は北に玄界灘、西に五島灘と恵まれた漁場に近いこともあり、水産加工業 

者が多い。 

  ●また、漁業分野だけでなく農業分野においても平戸産小麦を利用したパンの 

開発、販売及び麺の開発など近年、農産品加工も注目を浴びている。 

  ●上記、地域資源活用型の販路開拓はもとより、当地の主要産業である小売・飲 

食業における小規模事業者の販路開拓（顧客拡大）も重視しなければならない 

現状がある。 

  ●ただ、当地は若年者人口の減少、高齢化の進展等の要因により地元客の減少が 

予想されるため、交流人口の拡大を目的に本会では平成２５、２６年度に全国 

展開支援事業、平成２６年度に地域内資金循環事業等の各種事業を実施して 

きた。 

  ●これらの結果、現状を踏まえ、販路開拓（顧客拡大）を目的とする事業を実施 

する。 

 

◎実施事業は、次の７事業である。 

（１）事業名  長崎県商工会連合会等が開催する商談会への出展支援【拡 充】 

《地域外資金獲得型「Ａ」および「Ｂ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

長崎県商工会連合会等が開催する商談会、展示会に対して情報収集、提供

し出展を支援する。 

併せて、出展経費等への補助制度等の情報も随時、提供し行っていく。 

②目的・効果 

    食料品加工製造業者等の販路拡大を図る機会を多く提供することで、売上拡大
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を図り、多くの「外貨」を当地へ流入させる。 

③目標   対象事業者へ毎月１回は情報提供する。       （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

３回 １２ １２ １２ １２ １２ 

２社 ４ ６ ６ ６ ６ 

（２）事業名  地域資源活用型事業への支援【拡 充】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

小規模事業者が関わる農商工連携事業、６次化産業事業を日頃の巡回・窓口指

導を通じて掘り起こし、事業化につなげる。事業化の際には各種補助制度等の

情報提供、申請支援を実施する。 

②目的・効果 

     当地の特色を活かした新事業展開を掘り起こすことで、事業拡大および当地ブ

ランド力向上につなげる。 

③目標 

    専門家派遣、長崎県農商工連携ファンド事業申請等へ繋げる   （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

２社 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（３）事業名  マスメディア等への情報発信【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

小規模事業者の販路開拓（顧客拡大）の取り組みについて、地元報道機関、行

政等に情報発信し、パブリシティでの広告効果を図る。 

②目的・効果 

    無料の広告であるテレビ、新聞、雑誌、市報に掲載されることで経費削減、信

用力向上、話題づくりにつながる。 

③目標 

    テレビ、新聞、雑誌、市報等のパブリシティに掲載する    （事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

４社 ２ ３ ４ ５ ６ 

 

（４）事業名 「本会管内異業種交流会」の開催【新 規】 

《全業種「Ａ、Ｂ、Ｃ」を支援対象とする》 

①内容・手段 

    本会３地区は、地理的に直接隣接していない。ゆえに、３地区間の情報交換や

繋がりが薄い現状がある。この現状を打破し事業者間の情報交換、取引の拡大

を図るため異業種交流会を開催する。 

②目的・効果 

    隣接していない３地区間の情報交換、新たな取引機会の拡大を図ることで、売

上増加、収益確保に繋げる。 
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③目標  毎年上期、下期の合計２回開催する。       （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ２ ２ ２ ２ ２ 

０社 ２０社 ２５社 ３０社 ３５社 ４０社 

 

（５）事業名 「広域型企業向け接客セミナー」の開催【拡 充】 

《地域外資金獲得型「Ａ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

    広域型企業、つまり人（観光客）もお金も当地へ流入する事業を営業している

業種を対象に接客セミナーを開催する。 

    具体的な業種としては①宿泊業②飲食業、以上２業種を対象としている。 

    講師は当地広域型企業がメインターゲットとしている福岡市在住の講師に依

頼する。 

②目的・効果 

    当地店舗は顧客との居住距離的・心理的な近さから「人柄の良さ、温かさ、面

倒見の良さ」という強みを前面に出した接客方法である。 

    ただ、この「近さ」ゆえに挨拶、店舗への出迎え・見送りなど接客の基本を忘

れがちになっている。 

    ゆえに、当地外から訪れる観光客を対象にしている業種事業者に、接客の基本

    および観光客から「喜ばれ、また訪れたい」と印象付け、思わせる接客方法に

ついてセミナーを開催する。 

    リピーター、口コミの増加による売上増加、収益確保に繋げる。 

③目標 

    毎年、上半期・下半期の各１回開催する。        （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ２ ２ ２ ２ ２ 

０社 １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 

 

（６）事業名 「地域型企業向け接客セミナー」の開催【拡 充】 

《地域内資金循環型「Ｃ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

地域型企業、つまり人（地域住民）もお金も当地内で循環する事業を営業して

いる業種を対象に接客セミナーを開催する。 

    具体的な業種としては①小売業（特に食料品小売業・衣料等専門品小売業）②

サービス業（特に理容業・美容業）、以上２業種を対象としている。 

    講師は顧客の声に傾け共感を生み、顧客が安らぐ店舗づくりを目指すため傾聴

を取り入れた講習をできる講師に依頼する。 

②目的・効果 

    当地店舗は顧客との居住距離的・心理的な近さから「人柄の良さ、温かさ、面

倒見の良さ」という強みを前面に出した接客方法である。 

    この強みをさらに活かすため、傾聴を取り入れた接客手法を学ぶことで固定客
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の増加を目指し売上増加を図る。 

③目標 

毎年、上半期・下半期の各１回開催する。        （回、事業者数）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 ２ ２ ２ ２ ２ 

０社 ２０社 ２５社 ３０社 ３５社 ４０社 

 

（７）事業名  地域住民に対して需要を喚起するチラシの作成・配布【新 規】 

《地域内資金循環型「Ｃ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

    平戸市・平戸商工会議所・本会で連携し地域住民に対して「地域のお店で買い

物、利用しましょう」という、地域内で資金を循環させる啓発チラシを作成し

配布する。 

    配布方法は、市内全域に確実に普及させるため「回覧板」を活用する。 

②目的・効果 

地域の事業者は①水道・電気・ガスと同じで地域社会を支えるインフラである

こと②ゆえに地域事業者が廃業すると生活が不便になる③地域事業者が持続し

ていくためには、地域住民の支えも必要であること、以上３点を消費者である

地域住民に訴求し、当地外へ流出している資金を当地内で循環させ需要を喚起、

掘り起こす。 

③目標 

    毎年１回、回覧板を活用し配布する。               （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０回 １ １ １ １ １ 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組  
 

●本会管内３地区は地域の強みである地域資源の豊富さ等を有しているが現状、こ

の魅力に気づいておらず、情報発信できていない。 

●ゆえに、地域ブランド力を向上させ、情報発信により地域外資金獲得対策を行い

 地域経済の活性化に資することを目的に事業を実施する。 

 

◎実施事業は、次の４事業である。 

（１）事業名 「地域ブランド力創出・情報発信会議」の開催【新 規】 

《地域外資金獲得型「Ａ」および「Ｂ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

    平戸市商工物産課・観光課、平戸観光協会、平戸瀬戸市場、つばきスタンプク

ラブ、生月島体験観光協議会、生月スタンプ会、ＮＰＯ法人文化財匠塾平戸支

部、食料品加工製造業者等を構成員として会議を開催する。 

②目的・効果 

    地域資源を活用したブランド力を見直し、創出することで自信を持ち再認識す

ることで、情報発信を行う。 

③目標 

    会議を２回開催する。適宜、下部組織を設置し機動力を持たせる。  （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（２）事業名  本県・佐賀県・福岡県住民を対象としたプロモーション活動の実施 

       【新 規】 

《地域外資金獲得型「Ａ」および「Ｂ」業種を支援対象とする》 

内容・手段 

        西九州自動車専用道路の延伸、これに伴う当地田平地区に設置予定のインター

チェンジにより、福岡県・佐賀県・長崎県南部地区からの観光客増加が見込ま

れる。 

このことを踏まえ福岡県・佐賀県・長崎県にある各種報道機関（テレビ・新聞・

ローカルペーパー紙）、ＪＴＢ九州等の旅行会社に対して、プロモーション活

動を実施する。 

    具体的には、前述した「地域ブランド力創出・情報発信会議」で検討、協議さ

れた結果を具現化するため、各機関へチラシ・パンフレット・動画を持ち込み

営業活動する。 

②目的・効果 

    当地住民だからこそ知っている地域資源等をアピールすることで、訪問先機関

に新たな「気づき」を与え、「行ってみたい、食べてみたい」と思わせるＰＲ

活動ができる。 

引いては、各機関で取り上げてもらい誘客効果を高めることができる。 
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③目標 

    毎年、３社以上の機関を訪問しＰＲ活動を実施する。    （訪問相手先）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ ３ ５ ５ ５ ５ 

 

（３）事業名  地域資源を活かしたイベントの誘致、開催【新 規】 

《地域外資金獲得型「Ａ」および地域内資金循環型「Ｃ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

    当地には豊富な地域資源（田平地区：平戸市内でトップの集客力を誇る直売所

田平天主堂等、生月地区：サンセットウェイ・中江の島等、大島地区の避粉地・

    伝統建造物群保存地区等）を有する。 

    この地域資源を活用したイベントの引き合いがあっており平戸市の協力もあ

り、平成２８年度に開催する準備を行っている。 

    具体的には、タイヤメーカーおよびイベント関連会社の主催により生月地区の

サンセットウェイを使ったツーリングイベントを開催する。 

②目的・効果 

豊富な地域資源を活かしたイベントの誘致を検討し、当地外から当地へ観光客、

ツーリング・ドライブ客を呼び込み人および資金を流入させ、地域活性化に資

する。 

③目標 

    毎年、１イベントの誘致を目標とする。              （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ １ １ １ １ １ 

 

（４）事業名  地域イベントの実施、当地事業者のアピールの場を提供【拡 充】 

《地域外資金獲得型「Ａ」および地域内資金循環型「Ｃ」業種を支援対象とする》 

①内容・手段 

    当地３地区では本会が主催、協力により次のイベントを実施している。 

地区 イベント名 イベント概要 

田平 ・たびら夏祭り花火大会 

 

・長崎県北地区で１番見ごたえがある 

 打ち上げ花火、水中花火の実施 

生月 ・いきつき春まつり 

・いきつき勇魚まつり 

・「海」をテーマにした各種イベント実施 

・地元事業者約１５店出店 

 捕鯨にゆかりのある町ならではのイベント

大島 ・祇園祭 

 

・例祭の賑わい演出のため本会会員有志によ

る出店 

    これらのイベントを今後も主催、協力し地域の賑わいを演出する。 

    また、地元事業者の出店を強化することで更なる地域活性化に貢献する。 

②目的・効果 

    地域イベントの主催、協力をすることで①地域の賑わい創出に貢献する②地元

事業者の住民へのアピールの場、以上２点の目的がある。 
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    また、日頃接することが少ない地域住民に対して、商工会活動のアピールを行

うことで地域に欠くことができない団体であることを訴求する。 

③目標 

    イベント開催回数およびイベント出店事業者を目標数値とする。（回、事業者）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

４回 ４ ４ ４ ４ ４ 

３０社 ３５ ３５ ４０ ４０ ４０ 
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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 

  ●本会は平戸商工会議所との同一市併存商工会であることから、このことを生か 

し経営支援ノウハウ、販路開拓ノウハウについて情報交換を実施する。 

  ●また親和銀行田平・生月支店、十八銀行平戸支店、日本政策金融公庫佐世保支店、

   江迎公共職業安定所とは定期的に会議を開催し各種融資制度、補助金・助成金の

活用について情報共有を行う。 

 

◎実施事業は、次の３事業である。 

（１）事業名 「小規模事業者支援関係機関合同会議」の開催【拡 充】 

①内容・手段 

平戸市内の支援機関である平戸商工会議所、親和銀行田平・生月支店、十八銀

行平戸支店、平戸市商工物産課、江迎公共職業安定所による「小規模事業者支

援」に特化した内容で会議を開催する。 

②目的・効果 

       各機関が有する小規模事業者の動向、補助・助成制度、専門家派遣制度等の情

報共有を通じて、各機関のノウハウ、得意先に偏ることがない、より効率的な

小規模事業者支援を実現するため実施する。 

    併せて、各機関が実施している商談会、展示会等の販路開拓にかかる事業につ

いて、小規模事業者の出展機会を増やすことで取引先、売上の増加、収益確保

に繋げる。 

③目標 

       毎年１回開催する。                        （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

２ １ １ １ １ １ 

 

（２）事業名 「商工会・商工会議所連携会議」の開催【新 規】 

①内容・手段 

国内展開、海外展開両支援を得意とする平戸商工会議所の販路開拓支援ノウハ

ウを学び、参考とするため販路開拓を主なテーマとして経営指導員間での連携

会議を、開催する。 

②目的・効果 

     特に海外展開に弱みがある本会の販路開拓支援を強化することで、今後さらに

見込むことができる海外需要を本会管内小規模事業者にも享受することを目的

にする。取引先の拡大による売上増加、収益確保に繋げる。 

③目標 

     ３ヶ月に１回の年間合計４回開催する。               （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ ４ ４ ４ ４ ４ 
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（３）事業名 「商工会・日本政策金融公庫連携会議」の開催【新 規】 

①内容・手段 

    日本政策金融公庫佐世保支店管内の経済動向、ニーズ等の情報共有、支援制度

の情報交換を目的に会議を開催する。 

    経営指導員、経営支援員は全員参加とする。 

②目的・効果 

    本会が属する長崎県北地域を管轄する公庫佐世保支店からの経済動向、他地区

での新たな取り組み事例、支援制度の確認をすることで日々の巡回指導等の経

営支援の際に活用できる目的、効果がある。 

 

③目標 

年間１回、開催する。                      （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ １ １ １ １ １ 

 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

  ●経営指導員・経営支援員が長崎県商工会連合会主催の研修に参加することは当然

であるが、一般職員も参加させ本会全職員の資質向上を図る。 

  ●経営指導員・経営支援員においては中小企業大学校直方校主催の研修に毎年１人

は受講し、経営支援力向上に努める。 

  ●本会経営指導員が実施した多くの案件実績を持つ創業補助金支援、持続化補助金

支援を通じて得たノウハウを共有するため、２ヶ月に１回定期的に勉強会を実施

する。 

  ●年１回、外部専門家を招聘し支援力向上研修会を開催する。 

 

◎実施事業は、次の６事業である。 

（１）事業名 「長崎県商工会連合会主催の各種研修会」を受講【拡 充】 

①内容・手段 

    従来から受講している長崎県商工会連合会主催の経営指導員向け、経営支援員

向け研修に、今後も継続して受講する。 

    また、平成２７年度から予定されている商工会間の交流研修に本会職員を２人

以上参加させる。 

②目的・効果 

     商工会間の交流研修を通して、新たな経営支援手法等を学び本会での経営支援

に生かすことを目的とする。 

     引いては、職員自信のスキルアップおよび小規模事業者への支援力を向上させ

ることが出来る。 

③目標 

     従来からの長崎県商工会連合会主催の研修参加は当然であることから、商工会

間の交流研修参加人数を目標とする。            （受講者数）
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現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

（２）事業名 「中小企業大学校直方校主催の各種研修会」を受講【新 規】 

①内容・手段 

    本会から最も距離が近い福岡県直方市にある中小企業大学校が主催する研修

に本会から１人以上を受講させる。 

    研修内容は、経営分析または事業計画策定にかかる研修とする。 

  ②目的・効果 

    経営分析または事業計画策定にかかる研修に絞っている理由は、今後の小規模

事業者支援のキーとなる支援分野であるためである。 

本会職員の１人でも多くの職員が経営分析等の支援に自信を持つことで、より

多くの小規模事業者に経営分析手法を普及することを目的、効果とする。 

③目標 

    毎年１人以上の職員を受講させる。                （人）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ １ １ １ １ １ 

 

（３）事業名 「外部専門家招聘研修会」の開催【新 規】 

①内容・手段 

    本会職員の経営分析力の更なる強化を図るため、中小企業診断士、税理士等の

外部専門家を招聘し、経営分析に特化した研修会を開催する。 

②目的・効果 

    外部専門家によるマンツーマンに近い少人数の職員を対象とした研修会を実

施することで、経営分析力強化を図り、小規模事業者への経営分析の重要性を

再認識、普及させ「どんぶり勘定的経営」から脱却させることを目的、効果と

する。 

③目標 

毎年１回、開催する。                      （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

０ １ １ １ １ １ 

 

（４）事業名 「平戸市商工会職員勉強会」の開催【拡 充】 

①内容・手段 

    本会では毎年１回、全職員で経営支援に関する勉強会を実施している。 

    この研修会は、経営改善普及事業の基本的なことから各種補助事業にかかる留

意点などを経営指導員が講師となり、実施している。 

    これを２ヶ月に１回に開催回数を増加し、実施する。 

②目的・効果 

    開催回数を増加することで、従来型支援である金融、税務、労務等の一面的な

支援から一歩踏み込んだ経営分析、事業計画策定まで全職員が支援できる体制
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を整備することを目的、効果とする。 

    併せて、経営支援等に関する情報共有の場として日々の経営支援で悩んでいる

ことなどを協議し、早期の解決に努める。 

③目標 

    ２ヶ月に１回、年間合計６回開催する。              （回）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

１ ６ ６ ６ ６ ６ 

 

（５）事業名  本会職員間の更なる「情報共有活動」の実施【拡 充】 

①内容・手段 

    本会職員は、平成２３年度から取り組んでいる「５Ｓ活動」により、職員間で

の「報告・連絡・相談」という情報共有は徹底している。 

    また、本会３地区は隣接していないが長崎県内商工会グループウェアの掲示板

機能を活用し職員間のわけ隔てないすべての情報を共有している。 

    つまり、「経営支援の相談→課題に対する対処→解決→フォロー」という流れ

を全職員で情報共有している。 

    今後は「フェイストゥーフェイス」も重視し直接職員同士が会って相談事例の

対処方法等の具体的手法を情報共有していく。 

②目的・効果 

    個別事業者に対する補助事業に精通している経営指導員からの業種に応じた

相談対処方法等を、事例を交え具体的に経営支援員等に繋げていく。 

    このことで、従来業務の一面的対処方法から一歩進んだ経営分析、事業計画策

定までも支援できるようになる。 

    引いては、小規模事業者の売上増加、収益確保に繋がる。 

③目標 

    各支所職員同士は週１回以上、全職員は２ヶ月に１回実施する。   （回）

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

全 体 ６ ６ ６ ６ ６ 

田 平 ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ 

生 月 ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ 

大 島 ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ 

 

（６）事業名 「自己啓発活動」の実施【拡 充】 

①内容・手段 

    本会職員は、平成２２年度から自主的に自己啓発活動、具体的にいえば国家・

公的資格の取得を推進している。 

    今後は、更なる資質向上を目指し各種資格の３級合格者は２級、２級合格者は

１級合格という、より高度な（難易度の高い）資格取得を目指す。 

②目的・効果 

    より高度な資格を取得することで①知識の見える化に繋がり、小規模事業者へ

の支援にも、より説得力を持つことができる②自分自身の「自信」に繋がり、
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向上心を持つことになる、以上２点の目的、効果がある。 

③目標   

全職員がより高度な資格を取得目標とする。             （人）

現 状 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

９ ２ ２ ３ １ １ 

 

 

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・期中の進捗確認・検証を実施する。 

 

事業名 「平戸市商工会経営発達支援計画評価委員会」の開催【新 規】 

  ●評価委員会は、次のとおり開催する。 

    ・委員構成は、当地外に在住の外部専門家である税理士・中小企業診断士・ 

     行政書士・販路開拓の専門家・平戸市商工物産課・観光課・日本政策 

金融公庫佐世保支店の職員 

    ・計画認定を受けた段階で、第１回委員会を開催する 

      → 本会計画の策定趣旨、事業内容、目標を周知し理解いただく 

    ・年度終了後１ヶ月以内に委員会を開催する 

    ・年度上半期終了後１ヶ月以内に委員会を開催する 

    ・事業進捗、結果は本会ホームページ、会報で適宜周知する。 
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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２７年１２月現在）

（１）組織体制 

  平戸市商工会 ・本所経営支援課 ５人 ※本会管内すべてを統括、調整 

         ・田平支所    ４人（内、本所経営支援課の兼務２人） 

         ・生月支所    ３人（内、本所経営支援課の兼務２人） 

         ・大島支所    ２人（内、本所経営支援課の兼務２人） 

・実質９名体制で支援 

（事務局長１名、経営指導員２名、経営支援員４名、記帳指導員１名、一般職員１名）

 

（２）連絡先 

    ・本所経営支援課 長崎県平戸市田平町山内免３４４番地５ 

          電話０９５０－５７－０２２３ 

          メールアドレス hiradoshi@shokokai-nagasaki.or.jp 

・田平支所    同  上 

 

・生月支所    長崎県平戸市生月町里免２８９６番地２ 

          電話０９５０－５３－０２１６ 

・大島支所    長崎県平戸市大島村神浦２２９番地 

              電話０９５０－５５－２１１７ 

 

（３）組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本所、支所は兼務 

 

・本所兼田平支所：常駐５名（事務局長、経営指導員１、経営支援員２、一般職員１）

・生月支所   ：常駐３名（経営指導員１、経営支援員１、一般職員１） 

・大島支所   ：常駐１名（経営支援員１ ※経営指導員は定期巡回を実施） 
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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） 

 
２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 11,900 12,600 12,600 12,600 12,600

 

経営改善普及

事業指導事業

費 

 

総合振興費 

 

商業振興費 

 

工業振興費 

 

観光対策費 

 

金融対策費 

 

経営対策費 

 

税務対策費 

 

労務対策費 

 

8,600 

 

 

 

1,000 

 

1,500 

 

100 

 

300 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

8,600

1,500

1,500

100

500

100

100

100

100

8,600

1,500

1,500

100

500

100

100

100

100

 

8,600 

 

 

 

1,500 

 

1,500 

 

100 

 

500 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

8,600

1,500

1,500

100

500

100

100

100

100

 

（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 

商工会費、手数料収入、受託料収入、国補助金、県補助金、県連補助金、平戸市補助金

 

 

（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 

●各実施事業における概要、事業名、連携先は次のとおりである。 

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】 

   → 当地内の経済動向を調査、分析することで地域住民のマクロな消費動向等を

把握するための調査票の作成において外部専門家等と連携し作成、実施する

ことで、より現状に即した効果的な事業計画策定に繋げる。 

（１）管内景気ウオッチング調査 連携先：外部専門家（中小企業診断士等） 

（２）消費者アンケート     連携先：外部専門家（中小企業診断士等） 

（３）国・県・市等が実施している各種調査結果の情報提供 

     連携先：平戸市商工物産課・観光課、日本政策金融公庫佐世保支店、親和

銀行田平・生月支店、十八銀行平戸支店、長崎県商工会連合会、

外部専門家（中小企業診断士等） 

 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

   → 経営状況の分析時に活用する経営分析策定シートの作成、経営分析に特化し

たセミナーの開催等で、外部専門家等からの協力を得て実施する。 

（１）経営指導員を中心とした巡回・窓口指導の更なる充実 

       連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業

診断士協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等） 

（２）小規模事業者のための経営分析セミナー  

連携先：外部専門家（税理士、中小企業診断士等） 

（３）収益性・安全性・生産性・損益分岐点分析の４点を中心とした財務分析の実施 

       連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業

診断士協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等） 

（４）外部専門家を交えた課題の抽出・解決策の提案、指導 

       連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業

診断士協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等） 

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   → 事業計画策定に関するセミナーの開催時における企画・運営の協力、巡回・

窓口指導の実施において長崎県商工会連合会等の各種専門家派遣制度を活用

する。 

（１）事業計画策定セミナーの開催    連携先：外部専門家（中小企業診断士等）

（２）経営指導員等による事業計画策定の支援 

     連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企

業診断士協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等） 
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（３）金融相談等に付随した事業計画の策定支援 

        連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企

業診断士協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等）、 

            日本政策金融公庫佐世保支店、親和銀行田平・生月支店、十

八銀行平戸支店 

（４）創業予定者の事業計画策定の支援  連携先：外部専門家（中小企業診断士等）

 

４ 事業計画後の実施支援に関すること【指針②】 

   → 事業計画策定後の進捗状況・管理を円滑に実施するため、長崎県商工会連合

会等の各種専門家派遣制度を活用する。 

     また、より専門的な課題が出現した場合は外部専門家と連携し課題解決を図

る。 

（１）事業計画策定後のフォローアップ活動 

連携先：平戸市商工物産課、長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援

拠点、長崎県中小企業診断士協会、外部専門家（税理士、中

小企業診断士等）、日本政策金融公庫佐世保支店 

（２）創業後安定化支援事業 

連携先：長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企

業診断士協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等） 

 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

   → 消費者の業種別、地区別の需要動向を正確に把握する際の調査票・基礎資料

の作成時において、外部専門家等との連携を図り調査を実施し、小規模事業

者へ情報提供する。 

（１）小売業・サービス業に特化した消費者アンケート 

        連携先：長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業診断士協会、 

外部専門家（中小企業診断士等） 

（２）宿泊客アンケート 

連携先：長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業診断士協会、 

外部専門家（中小企業診断士等） 

（３）消費動向調査（内閣府発行）を一部加工し情報提供 

        連携先：外部専門家（中小企業診断士等） 

 

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】 

   → 新たな需要開拓のため、長崎県商工会連合会・金融機関等が実施している商

談会への出展支援、接客セミナーの開催等における企画・運営において連携

を図る。 

（１）長崎県商工会連合会等が開催する商談会への出展支援 

        連携先：長崎県商工会連合会、平戸市商工物産課、日本政策金融公庫

佐世保支店、親和銀行田平・生月支店、十八銀行平戸支店 

（２）地域資源活用型事業への支援 

連携先：長崎県商工会連合会、平戸市商工物産課、日本政策金融公庫
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佐世保支店、親和銀行田平・生月支店、十八銀行平戸支店、 

    長崎県よろず支援拠点、外部専門家（中小企業診断士等） 

（３）マスメディア等への情報発信 連携先：長崎県商工会連合会、平戸市商工物産課

（４）本会管内異業種交流会の開催    連携先：平戸市商工物産課 

（５）広域型企業向け接客セミナーの開催 連携先：外部専門家（中小企業診断士等）

（６）地域型企業向け接客セミナーの開催 連携先：外部専門家（中小企業診断士等）

（７）地域住民に対して需要を喚起するチラシの作成・配布 

        連携先：平戸市商工物産課、外部専門家（中小企業診断士等） 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

   → 本会管内３地区の強みである豊富な地域資源を情報発信する際に、平戸市商

工物産課・観光課等と情報共有し連携することで、地域外消費者の当地への

効果的な取り込みを図る。 

（１）地域ブランド力創出・情報発信会議 

        連携先：平戸市商工物産課・観光課、平戸観光協会 

（２）本県・佐賀県・福岡県住民を対象としたプロモーション活動の実施 

連携先：平戸市商工物産課・観光課、平戸観光協会、長崎県商工会 

連合会 

（３）地域資源を活用したイベントの誘致、開催 

連携先：平戸市商工物産課・観光課、平戸観光協会 

（４）地域イベントの実施、当地事業者のアピールの場を提供 

        連携先：平戸市商工物産課・観光課 

 

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 

   → 金融機関等および同一市並存商工会議所である平戸商工会議所との情報交

換・共有する会議を設け、本会の支援力向上に資する。 

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）小規模事業者支援関係機関合同会議 

連携先：平戸市商工物産課、日本政策金融公庫佐世保支店、親和銀行

田平・生月支店、十八銀行平戸支店、長崎県商工会連合会、

江迎公共職業安定所、外部専門家（税理士、中小企業診断士

等） 

（２）商工会・日本政策金融公庫連携会議  連携先：日本政策金融公庫佐世保支店 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）長崎県商工会連合会主催の研修会への受講 

（２）中小企業大学校主催の研修会への受講 

（３）外部専門家（中小企業診断士等）を招聘した研修会の実施 

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 

（１）平戸市商工会経営発達支援計画評価委員会 

    連携先：平戸市商工物産課・観光課、日本政策金融公庫佐世保支店、 

        外部専門家（中小企業診断士等） 
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連携者及びその役割 

 

連 携 者 
代 表 者 

及び住所 
主な役割 

平戸市商工物産課 
市長 黒田成彦 
平戸市岩の上町 1508-3 

地域経済動向調査に係る情報提

供、地域経済の活性化に資する取

組に係る情報提供、プロモーショ

ン活動 

平戸市観光課 
市長 黒田成彦 
平戸市岩の上町 1508-3 

地域経済動向調査に係る情報提

供、地域経済の活性化に資する取

組に係る情報提供、プロモーショ

ン活動 

平戸観光協会 
会長 藤澤美好 
平戸市岩の上町 1473 

地域経済動向調査に係る情報提

供、地域経済の活性化に資する取

組に係る情報提供、プロモーショ

ン活動 

日本政策金融公庫佐世保支店 
支店長 時岡新一郎 
佐世保市天満町 2-21 

事業計画策定に係る情報共有、事

業計画策定後に係る資金支援、新

需要開拓、創業に係る情報提供 

親和銀行田平支店 
支店長 重光利男 
平戸市田平町山内免 282 

事業計画策定に係る情報共有、事

業計画策定後に係る資金支援、新

需要開拓、創業に係る情報提供 

親和銀行生月支店 
支店長 田ノ上康 
平戸市生月町里免 3021-1 

事業計画策定に係る情報共有、事

業計画策定後に係る資金支援、新

需要開拓、創業に係る情報提供 

十八銀行平戸支店 
支店長 松尾忍 
平戸市木引田町 459 

事業計画策定に係る情報共有、事

業計画策定後に係る資金支援、新

需要開拓、創業に係る情報提供 

長崎県商工会連合会 
会長 宅島壽雄 
長崎市桜町 4-1 8 階 

経営状況分析に係る実行支援、事

業計画策定に係る実行支援、事業

計画策定後における事後支援、新

需要開拓、創業に係る情報提供 

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 8 階 

経営状況分析に係る実行支援、事

業計画策定に係る実行支援、事業

計画策定後における事後支援、新

需要開拓、創業に係る情報提供 

江迎公共職業安定所 
所長 富﨑覚次 
佐世保市江迎町長坂 182-4

事業計画策定後に係る助成金等の

情報提供 

長崎県中小企業診断士協会 
会長 栗林末毅 
長崎市恵美須町7-21 2階

経営状況分析に係る実行支援、事

業計画策定に係る実行支援、事業

計画策定後における事後支援 

外部専門家（税理士・中小企

業診断士・行政書士・販路開

拓の専門家） 

－ 
経営状況分析に係る実行支援、事

業計画策定に係る実行支援、事業

計画策定後における事後支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


