
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
対馬市商工会（法人番号 1310005006687） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

1.小規模事業者の持続可能な経営を目指したビジネスモデルの再構築支援 

持続可能性に焦点を当て、経営環境の変化に対応したビジネスモデルの再

構築を支援する。長期的には地域経済が潤い続ける仕組みづくりを目指す。

2.離島特有の地域資源を活かした商品開発と市場展開による小規模事業者支援

地域資源を活かした商品づくりを再検討し、島外への市場展開の支援を行

い、成功事例を積み上げる。長期的には顧客ターゲットを国外に当て、海外

展開が可能な商品開発及び販路開拓の支援により事業の持続化を目指す。 

３．外国人観光客の受入体制構築を図る小規模事業者への経営支援 

外国人観光客の受入態勢を構築し、市場の拡大を図れるよう、小規模事業

者への支援を行う。長期的にはリピート率を向上させることで、観光産業の

基盤を確立させることを目指す。 

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事【指針③】 

巡回及び聞取調査、国や県の各種調査結果等を用いて、地域の経済動向を

総合的に調査・分析し、的確な支援施策を展開するために活用する。 

２．経営状況の分析に関する事【指針①】 

巡回及びセミナーの開催等により、事業所をピックアップし、経営状況を

把握。専門家等と連携し財務、経営環境等の分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関する事【指針②】 

経済及び需要の動向、並びに自社の経営環境及び経営方針に基づいた事業

計画の策定を支援する。創業・第二創業については創業支援会議に参画する

各団体と連携のうえ支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関する事【指針②】 

PDCA サイクルを意識し、進捗状況に応じた計画修正、前倒し、追加プラン

の検討など伴走型の指導を実施。策定した事業計画の円滑な遂行を支援する。

５．需要動向調査に関する事【指針③】 

島内の消費者に関するニーズ調査及び外国人観光客の動向調査を実施。併

せて行政・民間の各種調査結果を収集・分析し、事業者に情報提供等を行う

ことで事業展開の際の具体策に繋げる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事【指針④】 

物産展の開催等を通じ販路開拓を支援する。また、観光産業の市場拡大を

目指し、外国人観光客受入に係る環境整備の支援を行う。その他、ホームペ

ージ作成、ネットショップの開設等の IT ツールを活用した販促支援も行う。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域資源を活用した特産品等の開発支援や、関係団体と協力し、対馬の自

然を島外へＰＲできるイベントを実施。併せて、誘客にも力を入れ、交流人

口拡大を図りつつ、地域経済の活性化に繋げる。 

連絡先 

対馬市商工会 本所（〒817-0322 長崎県対馬市美津島町鷄知甲 550-2） 

℡：0920(54)8045  FAX：0920(54)8046  

代表 Email：tsushima@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 

１．地域について（社会的動向） 

(1)現状分析 
対馬市は平成 16 年 3 月 1 日に旧 6 町（厳原町・美津島町・豊玉町・峰町・上県町・上対馬

町）が合併して誕生した。立地条件としては九州最北端にあり、博多港から 138km、韓国・釜

山まで 49.5km の距離に位置している。近隣の市町村よりも海外である韓国が最も近いなど、

まさに国境の島と言える。また、本土を除いた離島の中では日本第６位の面積を誇っており、

特色として島の 89％が山林であること、豊富な水産資源を活用した漁業が基幹産業であるこ

と、交通インフラの整備が遅れていることが要因で、現在でも港を基盤とした生活拠点が構築

されている点が挙げられる。 

国勢調査によると、対馬市の人口は昭和 35 年の 69,556 人をピークに年々減少の一途をたど

っており、平成 27 年 12 月末では 32,519 人と、最盛期の半数以下となっている。また、国立

社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると今後、少子高齢化が進み、人口の減少が抑

制されなかった場合、約10年後の平成37年には25,420人、更に10年後の平成47年には20,292

人と現状の 2/3 以下の人口となることが想定されている。 

 

図表①（対馬市人口の推移）                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【出典①：国勢調査】 

【出典②：国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計】 

 

  島内の人口が減少傾向にある一方、島外からの交流人口は増加傾向にある。島外との交通手

段としては飛行機、ジェットフォイル、フェリーと選択肢が多く、航路としても、長崎空港、

福岡空港、壱岐港、博多港、韓国など多様である。特に、韓国との航路においては交流人口が

著しく増加しており、図表③に示している来訪客数の急激な増加要因のほとんどが外国人観光

客に因るものである。古くから日韓の交流拠点であったこと、身近な海外旅行というニーズの

高まりなど、韓国人を始めとした外国人観光客の取込みは対馬における地域活性化の新たな呼

び水として行政、民間ともに期待されている。  
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図表②（近隣地域との関係性）          図表③（来訪客数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：長崎県観光統計】 

※地元住民等の移動も一部含まれている。 

(2)課題及び問題点 
  ①少子高齢化及び人口減少に伴う、限界集落の発生 

  ②脆弱な交通インフラによる買い物弱者の発生 

  ③限界集落の発生による教育・医療・福祉等の低下 

  ④ライフスタイルの変遷による若者の島外進学及び就職 

  ⑤既存の生活圏の変遷及び市内中心部への集約化 

  ⑥行政の集約化に伴う、市民サービスの低下 

 

  これらの課題及び問題点が同時多発的もしくは連鎖的に発生することにより、地域衰退の度

合いがより一層加速することが予想されている。場当たり的な対策ではなく、10 年先を見据

えた長期的ビジョンに基づいた個別具体的な対策が喫緊の課題となっている。 

 

 

２．商工業について（経済的動向） 

(1)現状分析 

  ①商工会地区の現状 
古くから地域の特色である豊富な水産資源、山林資源を基にした農林漁業が基幹産業となっ

ている。特に、漁業について、長崎県は漁獲高全国 2位を誇っており、そのうち対馬について

は県内随一の漁獲高であることから全国的にも主要な業種であることが分かる。魚種について

も赤ムツ（のどぐろ）、幻の魚と呼ばれるアラなど、都心では高額で取引されているものが多

い。また、しいたけについては全国 1位である農林水産大臣賞を始め、全国の品評会で数々の

表彰を受けており、品質の高さが評価されている。 

このように生産者（第 1次産業）の活動が活発であったことから、食料品加工を中心とした

第 2次産業、それらの商品を販売する第 3次産業へと付加価値の連鎖を上手く構築する流れが

出来ていた。また、高度経済成長期には経済の発達に従い、交通インフラの整備、生活拠点の

広域化などにより建設業、小売業、サービス業など、押しなべて全ての産業が好調であった。

しかしながら、人口減少及び国内経済の変遷、水産資源の減少に伴い、図表④に示すように

地域の商工業者も年々減少傾向にある。 



３ 
 

図表④（対馬市 商工業者数の推移） 

業種/年度 
平成 

3 年 

平成 

8 年 

平成 

13 年 

平成 

18 年 
業種/年度 平成 

21 年 

平成 

24 年 

鉱 業 5 4 4 3 鉱 業 4 3
建設業 321 335 325 290 建設業 231 183
製造業 167 158 141 115 製造業 103 119

卸売業/小売業 

飲食業/宿泊業 
1,252 1,167 1,065 973 

卸売業/小売業 687 582
飲食業/宿泊業 260 250

金融/保険業 39 37 34 27 金融/保険業 23 25
不動産業 112 130 104 115 不動産業 130 138
運輸通信業 99 103 70 69 運輸通信業 80 84
電気/ガス/水道 14 13 4 2 電気/ガス/水道 2 3
その他サービス業等 877 972 709 649 その他サービス業等 589 576
合 計 2,886 2,919 2,456 2,243 合 計 2,109 1,963

【出典①：総務省統計局・事業所統計調査「民営の非農林水産業」】 

【出典②：総務省統計局・経済センサス】 

 ※事業所統計調査は平成 18 年を最後に経済センサスへと統合された。また、不定期に産業

分類の改定が行われており、旧来の分類とは異なるため、平成 21 年のデータからは大分

類の標記を一部変更した。 

 

 

  業種別の事業所数の推移について、特筆すべき点として平成 3年から平成 24 年の間の約 20

年のうちに建設業が 321 事業所から 183 事業所へ減少（▲43％）しており、公共工事の減少及

び人口減少に伴う民間の建築需要が低下していることが原因と考えられる。また、卸売業・小

売業・飲食業・宿泊業については 1,252 事業所から 832 事業所へ減少（▲33.5％）しており、

人口減少及び島外資本によるディスカウントストア、チェーン店等の林立、インターネットシ

ョッピングの利用増加による影響が考えられる。製造業のうち食料品製造業については 20 事

業所から 16 事業所に減少（▲20％）しており、基幹産業である農林漁業の不調のあおりを受

けていると考えられる。（※製造業のうち食料品製造業については「長崎県工業統計」を根拠

とした） 

  一方、観光分野に関する事業所数の推移についてはまず、道路旅客運送業が平成 3 年の 19

事業所から一時期事業所数の減少があったものの、平成 24 年には 19 事業所数に戻った。宿泊

業については平成4年の99事業所から平成24年の102事業所数と増加の兆しが見られる。（※

宿泊業については長崎県観光統計を根拠とした）図表⑤に示す通り、近年韓国人観光客が急激

に増加しており、徐々に観光関連の事業所数も増加しているが、観光客数の伸び率に追い着い

ていないのが現状である。島外・国外資本によるツアー会社、宿泊業の参入が増加しているた

め、島内の新規・既存事業者との競争の激化も併せて想定される。また、対馬市の支援により

地元対馬高校（国際文化交流コース）が実施した H27 韓国人動向調査によると 77.2％が初め

ての来島者である事が分かっており、リピート率を勘案すると今後の市場規模の拡大が予測さ

れることから、観光産業が対馬の基幹産業となりうる可能性がある。 
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図表⑤（韓国人観光客の推移） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：対馬市調】 

 

図表⑥より労働者数の観点から分析を行うと、昭和55年から平成22年までの調査結果では、

産業別従事者総数は昭和55年（23,270人）からH22年（15,490人）の間で▲7,780人（▲33.4％）

減少しており、内訳をみると１次産業▲4,956人（▲59.6％）、２次産業▲1,933人（▲51.1％）、

３次産業▲831人（▲7.5％）となっていることから、最も減少幅が大きいのは第１次産業、次

いで第２次産業である。総数の減少幅に比べて、第３次産業の減少幅は過少であり、実質的に

は労働者が第３次産業にシフトしているものと推察できる。主な要因としては、少子高齢化に

よる就業者数の減少、市場規模の縮小による廃業の増加、島外への労働者の流出が考えられる。

地域の産業が持続的に発展するためには基盤となる人材の確保が必要不可欠であり、現在、

新卒者等の島内雇用、UIターンを活用した島外からの雇用促進に向けた施策が実施されている

ところである。 

  

図表⑥（対馬市 産業別就業者数の推移） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：長崎労働局調】 



５ 
 

②対馬市商工会の現状 
対馬市商工会を構成する旧 6町村の商工会は昭和 35 年の商工会法の施行により、昭和 36

年に設立され、平成 28 年には設立 55 年を迎えるなど、長きにわたり地域商工業者の支援に

邁進してきた。対馬市全体の商工業者と同様に、本会の会員事業所においても図表⑦が示す

ように、減少傾向にある。 

 主な要因としては、後継者不足による廃業、人口（顧客数）の減少により市場規模が縮小

したことによる倒産等が挙げられる。 

 

図表⑦（対馬市商工会 会員数の推移） 

事業者数 / 年度 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

地域内商工業者等数 2,769 2,641 2,250 2,109 1,905 1,825
 うち小規模事業者数 2,348 2,293 2,038 1,987 1,748 1,734
商工会員数 1,516 1,397 1,390 1,238 994 1,012
【出典：長崎県商工会連合会「商工会実態調査」】 

 

 また、前述の通り農林漁業が基幹産業であることから、食品製造業（一次加工を含む）を中

心に商品開発及びパッケージ化に関する支援に力を注いできた。しかしながら、離島特有の輸

送コストに起因し、展示会に要する高い経費、取引に係るコスト高など、販路開拓の面におい

て、成果に結びつけることが困難であるのが現状である。この事から、平成 27 年より長崎県、

対馬市、大手輸送業者と連携し特産品の流通網を構築中である。近年、食の安全に対するニー

ズが高まっているため今後島外への商品展開が期待される状況である。 

 

(2)課題及び問題点 
  ①人口減少による市場規模の縮小 

  ②市場規模の縮小による廃業の増加 

  ③後継者不足による事業承継の難航及び廃業の増加 

  ④少子高齢化による新規開業の減少 

  ⑤事業所数の減少及び各産業の弱体化による、既存サプライチェーンの崩壊 

  ⑥観光分野での市場規模拡大への対応の遅れによる、機会損失 

  ⑦島外大手資本の参入（参入障壁の低さ） 

  ⑧外国人観光客のリピート率向上 

  ⑨労働者の島外流出 

 

３．対馬市商工会の使命と役割（中長期的な振興のあり方） 
  対馬市商工会では平成16年の合併当初から定款において「地区内における商工業の総合的な

改善発達を図ること」を目的として掲げている。直近の平成27年度事業計画においても「地域

の中小・小規模企業が自らの事業の活性化、地域活性化にどうつなげていくのか支援を行うこ

とが地域で最も身近な支援機関である商工会の使命であり、しっかりと役割を果たしていく」

と対馬市商工会の使命と役割について再定義している。具体的には経営基盤確立のための事業

と題し、「事業承継の推進」、「農商工連携等地域資源を活用する事業者の支援」、「外国人

観光客受入態勢の取組み支援」等の各種支援を実施している。 

  一方、対馬市においても、対馬市第2次総合計画の中で「地域経済が潤い続ける島」を基本

方針の一つに掲げており、「中小企業事業継承支援事業」、「対馬資源商品化事業」、「宿泊
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施設拡大支援事業」などの既存事業所の持続化と拡充に関する各種施策を実施している。 

以上のことから、地域経済の活性化に向け、商工会及び行政、並びに地域が一体となった取

り組みを行える体制であると言える。 

本会としては、行政と長期的なビジョンを共有し、広く経済振興に資する事業を展開するこ

ととしている。 

 

 

４．商工会地区の SWOT 分析 

図表⑧ 

 

 （内部環境） 

対馬市を一つの商圏と仮定した場合、「商圏内で保有する強み・弱みなどの経営資源の 

状況」と定義した。 

 （外部環境） 

対馬市を一つの商圏と仮定した場合、「商圏外からの経済活動等によって得ることのでき

るチャンスや、被ることになる脅威の状況」と定義した。 

 

 

 

内 

部 

環 

境 

【 強 み 】 【 弱 み 】 

①国境の島、韓国との交流拠点としての立

地特性 

②豊富な水産資源及び山林資源 

③第一次産業から第三次産業までのサプラ

イチェーンの構築 

④商品開発の優位性 

⑤１島１市体制による民間と行政の団結力

 

①少子高齢化及び人口減少による市場規模

の縮小 

②脆弱な交通インフラによる買い物弱者の

発生 

③ライフスタイルの変遷による若者の島外

進学及び就職 

④既存の生活圏の分散及び市内中心部への

集約化 

⑤後継者不足による事業承継の難航及び廃

業の増加 

⑥少子高齢化による新規開業の減少 

⑦事業所数の減少及び各産業の弱体化によ

る、既存サプライチェーンの崩壊 

⑧離島特有の流通コスト高 

外 
部 

環 

境 

【 機 会 】 【 脅 威 】 

①食の安全に対するニーズの高まりによる

地域産品の価値向上 

②独自の流通網構築による新事業展開、島

外市場への拡大 

③韓国人観光客増加に伴う地域経済活性化

④韓国人観光客のリピート率向上の余地 

⑤韓国との経済交流による新業態ビジネス

モデルの創出 

⑥国・県による離島振興支援 

①政治等の日韓関係に左右される脆弱な経

済事情 

②通信販売利用者の増加 

③島外大手資本による島内市場への参入 

（参入障壁の低さ） 

④観光産業の市場規模拡大への対応の遅れ

による、機会損失 
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５．経営発達支援事業の目標・方針 
  本会では、地域及び商工業が置かれている現状分析、対馬市商工会の使命、SWOT による課

題抽出に基づき、以下の３つの目標を掲げた。目標の設定に当たっては、企業が将来にわたっ

て継続し、成長・発展を続けていくべきであるというゴーイングコンサーンを念頭に置いた。

また、個別具体的な支援策については支援対象である事業者の経営内容によって大きく異な

る。そのため、アンゾフの成長ベクトルを用いて小規模事業者が採用している戦略で区分し、

それぞれの戦略に応じ、より効果的で適切な支援に繋がるよう目標を立案した。 

 

図表⑨（中・長期目標の概念図） 

 小規模事業者が提供する商品・サービス 

既 存 新 規 

小
規
模
事
業
者
が 

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
市
場 

既 

存 

市場浸透戦略を採用する事業者 

(1)小規模事業者の持続可能な経営を

目指したビジネスモデルの再構築

支援（中・長期目標） 
 
※再構築により、商品・サービス及び

市場の開拓に発展する可能性あり 

新商品・サービス開発戦略 
     を採用する事業者 

(2)離島特有の地域資源を活かした商

品づくりと国内市場展開の拡充を 

目指す小規模事業者の支援 

（中期目標） 

新 

規 

新市場開拓戦略を採用する事業者 

(3)外国人観光客の受入体制構築を図

る小規模事業者への経営支援 

（中・長期目標） 

関連多角化戦略を採用する事業者 

(2)離島特有の地域資源を活かした商

品づくりと海外市場への進出を目

指す小規模事業者の支援 

（長期目標） 

  

(1) 小規模事業者の持続可能な経営を目指したビジネスモデルの再構築支援 
  （図表⑨の(1)市場浸透戦略を採用する事業者への支援） 

  長期目標 

「小規模事業者が持続可能な事業活動を行う事で限界集落の発生を抑制し、地域経

済が潤い続ける仕組みづくりを支援」 

中期目標 

「事業承継計画の作成、新規創業、第 2 創業の支援など経営環境の変化に対応した

事業の再構築を支援」 

 方 針  

離島という閉鎖商圏において、人口の減少は顧客数の減少に直結しており、地域社会の振

興と経済の振興は比例している。そのため、地域の存続を視野に入れた事業の持続可能性を

検討する必要がある。 

具体的には、持続可能なビジネスモデルに基づき事業活動を行うために、巡回による事業

者ごとの個別ヒアリング、地域内の消費者動向調査等を実施し、事業者が抱える課題、地域

が抱える課題等に適合した経営計画の立案を支援する。また、進捗度に応じた柔軟かつ円滑

な支援を行い、計画の実現及び目標の実現を目指す。 
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(2)離島特有の地域資源を活かした商品開発と市場展開による小規模事業者支援 
  （図表⑨の(2) 新商品・サービス開発戦略を採用する事業者への支援） 

長期目標 

「海外展開に向けた商品開発及び販路開拓を支援」 

中期目標 

「地域資源を活かした商品開発を再検討し、国内での市場展開の成功事例を積み上げ

るための支援」 

 方 針  

将来的には対馬のみならず日本全域で大幅な人口減少が想定されていることから、海外市

場も視野に入れ、新規顧客の獲得による事業の持続化を図る必要がある。しかしながら、現

状では商品開発は行いながらも、販路開拓が難航しており国内での市場展開が喫緊の課題で

ある。 

具体的には、国内での商品の流通を図るために、物産展・テストマーケティングの実施及

び斡旋を通じ、商談・取引に結び付け、市場展開の成功事例を一つずつ積み上げることが出

来るよう支援を行う。 

 

(3) 外国人観光客の受入体制構築を図る小規模事業者への経営支援 
  （図表⑨の(3) 新市場開拓戦略を採用する事業者への支援） 
長期目標 

「外国人観光客のリピート率向上による、観光産業の基盤確立を支援」 

中期目標 

「外国人観光客の受入態勢を構築し、市場シェア拡大を図るための支援」 

 方 針  

韓国人観光客を始めとした外国人観光客が年々増加しているが、市場ニーズへの対応が追

い付いておらず、その恩恵は既存の少数の事業所や島外企業などの一部事業者にとどまって

いる。まずは、観光客の集客力を増やすため、宿泊施設、飲食店、交通インフラ等の受入態

勢の構築を支援し、島外ではなく、島内の小規模事業者が中心となった市場シェアの拡大を

図ることとする。また、一過性の観光ニーズで終わらせないためにも、外国人観光客のリピ

ート率を向上させ、観光産業を対馬の基幹産業へと成長させるための支援を行う。 

具体的には、観光客動向調査を実施し、対馬の観光ニーズと不足するコンテンツ等を分析

したうえで、事業計画を作成。業種に応じたサービスの向上及び設備の導入等に関する支援

を行うものとする。 

 

６．目標達成により期待される効果 

「商品開発・販路開拓」及び「観光産業の基幹産業化」によって、島内企業の増加及び雇

用の創出が期待される。その結果、島内人口の維持及び増加にもつながり、「島内の消費

者を対象とした事業所」も売上・利益の増加に結び付く。 

以上のことから３つの目標達成により、相対的に対馬の経済が循環し続けることが期待

される。 
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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 
指針① 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、

従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

指針② 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、

当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

指針③ 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向及び各種調査を活用した

地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

指針④ マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、

ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業 

 

 

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】 
（目的・手段） 

地域の実情に沿った適切な指導・助言及び、事業計画作成支援のため、毎年実施している

聞取り調査を拡充実施する。さらに、地区内外の経済動向に関する情報の収集、調査、分析

を実施し、的確な支援施策を展開するために活用する。また、調査分析結果については、ホ

ームページ（以降：ＨＰ）等により公開する。 

 

（事業内容） 

(1) 巡回訪問による定期ヒアリングを実施し、各業種の経済動向の調査、情報収集、分析を

実施する。調査対象者は７業種分類により選出し、対象項目を「売上高、売上単価、

客数、仕入高、仕入単価、採算、資金繰り、業況」等とする。【指針③】 

(2) 主要産業である「小売業」「サービス業」「製造業」等については、中小企業庁及び中

小企業基盤整備機構（以降：中小機構）が実施している中小企業景況調査を利用して

四半期ごとに経済動向調査を実施する。【指針③】 

(3) 内閣府が発表する統計情報や日本銀行が発表する全国企業短期経済観測調査、九州経済

産業局が発表する管内経済動向、その他、地銀シンクタンクの調査報告書等の情報を

収集・分析する。【指針③】 

(4) 上記(1)～(3)により分析した結果について、Ⅰ－３．事業計画策定支援やⅠ－４．事業

計画策定後の実施支援、Ⅱ－１．地位経済の活性化に資する取組、その他の経営改善

業務に活用するほか、ＨＰ等により公開・提供する。【指針②】【指針③】【指針④】

 

（目標） 

 現状 

(H26実績) 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 4,634 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

定期聞取事業所数 15 100 100 100 100 100 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 (目的・手段) 

   事業者に合った適切な指導・助言及び事業計画作成支援などのため、事業者の販売する商

品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務

の内容その他の経営状況の分析を実施する。 

 

（事業内容） 

(1) 巡回訪問によるヒアリング、経営改善・計画等セミナーの開催、窓口相談業務により分

析の対象となる事業者をピックアップする。【指針①】 

(2) (1)によりピックアップした事業所の経営状況等を把握した上で、各種専門知識を有す

るよろず支援拠点や外部中小企業診断士及び長崎県商工会連合会（以下、「県連合会」

という。）と連携することで財務（収益力、効率性、支払能力、採算性、資金力など）、

商品戦略（競合商品・サービスの分析、客層、商品又はサービス等のニーズ調査等）

等の項目を元に経営分析を実施し、経営課題の抽出を行う。【指針①】 

(3) (2)により収集・分析した結果については、Ⅰ－３．事業計画策定支援やその他の経営

改善指導業務に活用するほか、Ⅲ－２．経営指導員等の資質向上等に関する項におい

て、分析結果・課題について情報の共有を行い活用する。【指針①】【指針②】 

   

（目標） 

支援内容 
現状 

(H26実績) 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 4,634 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

セミナー開催回数 1 2 2 2 2 2 

経営分析件数 20 30 30 30 30 30 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（目的・手段） 

小規模事業者の経営課題を解決するため、Ⅰ－１．経済動向調査、Ⅰ－２．経営分析、Ⅰ

－５．需要動向調査等の結果を踏まえ、事業計画策定支援を実施し、課題解決を図る。特に、

当地域最大の強みと機会である「韓国人観光客」からの需要が見込まれる業種においては、

Ⅰ－６．新たな需要の開拓に寄与する事業（２）に記載してある、韓国人観光客等受入のた

めの買物環境整備支援の実施を含めた事業計画策定の支援を行い、受入効果の拡大を図る。

併せて、県連合会、よろず支援拠点、外部中小企業診断士と連携し、伴走型の指導・助言

を行い、事業者の持続的発展を図る。 

また、対馬市は産業競争力強化法の創業支援事業計画認定市である事から、対馬市創業支

援会議（対馬市、長崎県、産業振興財団、商工会、親和銀行、十八銀行、対馬農協、対馬森

林組合、対馬漁協組合長会、長崎大学、長崎県立大学、慶応大学）を設置しており、各組織

間の情報共有を密にし、創業・第二創業に関する掘り起こし及び支援を実施する。 

 

（事業内容） 

(1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小

規模事業者の掘り起こしを行うとともに事業計画策定支援を実施する。【指針②】 

(2) 窓口相談、巡回訪問時に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うとと

もに事業計画策定支援を実施する。【指針②】 
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(3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、補助金等申請時に事業計画策定支

援を実施する。【指針②】 

(4) 前述(1)から(3)の事業所、Ⅰ－２．経営分析を実施した事業所、及び創業・第二創業予

定者に対して、必要に応じ専門家等を活用し、的確かつ継続的な伴走型の指導・助言

を実施する。特に、「韓国人観光客」との絡みが予想される業種においては、Ⅰ－６

新たな需要の開拓に寄与する事業（２）に記載してある韓国人観光客受入のための買

物環境整備支援を含めた事業計画策定の支援を行う。【指針②】【指針④】 

 

（目標） 

支援内容 
現状 

(H26実績)
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

セミナー・説明会開催回数 1 2 2 2 2 2 

巡回訪問件数 4,634 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

事業計画策定事業者数 10 15 15 15 15 15 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（現状・課題） 

  現状では、事業計画策定後のフォローアップを実施しているものの、１年程度の短期的な

事後指導が主であり、中長期的な視野での計画の進捗状況及び計画の効果測定は不足傾向に

あった。そのため、事業計画の成果が目に見えて分かることが少なく、指導期間及び内容に

は改善の余地があった。 

 

（目的・手段） 

   経営基盤が脆弱である小規模事業者については、小さな経営環境の変化であっても、多大

な影響を被る可能性があるため、ＰＤＣＡサイクルを意識しながら、策定した事業計画を円

滑に進めることを目的とする。計画実行の際は、計画の進捗度に応じた適切な支援を行う。

具体的には、計画策定後も地域の経済動向調査及び需要動向調査等の新しい情報の提供

や、進捗状況等の確認を行う等伴走型の指導・助言を実施する。また、必要に応じて事業計

画の見直し・前倒し・追加プランの検討や金融支援、専門家派遣など、中長期的な視野に基

づきフォローアップを実施する。 

 

（事業内容） 

(1) 事業計画の策定後は中長期的視野に基づき、策定当初の１年間は２ヶ月に１回、２年目

は４ケ月に１回、３年目は６ヶ月に１回の頻度で巡回訪問し、進捗状況の確認を行うこ

とで３年以内での事業計画の実現を目指す。また、進捗度に応じて、計画の修正・前倒

し・追加プランの検討など、伴走型の指導・助言を行う。【指針②】 

(2) 各種専門家、金融機関、よろず支援拠点、行政等、外部の機関と連携を図り、より深堀

された指導・助言を実施する。特に「商品開発・販路開拓」及び「外国人観光客の受入

態勢構築」に関しては専門的な知識・ノウハウを要するためそれぞれ年に１度は外部有

識者（中小企業診断士、県総合水産試験場等の研究機関、６次化プランナー等）の招聘

を図り、該当する計画の策定者に対するフォローアップを実施する。【指針②】 

(3) 資金調達を要する事業計画においては、日本政策金融公庫の制度である「小規模事業者

経営発達支援資金」及び対馬市が新規に創設を予定している「設備投資」、「事業承継」

に対する助成制度等を活用し、円滑な事業推進に結び付ける。【指針②】 
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図表⑩（フォローアップの概念図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標） 

支援内容 
現状 

(H26実績)
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

計画策定者への事後指導数 56 90 135 165 165 165 

外部有識者の招聘回数 1 2 2 2 2 2 

小規模事業者経営発達支援

資金の活用件数 
未実施 2 2 3 3 4 

対馬市助成制度活用件数 未実施 2 2 3 3 4 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状・課題） 

  現状では、需要動向調査について、地域内の消費者を対象とした３年に１度の「消費者購

買実態調査」を実施している。ただし、その他の不足する需要動向については、行政等の各

種調査結果を各指導員が分析のうえ事業者へ提供しており、情報提供の度合いにはバラつき

があった。そのため、事業者に対して安定した情報提供を行う必要性が考えられる。 

  また、外国人観光客からのニーズについては、市場の急激な成長により保有する情報が不

足しており、「受入態勢構築」に必要な具体策の検討に支障をきたしている。 

 

（目的・手段） 

 本項目については、前項までの事業計画の策定支援及び策定後の支援にも密接に関連する

事項であることから、引き続きＰＤＣＡサイクルを意識し、調査結果を事業者の活動に反映

させていくことを目的とする。 

 具体的には、島内の消費者をターゲットとする事業者が地域のニーズに対応出来るよう、

対馬市の住民を調査対象とした「消費者購買実態調査」を始め、行政及び民間が行っている

各種調査を基にした島内の消費者ニーズの分析を行う。また、商品の改良、新商品開発の基
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礎づくり、販売手法などの見直しに役立てるため、物産展等でのアンケート調査の実施、観

光産業の市場規模拡大を目指すために、外国人観光客の動向調査を実施する。他方では、観

光物産協会や行政など関連団体との意見交換会を実施し、他団体の取組み事例及び各団体で

保有する情報を取得し、事業者へのフィードバックを行う。 

 

（事業内容） 

(1)３年に１度の周期で消費者購買実態調査（買い物先、買い物理由、利用交通機関、 

商店街に対する要望等）を行い、地域内消費者のニーズを分析する。分析結果から 

得ることの出来る、不足するコンテンツ、潜在ニーズ、必要な施策等の情報は、事業

者が新しいビジネスモデルを策定・実行するための拠り所とする。【指針③】 

   (2) 物産展等の開催時に、販売対象となる一般消費者・事業者に対してアンケート調査を

行い、商品の改良、新商品開発の基礎づくり、販売手法などの見直しに役立てること

とする。【指針③】 

    (3) 外国人観光客の動向調査（観光目的、消費支出額、来島頻度等）を市内の主要な港湾

施設等において実施する。頻度としては、観光関連市場の急激な成長により、経営環

境も変遷しているため、毎年実施する。「受入態勢構築」に当たっては、新規に設備

投資等を要する事例が多い事が想定されるため、投資効果の算出、適切な投資目的の

設定、優先順位の選定等の根拠として活用する。その他、飲食メニューの開発、観光

プランの提案などサービスの向上にも活用する。【指針③】 

(4) 観光物産協会、行政等との意見交換会を実施し、「商品開発・販路開拓」及び「外国

人観光客の受入態勢構築」に関して横断的に情報共有を行う事で、連携する支援組織

間及び事業者間での情報の非対称性を解決し、より現実的な事業計画の策定・実行に

役立てる。【指針③】 

(5) 上記(1)～(4)により収集・分析した情報については、対象となる事業者以外にも会

報・ＨＰ等により４ケ月に１度、広く周知を図る。【指針③】 

 

図表⑪（需要動向調査の概念図） 
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（目標） 

支援内容 
現状 

(H26実績)
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

消費者購買実態調査 0 
３年周期で実施 

1 0 0 1 0 

物産展等でのアンケート集

計数 
未実施 100 100 100 100 100 

外国人観光客動向調査 未実施 1 1 1 1 1 

観光物産協会・行政等との 

意見交換会 
未実施 1 1 1 1 1 

調査結果等の会報・ＨＰ等 

による提供回数 
0 3 3 3 3 3 

 

 

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・課題） 

  現状では、商品開発・販路開拓を行い島外の消費者・事業者を顧客とする事業者に関して、

県内の離島地区の商工会と共同で物産展を毎年開催しており、指導員等も同伴することで、

販路開拓支援を実地にて行っている。しかしながら、出店事業者については一部の地域及び

業種にとどまっていることから、島内の広域から多様な事業者が出店することが課題であ

る。一方、既に出店を行っている事業所については、需要動向を活かし、商品開発を行って

いるが、マーケティングが不十分なため商談及び取引成約の件数が少なく、エンドユーザー

への訴求力向上が課題となっている。 

  外国人観光客の受入態勢構築については前項で記載の通り、詳細なニーズが把握できてい

ないため、免税店登録や外国語でのチラシ・看板作成の支援等、明らかに不足すると分かる

ニーズへの対応がほとんどである。そのため、より外国人観光客の嗜好にあったマーケティ

ングの展開が求められている。 

  また、ホームページやSNSを用いた販売促進、ネットショップの構築等については、全て

の事業者において不足傾向にあり、時流に合った支援が必要である。 

 

（目的・手段） 

 離島特有の地域資源を活用した商品の市場・販路拡大に向け、展示会、商談会等の開催及

び斡旋により事業者の出展を推進する。ただし、支援の際には図表⑫に示すように、サプラ

イチェーンの流れをしっかりと把握し、適切な開催目的、支援対象、訴求対象について検討

する必要がある。 

 また、外国人観光客からの経済効果を、十分に享受できるよう、外国人観光客動向調査の

結果を活用し、ニーズにあった受入態勢の構築を支援する。 

 島内の消費者を顧客とした事業者については、人口の維持及び増加が図られなければ、経

営改善の兆しが見られないため、当面は消費者実態調査によって得られた潜在ニーズ等に対

応した支援を継続する。 

その他、自社及び商品のＰＲやネットショップでの展開を目指すため、ＩＴツールの活用

による情報発信の支援を行う。 
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図表⑫（商談会・展示会等の概念図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

(1) 地域資源を活用した特産品の加工・製造・販売事業者に対し、既存の販路開拓の拡充、

及び新規開拓を目指し物産展等を毎年開催する。指導員等も同伴し、販促活動など会 

場での実地指導を行う事で、商談のきっかけづくり及び参加者の約３割が成約に結び 

付くよう支援する。【指針④】 

(2) 他団体（対馬市、対馬観光物産協会、県連合会など）が主催する各種展示会、商談会 

については、訴求対象が一般消費者のもの、小売・卸売業者のもの、飲食店向けのも 

のなど開催の趣旨が異なっている。そのため、各事業者の今後の商品展開及び事業の 

進捗度に応じた展示会等に積極的に参加するよう出展案内を実施する。【指針④】 

(3) 外国人観光客等受入のため、宿泊業・飲食業・小売業者等に対して免税店許可申請、カ

ード決済対応、各種外国語対応（看板設置等）、不足するサービスの開発等の受入態勢

の構築に関する支援を実施する。【指針④】 

(4) 上記(1)～(3)の取組みをより効果的なものとするために、他の支援機関と連携のうえで

ITツールを用いた販促活動の支援も同時進行で行うものとする。 

具体的には、自社及び商品のＰＲを目的として、全国商工会連合会がサポートを行っ

ているホームページ作成ツールであるＷｅｂ商工会を活用したホームページの作成支 

援を行う。また、通販等が可能である事業所については長崎県商工会連合会が運営を行

っているインターネットショッピングサイト「長崎うまかもんカタログ」、全国連が運

営する「ニッポンセレクト」による販路開拓の支援を併せて実施する。【指針④】 

 

  ※継続支援を基本として、観光客受入態勢については２支所につき新規１件、ホームページ

等の作成については１支所につき新規１件、毎年コンスタントに支援を行い、着実に支援

者数を増加させる。 
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 （目標） 

項目 

現状 

(H26実

績) 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

物産展等の開催 1 1 1 1 1 1 

上記物産展等への参加数 1 3 5 7 9 10 

商談成約件数 1 1 1 2 2 3 

外国人観光客受入態勢の構築

支援者数（累計） 
1 3 6 9 12 15 

ホームページ・ネットショップ

作成支援者数（累計） 
1 6 12 18 24 30 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．地域経済の活性化事業 

（目的・手段） 

交流人口増大・地域活性化等を目的とした参加型イベントを開催して、対馬の自然の魅力

をＰＲするとともに、島外からの誘客に力を入れ、地域経済の活性化を図る。 

また、国境の島「対馬」の地域資源を活用して、新たな魅力ある特産品の創出を支援する

ため、県連合会、よろず支援拠点、外部中小企業診断士等と連携し、Ⅰ－１．地域の経済動

向調査、Ⅰ－５．需要動向調査などのデータを活用し、指導・助言を行う。 

 

（事業内容） 

(1) 対馬シーカヤックフェスタ実行委員会（商工会、対馬市、対馬観光物産協会、島内事

業者）と連携し、「シーカヤックフェスタ」を開催し、対馬の自然を島外へＰＲする

とともに、併せて誘客にも力を入れ、交流人口拡大を図りながら、地域経済の活性化

に繋げる。その他、対馬のＰＲに寄与するイベントへの協力を行う。 

(2) 地域資源を活用した特産品等の研究・開発に対して、県連合会、よろず支援拠点、外

部中小企業診断士等と連携し、Ⅰ－１．地域の経済動向調査、Ⅰ－５．需要動向調査

などのデータを活用し、指導・助言を行う。 

 

(目標) 

項目 

現状 

(H26実

績) 

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

開催回数 6 6 6 6 6 6 

特産品等の研究・開発支援 1 2 2 2 2 2 
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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 
（現状・目的） 

現状として、行政及び他団体、金融機関、専門家等との連携を図りながら経営改善普及事

業の推進を行っている状況である。しかしながら、本計画の冒頭で説明の通り、今後対馬市

を取り巻く経営環境は厳しい状況に置かれるため、より一層、他の支援機関等との連携が求

められる。現在の連携を深め、より横断的な施策をとることで、島内の商工業者の実態に則

した支援を目指す。 

 

 （手段・内容） 

(1) 年に数回実施する長崎県対馬振興局、対馬市との協議会において、島内の商工業の傾向

と分析、今後の方針の確認を行う。加えて、必要となる各業種への具体的な支援策につ

いて意見交換及び予算の要望等を行う。 

(2) 毎年対馬観光物産協会等との意見交換会を開催し、「商品開発・販路開拓」及び「観 

光産業の基幹産業化」に関して、現状分析、課題抽出のうえ、事業者に必要な支援方法

等を協議する。 

(3) 毎年開催される九州商工会職員合同研修会において、県外の商工会職員と協議を行い、

各地の先進事例、経営環境の変化に合わせた支援の在り方等について情報交換を行う。

(4) 日本政策金融公庫が年に数回開催する管内商工会を対象としたマル経協議会及び、対 

馬市商工会との金融懇談会を通じ、県内及び国内の景気動向、商工会地区における資金

需要等の状況について情報交換を行う。 

(5) 各種支援事業での専門家による指導が行われる際には、職員も帯同し支援ノウハウの 

修得に努める。 

(6) 県連合会の組織内中小企業診断士にて構成されている広域指導センターと連携し、県内

外の成功事例及び支援ノウハウの共有を行う。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状・目的） 

現状では、資質向上については各個人の裁量によるところが大きかった。また、支所の立

地状況（６支所に分散、支所間によっては移動に２時間以上要する、１支所当たりの職員数

が少数）等により電話・メール等が中心であったことから組織内での情報共有も少なかった。

そのため、職員個人の資質向上は当然のことながら、組織としての指導力強化及び、人事

異動等も考慮したうえでの組織内でのノウハウの蓄積を目指す必要がある。今後は各種研修

会及び相互勉強会等の開催により、職員間で知識・ノウハウの共有を図ることで組織自体の

資質を向上させ、チームビルディングにより小規模事業者への支援を目指すものとする。 

 

 （手段・内容） 

(1) 県連合会が年に数回実施する指導員研修、支援員研修、専門スタッフ研修への参加を 

通じ、ノウハウの習得、小規模事業者の現状把握、国の施策等について情報収集を行う。

(2) 長崎県が年１回実施する産業支援制度説明会に参加し、最新の支援メニュー及び他地 

域での取組み事例について情報共有を行う。 

(3) 全国労働保険事務組合連合会が年に１回実施する研修に経営支援員等が参加し、改正 

論点及び実務上の注意点等について情報収集を行う。 
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(4) 島内において、これまで資質向上を目的として職員が集まる機会が年数回程度であっ 

た事から、「全体連絡協議会（月１回）」を開催。各支所での成功事例及び特殊な事 

例等のノウハウの共有、各支所で抱える支援案件の共有、複数人での問題解決を要する

事業者への支援等、組織力の強化に繋げる。 

(5) 毎月開催する全体連絡協議会では網羅することのできない専門分野に関するノウハウ 

や深堀した支援策等については、年数回支援テーマを絞った勉強会を開催することで、

情報共有を図る。  

 

 

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事業評価委員会の設置：商工会役員、対馬市役所、長崎県商工会連合会、外部中小企業

診断士等で構成する事業評価委員会を設置し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案

の提示を行う。 

②理事会において、事業実施状況を報告すると共に、事業評価委員会の審査結果を元に、

事業見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、総代会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を対馬市商工会のホームページ 

（www.shokokai-nagasaki.or.jp/kam/）で計画期間中公表する。 
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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１月現在）
（１）組織体制 

職名 事務局長 経営指導員 経営支援員等 合計 

人数 1 名（本所） 

 

・行政との折衝 

・理事会への周知 

・会員への周知 

8 名 

（本所 2名） 

（6支所に各 1名） 

 

・経営改善支援 

・事業計画策定支援 

・セミナー実施 

・創業・第２創業支援

13 人 

（各支所に 1～2 名） 

 

・地域情報把握 

・労働保険相談 

・税務相談 

・収益情報把握 

22 名 

 

〔商工会組織図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

対馬市商工会 本所 

担当者：経営指導員 椿山 洋平・田中 翔悟  

電話：0920(54)8045  FAX 番号  0920(54)8046 

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

ＨＰアドレス ：www.shokokai-nagasaki.or.jp/kam/ 

 

 

  

 

 

総 代 会(120名) 

 

会 長(1名) 

副会長(2名) 

正副会長会 

理 事 会 

理事(26名) 

監事(2名) 

会長(1名) 

監 査 会 

※監事：理事会へは、オブザーバーとして出席 

総 務 課 経営支援課

事 務 局 

経営指導員 2名、経営支援員 1名

上対馬支所 経営指導員 1名、経営支援員等 2名

上県支所  経営指導員 1名、経営支援員等 2名

峰支所   経営指導員 1名、経営支援員 1名

豊玉支所  経営指導員 1名、経営支援員等 2名

美津島支所 経営指導員 1名、経営支援員等 2名

厳原支所  経営指導員 1名、経営支援員等 3名

本 所 事務局長(1名)

支
所
長

(6名)(

兼
務)
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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 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330

Ⅰ－１．地域の経済動向調査 300 300 300 300 300

Ⅰ－２．経営状況の分析 260 260 260 260 260

Ⅰ－３．事業計画策定支援 260 260 260 260 260

Ⅰ－４．計画策定後の実施支援 300 300 300 300 300

Ⅰ－５．需要動向調査 600 600 600 600 600

Ⅰ－６．新規需要開拓に寄与する事業 550 550 550 550 550

Ⅱ－１．地域経済の活性化 960 960 960 960 960

Ⅲ－１．支援ノウハウ等の情報交換 400 400 400 400 400

Ⅲ－２．経営指導員等の資質向上 500 500 500 500 500

Ⅲ－３．事業の評価見直しの仕組み 200 200 200 200 200

 

（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 

会費収入、手数料収入、国補助金収入、県補助金収入、市補助金収入、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。  



２１ 
 

（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に関すること 

(1)県、市との協議会において、地域の産業別の動向、消費支出額等、統計情報を共有する。

(2)金融機関が保有する地域及び島外の景気動向等についての情報を共有する。 

２．経営状況の分析に関すること 

(1)よろず支援拠点、外部専門家、県連合会と連携のうえ、支援対象となる事業者の内部経

営資源（組織文化、商品・サービス、人財、知的財産等）及び財務等の経営分析を行う。

(2)金融機関との共同支援等により財務面の分析強化を図る。 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1)よろず支援拠点、外部専門家、県連合会と連携し、より実現可能な事業計画の策定支援

を行い、事業者の持続的発展に寄与する。 

(2)対馬市創業支援会議（対馬市、長崎県、産業振興財団、商工会、親和銀行、十八銀行、

対馬農協、対馬森林組合、対馬漁協組合長会、長崎大学、長崎県立大学、慶応大学）と

連携することで、地域のニーズに合致した創業・第 2創業計画の立案を図る。 

(3)計画策定段階より金融機関と協議を行う事で、今後の資金調達面の支援を円滑に進める。

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)進捗状況が不調で、計画の見直し等の対応が必要な場合は、よろず支援拠点、外部専門

家等を活用する。 

５．需要動向調査に関すること 

(1)県、市及び対馬観光物産協会と連携し、「商品開発・販路開拓」、「外国人観光客の受

  入態勢構築」に向け、本会が保有していない情報、支援ノウハウの共有を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  (1)他団体が主催する物産展等へ事業者の出店を斡旋し、効率的な支援を行う。 

  (2)販売促進に関して、全国連及び県連合会が展開する IT ツールを活用する。 

   

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域経済の活性化事業 

  (1)よろず支援拠点、外部専門家、県連合会と連携し地域資源を活用した、新たな魅力ある

特産品の創出を支援する。 

(2)関係機関が実施するイベントと連携し、島外からの誘客に力を入れ、地域経済の活性化

を図る 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  (1)その他支援機関との会議等により、支援事例及びノウハウ等の共有を図る 

  (2)その他支援機関と連携し、事業者の支援を行う事で実地にて支援ノウハウを獲得を図る

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

    (1)県、県連合会等が開催する各種研修会を受講することにより、経営支援に必要な知識・

ノウハウの向上を図る。 
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連携者及びその役割 

＜行政機関＞ 

１．長崎県対馬振興局 局長 野嶋 克哉 

 (1)住所：長崎県対馬市厳原町宮谷 224   

(2)電話：0920-52-1311（代表） 

２．対馬市役所 市長 財部 能成 

 (1)住所：長崎県対馬市厳原町国分 1441   

(2)電話：0920-53-6111（代表） 

役 割 各種統計情報の提供、販路開拓支援、外国人観光客受入態勢の構築支援 

効 果 

①統計情報の活用により、事業者が事業計画を立案する際の根拠となる 

②行政が主催する物産展及び商談会の活用による取引拡大 

③観光客受入態勢に係る設備投資及び販促時の助成制度活用 

④最新の支援メニュー及び島外での成功事例の共有による指導員等の知識向上

 

＜島内支援団体＞ 

１．（一社）対馬観光物産協会 会長 江口 栄 

 (1)住所：長崎県対馬市厳原町今屋敷 672-1   

(2)電話：0920-52-1566（代表） 

役 割 
商品開発支援、販路開拓支援、外国人観光客受入態勢の構築支援、需要動向に

関する情報提供 

効 果 

①商品開発のノウハウ及び物産展の主催により保有する消費者のニーズ情報等

を活用し、訴求効果と訴求対象を踏まえた商品開発に繋がる 

②観光物産協会が主催する物産展、アンテナショップ等の活用による取引拡大

③今後市場規模の拡大が期待される観光産業について、連携を図る事で事業者

に対し横断的且つ効果的な支援が可能となる 

 

２．対馬市創業支援会議 

 (1)住所：長崎県対馬市厳原町国分 1441   

(2)電話：0920-53-6111（代表） 

役 割 創業・第 2創業計画の策定支援、金融支援 

効 果 

①島内の複数の支援機関から成る組織であるため、より地域の実情に即した事

業計画の作成が可能となる 

②行政、金融機関が参画していことから各種助成、金融支援を受けられる 

 

＜金融機関＞ 

１．㈱日本政策金融公庫 長崎支店 支店長 鶴丸 真介 

 (1)住所：長崎県長崎市大黒町 10-4   

(2)電話：095-824-3141（代表） 

２．㈱十八銀行 対馬支店 支店長 野上 和洋 

 (1)住所：長崎県対馬市厳原町今屋敷 684 番地 2   

(2)電話：0920-52-0018  
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３．㈱十八銀行 豊玉支店 支店長 川﨑 高誠 

 (1)住所：長崎県対馬市豊玉町仁位 1317-1   

(2)電話：0920-58-0118 

４． ㈱十八銀行 比田勝支店 支店長 森田 俊彦 

 (1)住所：長崎県対馬市上対馬町比田勝 839 番地   

(2)電話：0920-86-2056  

５．㈱親和銀行 対馬支店 支店長 馬場 一郎 

 (1)住所：長崎県対馬市厳原町今屋敷 681   

(2)電話：0920-52-7600  

役 割 経済動向に関する情報提供、事業計画の策定支援、金融支援 

効 果 

①保有する豊富な支援先からの情報を基に、地域の経済動向の把握が可能 

②主に財務面を中心とした事業計画の策定により、数的根拠の把握が可能とな

り、進捗度管理の際の判断指標に繋がる 

③「既存事業の拡充」、「商品開発・販路開拓」、「外国人観光客の受入態勢構築」

等、新しい取組みを図る事業者に対して円滑な資金調達が可能 

 

 

＜島外支援機関＞ 

１．長崎県よろず支援拠点 

 (1)住所：長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 9階   

(2)電話：095-828-1462 

役 割 経営計画の策定前後に係る支援、商品開発・販路開拓支援 

効 果 

①経営環境の内部・外部分析から計画策定、策定後の進捗度管理まで幅広い支

援が可能 

②商品開発時のパッケージ戦略、販路開拓時の販売促進等の支援が可能 

 

２．全国商工会連合会 会長 石澤 義文 

 (1)住所：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19 階   

(2)電話：03-6268-0088  

役 割 
業界動向・需要動向に関する情報提供、販路開拓支援、販売促進支援、海外展

開支援 

効 果 

①全国規模での業界及び需要動向に関する情報を保有しており、事業計画の立

案の際の根拠となる 

②全国各地で物産展・商談会を開催しており、広範囲での販路開拓が可能 

③ホームページ作成ツールの提供、通販サイトの運営により販売促進の支援が

可能 

④海外展開を支援しており、海外に精通した専門家・バイヤーの招聘が可能 
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３．長崎県商工会連合会 会長 宅島 壽雄  

 (1)住所：長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 8階  

(2)電話：095-824-5413  

役 割 
経営計画の策定前後に係る支援、商品開発・販路開拓支援、販売促進支援、職

員の資質向上支援 

効 果 

①組織内中小企業診断士により構成される広域指導センターの活用により、事

業計画に際して、経営環境の内部・外部分析から計画策定、策定後の進捗度

管理まで幅広い支援が可能 

②農商工連携ファンドの運営により、幅広く商品開発のノウハウを保有してお

り、効果的な支援が可能 

③県連合会が主催する物産展及び商談会の活用による取引拡大 

④独自の通販サイトを運営しており販売促進の支援が可能 

⑤各種研修会の開催により、指導員等の支援ノウハウの向上が可能 
  

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


