
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
西海市商工会（法人番号 6310005003993）  

実施期間  平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

「外貨の獲得及び地域内資金循環による地域経済の活性化」を目標に、

行政を始めとする市内の諸団体等、金融機関、他の支援機関等と連携し、

小規模事業者の持続的発展のために以下の取り組みを実施します。 

・巡回訪問を基本とした伴走型支援 

・消費の市外流出防止に寄与する事業支援 

・地域資源を活かした事業支援 

・地域経済活性化のための情報発信 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地区内の経済動向を調査・分析し、小規模事業者に情報提供を行うと

ともに、事業計画の策定や見直し、実行支援に活用します。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員等の巡回訪問による個別指導を中心に経営分析を行い、分

析結果を基に事業計画策定に導きます。 

３．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者の経営課題解決のため、各種調査・分析結果をもとに、

事業計画策定支援を行います。また、経営革新や農商工連携等の申請支

援を行います。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した事業者や、経営革新や農商工連携等認定を受けた

事業者等の実施支援を、ＰＤＣＡを繰り返し伴走型で行います。 

５．需要動向調査に関すること 

取扱商品・サービスの需要動向調査を実施し、分析結果をもとに品揃

えやサービス提供方法等の助言を行います。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ソーシャルビジネス創出支援や、商店街を中心とした集客につながる

販促イベント等の支援を行います。また、農水産品地域資源の見直しや

掘り起こしを行い、地域資源を活用した付加価値のある特産品の開発や

販路開拓、飲食店のメニュー開発などを支援します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域経済活性化の方向性を検討するとともに、交流人口増を目的とす

るイベントを活用し、西海市の知名度向上と市内消費増を図ります。 

連絡先 

 〒851-3305 長崎県西海市西彼町喰場郷 1686-3 

 http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/saikai 

 (TEL) 0959-37-5400 (FAX) 0959-27-1677 

 (e-mail) saikaishi@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 

 

【西海市の概況】 

 

１．地理的条件 

 

西海市は、長崎県本土地区の西部、西彼杵半島の北部にあり、県内の二大都市であ

る長崎市と佐世保市の中間に位置し、両市まで車で１時間弱の距離にある。 

また、東岸は大村湾に、西岸は外海の五島灘、角力灘に面しており、架橋で結ばれ

ていない３つの有人島を有している。 

  総面積は 241.95k ㎡で、長崎県全体の 5.9%を占めている。山林が 45.7%で最も多く、

以下、田畑 36.1%、原野 9.5%、宅地 5.0%、その他（池沼含む）3.7%の順となっている。

 

２．歴史的条件 

 

永禄５年（1562 年）、日本最初のキリシタン大名である大村純忠（1533 年～1587 年）

が、横瀬浦（西海町）にポルトガルとの貿易港を開港したことから、西海市は南蛮貿

西海市
西
海
市
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易やキリスト教とゆかりの深い歴史を有している。 

近代に入り、炭鉱全盛期と、石炭から石油へのエネルギー革命による炭鉱閉山期を

経て、現在に至っており、各所に炭鉱全盛期を偲ばせる遺跡が残されている。 

昭和 44 年１月に西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町の５町構成となり、平

成 17 年４月１日に５町が対等合併し西海市となった。 

 

３．社会的条件 

 

平成 22 年国勢調査時点の西海市の人口は 31,176 人、世帯数は 11,875 世帯となって

いる。 

集落は、離島を含め広範囲に分散しており、社会的条件整備の面からも効率性に乏

しく公共交通過疎地。鉄道はなく、バス路線も市内を複数の事業者が分割して運行し

ており、市民の移動手段は自家用車となっている。 

生活圏は、市内及び長崎市、佐世保市を含めた近隣市町が主要地であり、本市東岸

の大村湾沿いを走る国道 206 号と、西岸の五島灘、角力灘沿いを走る国道 202 号が、

市内と市外の生活圏とを結ぶ主要道となっている。 

 

４．経済的条件 

 

平成 25 年度における本市の市内総生産額は、920 億 7,500 万円で、県全体の 2.2%

を占めている。産業別比率は、１次産業（7.1%）、２次産業（31.7%）、３次産業（63.5%）

で、細かく見ると、「製造業」（23.5%）、「サービス業」（19.2%）、が上位を占めている。

  

(1)１次産業の状況 

農業では、生産に適した気候や地理的特性を活かし、みかん、びわ、施設園芸

によるイチゴ、トマトなどを中心とした多様な作物の栽培が行われており、県内

５位の出荷額である。また、養豚が盛んに行われており、県内一の飼育頭数を誇

っている。 

水産業では、イセエビ、カサゴ、クエ（アラ）、イサキ、カキなどの特長ある

水産資源を有している。しかし、生産物の価格低迷や資材等の高騰、近年のＢＳ

Ｅ、鳥インフルエンザ、口蹄疫の影響等もあり、西海市の１次産業は極めて厳し

い経営を強いられているとともに、地域の過疎化と就業者の高齢化に歯止めがか

からず、就業人口は断続的に減少している。 

 

 (2)２次産業の状況 

大島地区の造船所や崎戸地区の製塩所など高度で独自の技術を有する企業が立

地しており、地域経済を支える大きな柱であり、県内４位の出荷額がある。 

また、現在、西海市では、脆弱な雇用環境を改善するため、製造業を主要なタ

ーゲットとして、工業団地を整備し、企業誘致実現に向けた取組を強化している。

 

 (3)３次産業の状況 

大瀬戸町松島に火力発電所が立地しているものの、大多数を占める小売業やサ
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ービス業などは、ほとんどが小規模事業者（以下、「事業者」という。）であり、

近隣地域のロードサイドへの大規模小売店舗の進出等により、購買力の市外流出

が進み、厳しい経営を強いられている。 

 

【小規模事業者を取り巻く状況・課題】 

 

１．人口減少・流出 

国立社会保障・人口問題研究所による平成 17 年から平成 47 年の将来人口推計結

果から明らかなように、西海市の総人口は、平成 17 年の 33,680 人から平成 47 年の

22,679 人へと 30 年間で 11,001 人減少（32.7％減）することが予想されている。特

に、15～64 歳の生産年齢人口が著しく、総人口減少分の 70.7％を占める 7,781 人の

減少が見込まれている。 

特に生産年齢人口は、働き手と消費者の２面性を有する経済活動の主役であり、

その減少は、西海市の事業者にとって看過できない問題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．高齢化の進展 

   上記(1)と同様の将来人口推計結果では、右肩下がりで人口減少が予想されてい

る中で、65 歳以上の高齢者数は、平成 32 年をピークにほぼ横ばいの予想となって

いる。高齢者の割合は、平成 17 年の 29.7％から、平成 42 年には 40.8％と増加する

ため、西海市の事業者や地域コミュニティ維持の観点から看過できない問題である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．消費の市外流出 

県消費者購買実態調査の結果を見ると、H6 年に 50.4％であった地元購買率が H24

は 37.2％と右肩下がりに減少している。 

西海市の人口推計（「日本の市区

町村別将来推計人口」） 

西海市の人口推計（「日本の市区

町村別将来推計人口」） 
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人口減少や購買力の流出は、西海市における商工業の衰退、コミュニティの崩壊

等をもたらし、事業者の売上の減少・店舗数の減少に繋がっている。 

特に、飲食料品を始めとする生活関連の店舗数の減少は、先に挙げた高齢化の進

展及び大規模小売店舗の進出と相まって、買い物に苦慮する高齢者（買い物弱者）

を生むとともに、地域の事業主等が中心に担ってきた地域コミュニティ活動（消防

団、子供の見守り活動・子育て支援など）の深刻化を促すものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地域資源の活用不足 

前述した１次産業の状況にある中で、「原口みかん」「西海ポーク」「うず潮カキ」

「えびす蛸」「大島トマト」など特徴のある産品としてブランド化しているもの、市

場の中で高い地位を占めるまでには至っていない。 

その中で、大根の加工品である「ゆでぼし大根」は日本一の生産量を誇るものの、

他の１次産品は、ほとんどが生鮮品として出荷されており、付加価値づくりがなさ

れていない。 

また、前述した地域の歴史についても、キリスト教関連や、近代エネルギー産業

関連の歴史を有しており、世界遺産に登録された「長崎の産業革命遺産」や、これ

から登録を目指す「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の対象からは外れている

ものの、西海市の地域資源として活用されていない。 

 

【経営発達支援計画の目標】 

 

経営発達支援計画の目標を「外貨の獲得及び地域内資金循環による地域経済の活性

化」とする。 

目標達成のために、行政を始めとする市内の諸団体、金融機関、他の支援機関等と

連携を図り、目標達成を通して、第１次西海市総合基本計画（後期計画）の実現につ

なげる。 

 

西海市および旧５町における地元購買率の推移 
(「平成 24年度長崎県消費者購買実態調査報告書」) 
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【目標達成のための手段】 

 

 (1)巡回訪問を基本とした伴走型支援 

経営改善普及事業の基本である巡回訪問を中心に、経営発達支援計画を遂行す

るために必要な情報を収集し、個別企業の経営力向上・販売促進等を継続的に支

援し事業者の持続的発展を図る。 

また、事業者個別の現状分析と需要を見据えた事業計画の策定を支援し、事業

推進のための補助金等の申請支援の更なる充実と伴走型の経営発達支援を図る。

 

 (2)消費の市外流出防止に寄与する事業支援 

少子高齢化や人口減少等によって生じる買い物弱者、子育て支援等、地域住民

の生活に密着した社会的課題について、関係団体とも連携し、ソーシャルビジネ

ス創出支援を行うとともに、地域の商業振興事業の実施や、ソーシャルビジネス

と商業振興の連携事業の展開により、地域内での資金の循環を促し、内向きの内

需持続化を図る。 

また、事業者間の横のつながりを強める場を提供することで市内における企業

間取引拡大を図る。 

 

 (3)地域資源を活かした事業支援 

農水産品地域資源の見直しや掘り起こしを行い、消費者のニーズを調査・分析

したうえで、地域資源を活用した特産品の開発や販路開拓、飲食店のメニュー開

発などを通じて地域外から外貨を稼ぐ体制を定着させるとともに、企業間での横
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展開を図る。 

 

 (4)地域経済活性化のための情報発信 

ホームページ・SNS などの情報ツールやパンフレット・チラシなどの紙媒体ツ

ールの拡充など、受け手に応じたあらゆる手段を通じて、事業者の取り組み、物

産・イベント等の情報を正確に、わかりやすく、タイムリーに地域内外へ発信す

ることで、交流人口の拡大及び販路拡大を図る。 

 

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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

地区内の経済動向を調査・分析することにより、小規模事業者や創業予定者が経済

環境の変化に対応できる経営指針づくりを支援していく。 

 

（事業内容） 

 (1)景気動向調査による経済動向の情報収集と提供【指針③】 

これまでは、全国商工会連合会の中小企業景況調査を、中小企業 15 事業者対象

として実施している。その結果は、調査対象企業へのフィードバックのみに留ま

っており有効活用がなされていないという課題や、小規模事業者枠での集計を行

っておらず、相談時の提供資料として活用されていないという課題がある。 

今後は、既存の中小企業景況調査と別に、小規模事業者を対象とする景気動向

調査を新たに実施する。 

景気動向調査については、４業種（製造・建設・小売・サービス）の小規模事

業者（各５事業者）を対象に、設定した調査項目（売上高・仕入単価・採算・資

金繰り・業況等）について四半期毎に聞き取り調査を行う。 

この調査結果は、既存の中小企業景況調査の結果と比較しながら、商工会とし

て小規模事業者事業計画策定や経営相談のための資料として活かすと同時に、小

規模事業者が自社の事業計画策定や見直しの判断材料として活用できるよう、巡

回訪問の際に説明することに加え、商工会ホームページを通じて年４回情報発信

を行う。 

 

 (2)行政や金融機関の調査統計を活用した経済動向の情報収集と提供【指針③】 

これまでは、国・県が実施している各種統計データ(国勢調査、経済センサス（商

業統計含む）、家計調査、工業統計、農業センサス、観光入込客数調査報告書等)
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や、日本政策金融公庫が発行する「全国中小企業動向調査」、地域金融機関が発行

する調査レポート等については、事業者からの相談の際に必要に応じてその都度、

収集し個別に提供していた。また、相談のあった事業者への個別提供に留まって

いた。 

そのため、今後は、国・県等が実施している各種統計データから、西海市の経

済動向を表す以下の情報を抽出し、新たに経済動向レポートとして取りまとめる。

    ・国勢調査、人口動態調査等…年齢別人口、世帯数、将来推計人口等 

    ・経済センサス等…業種別事業所数、従業者数、製品生産額、商品販売額等 

    ・職業安定業務月報…有効求人倍率、職業紹介状況等 

    ・観光統計…観光客数、観光消費額 

    ・市町村別車両数等…自動車保有台数、世帯当たり保有割合 

    ・ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム…地域経済循環図、稼ぐ力分析等 

    ・日本政策金融公庫の全国中小企業動向調査からの経済動向 

・地域金融機関の調査レポート等からの経済動向 

上記レポートは、商工会として事業計画策定や経営相談のための資料として活

かすと同時に、小規模事業者が自社の事業計画策定のきっかけや見直しの判断材

料として活用できるよう、巡回訪問の際に説明することに加え、商工会ホームペ

ージを通じて年１回情報発信を行う。 

 

（目標）  

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

景気動向調査事業所数 0 20 20 20 20 20 

景気動向調査・発信回数 0 4 4 4 4 4 

経済動向レポート作成・発信回数 0 1 1 1 1 1 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回訪問による個別指導を中心に、窓

口相談、各種セミナー・研究会等を通じて経営分析及び分析結果の提供を行う。 

専門的な課題等については、中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）、

長崎県産業振興財団（以下、「県財団」という。）、中小企業診断士、税理士、長崎県商

工会連合会（以下、「県連合会」という。）、よろず支援拠点、と連携し、専門家派遣や

個別指導による支援を受け、そのフォローアップも含め伴走型支援を行う。 

 

（事業内容） 

 (1)徹底した巡回訪問の実施による経営状況の把握と経営分析の実施【指針①】 

経営指導員と経営支援員が市内 5町を毎月 1回ペアで巡回訪問する際に、分析

の対象となる事業者を選定し、取扱商品・サービス・保有技術などの強み・弱み

や、売上・客数などの定量的データからの分析を行う。 

分析は、ＳＷＯＴ分析を全業種について行うとともに、ＡＢＣ分析や店舗診断、
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フード＆レイバー率分析など業種に応じて状況把握につながる手法を用いる。 

分析結果については、グラフ・図・画像などを使いながら、事業者が認識しや

すい説明資料を作成し、巡回訪問の際に事業者に配布・説明し、強み・弱みの認

識を促すとともに、事業計画策定を意識させる。 

また、必要に応じて専門家派遣施策を活用し、より専門的な分析を行う。 

 

(2)経理・決算支援の活用による財務状況分析の実施【指針①】 

記帳・決算支援を実施している事業者に対し、ＰＬ・ＢＳを基に、収益性・安

全性・資金繰り等の財務内容の分析を行う。 

分析結果については、日本政策金融公庫が提供する事業者の経営指標や全国商

工会連合会が提供するネット de 記帳データに基づく経営指標と比較し、グラフ・

図・画像などを使いながら、事業者が認識しやすい説明資料を作成し、巡回訪問

の際に事業者に配布・説明し、強み・弱みの認識を促すとともに、事業計画策定

を意識させる。 

特に、これまで実施していなかった資金繰り表の作成支援や、キャッシュフロ

ー計算書の作成支援などを行い、事業者の満足度向上を目指す。 

 

 (3)専門家を活用した経営支援の実施【指針①】 

    従来から実施している外部講師を招いた講習会・個別相談会では、参加事業者

の数にこだわり共通テーマを模索することで漠然とした内容になるという課題が

あった。 

今後は、対象事業者やテーマを絞り、より実践的に自社の現状・課題と向き合

えるような少人数のゼミ形式の研究会を多数回実施する。 

このことで、参加事業者の課題解決を促進させるとともに、参加事業者同士の

繋がりを深め、事業連携を模索できる環境を提供可能となる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

巡回訪問件数 1,980 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

経営分析件数 20 50 120 120 120 120 

財務状況分析件数 5 100 280 280 280 280 

研究会開催回数 2 2 3 5 8 10 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

事業者の経営課題解決のため、上記１の経済動向調査結果、上記２の経営分析、下

記５の需要動向調査結果を踏まえ、事業計画策定支援を行う。 

また、必要に応じて、中小機構、県財団、長崎県中小企業団体中央会、中小企業診

断士、税理士、県連合会、よろず支援拠点と連携し、専門家派遣や個別指導による支

援を受け、伴走型による助言・フォローアップを行い事業者の持続的発展を図る。 
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（事業内容） 

 (1)巡回訪問を中心とした事業計画策定事業者の掘り起こし【指針②】 

経営指導員と経営支援員が市内 5町を毎月 1回ペアで巡回訪問の際や、事業者

からの金融相談、決算・税務相談、補助金の申請相談等の際に、なぜ事業計画策

定が必要なのか、補助金申請のポイント、利益率の目標を達成するにはどのよう

な計画が可能かなど、事業計画を明文化する重要性を説く。また、上記２で経営

分析を行った事業者に対し、重点的に事業計画策定の掘り起こしを行う。 

また、共通の課題や目的を持つ事業者が連携して行う研究会等の開催を支援

し、個別の事業計画策定や連携した事業計画の策定を目指す事業者の掘り起こし

を行う。 

 

(2)事業計画説明会による事業計画策定支援【指針②】 

新たな取り組みとして、まずは、商工会内部組織の中心となる事業者に対し、

事業計画策定説明会を開催し、経営指導員が伴走型で、Ａ３用紙１枚にまとめた

簡易な事業計画書（中小機構の「小規模事業者の事業計画づくりサポートブック」

を活用）の策定を支援する。 

その後、事業計画説明会の対象を全事業者に拡大しながら、簡易な事業計画策

定事業者数を増やして行く。 

さらに、ステップアップした事業者には、専門家派遣施策を活用し、高度な事

業計画書の策定を支援する。 

 

 (3)中小企業新事業活動促進法関連の事業計画策定支援【指針②】 

巡回訪問を中心として掘り起こした事業者のうち、新規性・採算性・継続性を

確認し、促進法認定の可能性のある事業者は、経営革新、農商工連携、地域資源

活用の制度やメリットを説明して促進法認定申請書の作成を支援する。 

また、農商工連携に関しては、促進法と別に、県連合会が実施する長崎県農商

工連携ファンドの申請書作成についても積極的に支援を行う。 

事業計画策定は、経営指導員が伴走型で支援し、専門性の高い分野等は、必要

に応じて専門家の支援を要請する。 

 

(4)補助金申請を活用した事業計画策定支援【指針②】 

小規模事業者持続化補助金等の補助金申請時に事業計画の策定支援を行うと

ともに、採択を受けた事業者に対して、効果的な事業実施に繋げるためにフォロ

ーアップを行う。 

また、採択に至らなかった事業者に対しても、事業計画のブラッシュアップの

ためのフォローアップを行う。 

  

（目標） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

巡回訪問件数 1,980 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
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説明会開催回数（参加者数） 2(60) 2(60) 3(90) 4(80) 5(100) 5(100)

事業計画策定件数 14 20 30 40 50 50 

法認定申請書策定件数 0 1 5 10 10 10 

補助金申請件数 11 20 30 30 40 40 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

これまで、事業計画策定後のフォローアップについては、不定期に必要な都度行う

など計画的に実施できていなかったため、今後は、上記３の事業計画策定支援で事業

計画を策定した事業者に対し、進捗確認・課題の把握・計画修正など、ＰＤＣＡサイ

クルを回しながら、定期的に伴走型による助言・実施支援を行う。 

また、必要に応じて、中小機構、県財団、長崎県中小企業団体中央会、中小企業診

断士、税理士、県連合会、よろず支援拠点と連携し、専門家派遣制度を活用しながら、

伴走型個別指導による支援を行う。 

 

（事業内容） 

(1)巡回訪問を中心とした事業計画実施支援【指針②】 

    事業計画を策定した事業者の実施支援のために、四半期毎に事業計画進捗状況

の確認を行うとともに、上記１の地域の経済動向に関する情報や、下記５の需要

動向に関する情報を提供するなど、必要な指導や助言を行い、事業計画の実効性

を高めていく。 

進捗状況確認の際に、新たな課題や事業計画との差異が発生している場合は、

原因と対策を伴に考え、計画の修正も含めた支援・助言を行うとともに、必要が

あれば、その都度の課題に応じて専門家派遣などを活用しながら、専門家と連携

し伴走型の支援を行う。 

また、資金が必要な事業者には、「小規模事業者経営改善資金」や「小規模事

業者経営発達支援融資制度」などの融資制度を積極的に活用し資金調達を支援し、

資金調達後、四半期毎に進捗状況や新たな課題などの確認のために巡回訪問を行

う。 

 

(2)中小企業新事業活動促進法等の法認定関連の事業計画実施支援【指針②】 

    経営革新、農商工連携、地域産業資源活用等の事業計画を策定し、各促進法に

基づく認定を受けた事業者に対して、効果的な事業実施に繋げるために、四半期

毎に進捗状況や新たな課題などの確認のために巡回訪問を行う。訪問時には、上

記１の地域の経済動向に関する情報や、下記５の需要動向に関する情報を提供す

るなど、必要な指導や助言を行い、事業計画の実効性を高めていく。 

また、必要があれば、実施状況や、その都度の課題に応じて専門家派遣などを

活用しながら、計画の修正も含めた支援・助言を専門家と連携し伴走型の支援を

行う。 

 



11 
 

(3)補助金制度を活用した事業計画実施支援【指針②】 

小規模事業者持続化補助金や長崎県農商工連携ファンドの採択を受けた事業

者に対して、効果的な事業実施に繋げるために、四半期毎に事業計画の進捗状況

や新たな課題などの確認のために巡回訪問を行う。新たな課題や事業計画との差

異が発生している場合は、原因と対策を伴に考え、計画の修正も含めた支援・助

言を行う。 

順調に事業計画が遂行できている事業者については、次のステップとして、経

営革新計画、農商工連携計画等の事業計画策定支援に繋げて行く。 

また、必要があれば、実施状況や、その都度の課題に応じて専門家派遣などを

活用しながら、専門家と連携し伴走型の支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

事業計画実施支援件数 30 80 120 160 200 200 

発達支援融資利用件数 0 1 2 3 4 5 

促進法等認定事業者支援件数 0 4 20 40 40 40 

補助金採択事業者支援件数 11 80 120 120 160 160 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

事業者の持続的発展に向け、消費者の需要動向を調査・分析し、事業者に対して補

則説明を加えながら情報提供を行う。 

また、調査結果を踏まえて、事業に活かすための仮説を立案し、事業者の経営計画

策定及び見直し支援の基礎データとして活用する。 

 

（事業内容） 

(1)消費喚起策の経済効果調査の実施と提供【指針③】 

６ヶ月未満の期間で実施するプレミアム付き商品券事業や、後述する新たな需

要の開拓に寄与する事業で取り組む「地域内資金循環型事業」実施時に消費者ア

ンケートを実施し、地域の消費動向等（回答者属性、業種別利用金額、地域別利

用金額、日常消費利用割合など）について調査・分析する。 

調査結果については、事業者にわかりやすくポイントを図解した資料を作成

し、商工会ホームページ掲載により公開するとともに、巡回訪問の際に事業者に

配布・説明し、個別の事業計画策定・見直し及び実行支援に活かす。 

 

 (2)市民に対する購買動向調査の実施と提供【指針③】 

長崎県からの委託により消費者購買実態調査を 3年に 1回実施するとともに、

他の 2 年は独自に同調査を実施したうえで、地域の消費動向等（回答者属性、品

目別購入地域、業態別買い物割合、買い物時間帯、通信販売利用品目、利用した

い買い物支援サービスなど）について調査・分析する。 
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調査結果については、報告資料を作成・印刷し、巡回訪問の際に補則説明を加

えながら事業者に配布するとともに、商工会ホームページ掲載により公開する。

また、個別の事業計画策定・見直し及び実行支援に活かす。 

 

 (3)飲食店顧客を対象としたアンケート調査の実施【指針③】 

地域資源を活用する飲食業については、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、地域イメージ、改善点など）を年 2 回実

施する。 

調査結果については、報告資料を作成・印刷し、巡回訪問の際に補足説明を加

えながら事業者に配布するとともに、商工会ホームページ掲載により公開する。

また、個別のメニュー開発や、事業計画策定・見直し及び実行支援に活かす。 

 

 (4)外部情報を活用した商品・サービス等の需要動向の情報収集と提供【指針③】 

事業者の商品・サービス・保有技術の需要動向について、㈱経営ソフトリサー

チが運営する経営情報サービスの業界動向、日本経済新聞・日経 MJ 等よりトレン

ド商品情報等を収集・分析する。 

例として、商業・サービス業分野は、日経流通新聞と日経産業新聞、工業・製

造業分野は、日刊工業新聞と日経産業新聞により、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、大手企業の動向、地方

都市での活性化に向けた取り組み情報等が考えられる。 

あわせて、商工サービス業 350 業種の動向と最新情報が掲載されている「業種

別業界情報（経営情報出版社編）」の該当業種ページの情報を参考にして、情報収

集を行っていく。 

収集・分析した結果については、業種別に整理しながら、事業者個別に情報提

供するとともに、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） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

巡回訪問件数 1,980 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000

消費者アンケート回数 1 1 2 2 2 2 

消費者購買調査回数 0 1 1 1 1 1 

飲食来店アンケート回数 2 2 2 2 2 2 

 

 

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】 

 

ア．地域内資金循環型（小売・サービス・飲食振興）事業【指針④】 

少子高齢化や人口減少等によって生じる買い物弱者、子育て支援等、地域住民

の生活に密着した社会的課題について、西海市と連携し、ソーシャルビジネス創

出支援を行うとともに、商店街を中心に、100 円商店街（店舗の軒先に 100 円の商
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品を並べ、商店街全体を 100 円ショップに見立てるといったイベント。 100 円で

買える商品は集客のための呼び水として利用し、最終的には店内の通常商品の購

入を促すことが目的）や、まちゼミ（店主が講師となって、専門知識やプロなら

ではのコツを無料で提供する少人数制のゼミ。お店の特徴・店主のこだわりや人

柄を知ってもらいお客様と信頼関係を築くことが目的）などの集客につながる販

促イベントの実施や、ソーシャルビジネスと商業振興の連携事業の展開といった

面的な支援と、上記２の経営分析結果や、上記５の需要動向調査結果による個別

の事業者への支援を組み合わせて実施することで、地域内での資金の循環を促し、

地域の課題である市内消費の維持・喚起を図る。 

 

（事業内容） 

 (1) 地域課題の解決に向けたソーシャルビジネス創出支援と商業振興のためのセミ

ナーを年 1回以上開催する。【指針④】 

 (2) 長崎県から認定を受けた準まちなか活性化基本計画に基づき、商業活性化のた

めの消費者向け販促イベントを年 1回以上実施する。さらに、市内の他の地区にお

いても同様の事業を順次実施する。【指針④】 

 (3) 高齢者及び買い物弱者支援策として、公共交通過疎地を対象とした買い物循環

バスを実験的に上述の販促イベントに併せて運行させるとともに、その効果や販促

イベントについて検証するために、西海市・地域消費者・事業者が参加する消費者

懇談会を年 1回以上開催する。懇談会の協議結果は、次年度の計画にフィードバッ

クする。【指針④】 

 (4) 西海市の支援を受け、市内のみで使用できるプレミアム付き商品券を年 1 回発

行し、市内消費の維持・喚起による売上増を図る。【指針④】 

 (5) 小売業やサービス業を中心に、店舗ごとのクーポン付き共同広告を実施し、販

売促進を行うことで消費の流出防止と売上向上を図る。【指針④】 

 (6) 実施する事業の広報や事業者の商品・サービスのＰＲに活用するための商工会

ホームページや SNS ツールを整備し、毎日情報提供を行う。【指針④】 

 

（目標） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

セミナー等開催回数（参加者数） 1(36) 1(40) 2(80) 2(80) 2(80) 2(80)

商業振興ｲﾍﾞﾝﾄ実施回数 0 1 2 3 4 6 

消費者懇談会開催回数 0 1 1 1 1 1 

商品券加盟店数 180 200 210 210 210 210 

共同広告実施回数 0 1 2 2 2 2 

 

イ．外貨獲得型（商品開発・販路開拓）事業【指針④】 

農水産品地域資源の見直しや掘り起こしを行い、都市圏消費者のニーズを調

査・分析したうえで、地域資源を活用した付加価値のある特産品の開発や販路開

拓、飲食店のメニュー開発などを通じて地域外から外貨を稼ぐ体制を定着させる

とともに、企業間での横展開を図る。また、造船業や関連企業等が保有する技術
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の活用策の検討による支援を行い、企業間取引の販路開拓を支援し外貨獲得を図

る。 

 

（事業内容） 

 (1) 地域資源を活用した特産品開発・販路開拓及び農商工連携のためのセミナーま

たは個別相談会を、NPO 法人西海市観光協会（以下、「観光協会」という。）と連携

し年 1回以上開催する。【指針④】 

 (2) 特産品の製造・販売を行う事業者の連携した商品開発や販路拡大のため研究

会・勉強会を年 1 回以上開催し、新商品開発や既存商品のブラッシュアップによ

る高付加価値化の取り組みを支援し売上増を図る。【指針④】 

 (3) 長崎・西彼半島地区 6 商工会が連携し、長崎市内で物産展を開催し、特産品の

認知度向上と売上増を図る。【指針④】 

 (4) 各地で開催される商談会・物産展・展示会に出展する事業者に対し、出展支援

を行う【指針④】 

 (5) 飲食業については、西海市・観光協会と連携し、既存の「さいかい丼フェア」（参

加する飲食店が西海市内特産の１次産品を使用したオリジナル「丼」を店舗ごと

に提供する食のイベント。全店舗のメニューをラインナップし消費者向けに広告

し、飲食店の閑散期の集客が目的）に代表される、消費拡大につながる市外から

の誘客イベントを実施するとともに、メニュー開発の支援を行ことで魅力アップ

に繋げ、交流人口増による飲食業の売上増と他業種への波及効果を図る。【指針④】

 (6) 造船関連事業者・製造業者を対象に技術活用及び競争力強化に資するセミナー

を年 1 回開催し、新分野への事業拡大を促すとともに、各地で開催される展示会

等への出展支援を行う。【指針④】 

 (7)  実施する事業の広報や事業者の商品・サービスのＰＲに活用するための商工会

ホームページや SNS ツールを整備し、毎日情報提供を行う。【指針④】 

 

（目標） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

セミナー等開催回数（参加者数） 0(0) 2(50) 2(60) 2(80) 2(80) 2(80)

物産店等開催回数 0 1 2 2 2 2 

特産品等開発支援企業数 0 5 10 10 10 10 

市外誘客ｲﾍﾞﾝﾄ実施回数 2 2 2 2 2 2 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

西海市、観光協会と連携し、今後の地域経済活性化の方向性を検討するとともに、

交流人口増を目的とする「西海大鍋まつり」の実行委員会に参画し、西海市の知名度

向上と市内消費増を図る。 
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（事業内容） 

 (1) 西海市、観光協会で構成する「西海市活性化会議」を年 1 回開催し、市外から

の交流人口増による地域経済活性化の方向性について検討する。 

 (2) 特産品等の知名度向上・消費拡大を目的とした「西海大鍋まつり」（西海市内特

産の１次産品をＰＲするための食のイベント。著名なシェフが調理した鍋の提供

や、市内業者が特産品などを販売する。市外消費者への特産品知名度向上が目的）

の実行委員会に毎年参画し、市内事業者等の出店を促進し売上増を図るとともに、

市内の農水産物を活用したオリジナル鍋を出展し消費者への知名度向上を図り、交

流人口増を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

活性化会議開催回数 0 1 1 1 1 1 

出店者数 36 40 45 50 50 50 

 

 

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 

 

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)地域の経済動向についての情報交換 

西海市、市内の認定支援機関（金融機関）、日本政策金融公庫、中小企業診断士等

の専門家と連携した「連絡会議」を主催し、行政や金融機関が有する情報を基に、

中小企業診断士等の専門家の視点やノウハウを加えながら、地域経済の各種経済動

向について総合的に情報交換を行う。 

 

 (2)需要動向についての情報交換 

経営状況の調査により得られた事業者の取扱商品・サービス・保有技術などの分

析を基に、需要を見据えた戦略の基礎的情報とて活用を図るため、中小企業診断士

等の専門家やよろず支援拠点と連携し、専門的な分析と総合的な評価を行いながら

事業者の事業計画を策定するためのノウハウ等の情報交換を行う。 

 

 (3)販路開拓についての情報交換 

外貨獲得を目指す事業者支援のため、県連合会、よろず支援拠点と連携し、支援

する事業者の商品情報や、効果的な商品開発手法、販売チャネル等の情報交換を行

う。 

 

 (4)創業支援についての情報交換 

西海市創業支援事業計画（産業競争力強化法に基づき西海市が申請中）により、

西海市、市内の認定支援機関（金融機関）と連携し、空き店舗情報や創業支援策な

ど創業環境の情報共有を行うとともに、創業計画の策定はもとより、創業後の事後



16 
 

指導を徹底するなど、伴走型の指導・助言の支援ノウハウ等の情報交換を行う。 

 

 (5)地域経済活性化についての情報交換 

西海市、観光協会で構成する「西海市活性化会議」を開催し、市外からの交流人

口の動向や団体毎の事業実施状況等についての情報交換を行うとともに、地域経済

活性化のためのイベント実施後に、経済効果や実施内容等の振り返りを行い次回開

催に活かす。 

 

 (6)近隣商工会との情報交換 

・県連合会が主催する「経営指導員研修」「専門スタッフ研修」「経営支援力向上研修」

等において、支援ノウハウ、支援状況、先進企業事例等について情報交換を行う。

・長崎・西彼半島地区 6 商工会が開催する「職員研修会」等において、管内マーケッ

ト情報、連携事業等について研究・情報交換を行う。 

・長崎・西彼半島地区 6 商工会が九州北部税理士会長崎支部と開催する「税務相談所

連絡協議会」において、支援ノウハウ、支援状況等について情報交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

・県連合会が主催する研修会に経営指導員等が年１回以上参加し、売上増や円滑な事

業承継等につながる支援能力の向上を図る。 

・経営指導員と経営支援員が市内 5 町をペアで巡回訪問することを基本に、情報共有

及び支援状況の連絡会議を毎週 1 回以上開催し、異なる視点での事業者への提案内

容の協議を行うことで支援方法等の向上を図る。 

・事業の進捗状況をガントチャートまたはグラフ化し、事務所内に表示することで、

職員が誰でも、いつでも把握できる状況をつくる。 

・上述のペアでの巡回訪問を基本とすることで、職種の垣根や経験年数を超えた支援

方法等をＯＪＴにより共有を行い、伴走型支援能力の向上を図る。 

・専門家派遣による事業者支援の際に経営指導員等が同行し、専門家が行う情報収集

方法や助言内容等について学ぶなど支援能力の向上を図る。 

 

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・

検証を行い、必要に応じて見直しを図る。 

 ・商工会正副会長、有識者（学識経験者、企業支援専門家）、行政担当課等による「検

証会議」を創設し、事業実施状況の報告を行い、成果の評価、見直し策の検討を経

て見直し方針を決定する。 

 ・事業の成果・評価の結果及び見直し策については、理事会へ報告し承認を受ける。

 ・事業の成果・評価の結果については総代会へ報告する。また、見直し策については

年度毎の事業計画に反映し総代会の承認を受ける。 

 ・事業の成果・評価・見直し策については、総代会資料（概要版）により事業者に周

知するとともに、商工会ホームページで計画期間中公表する。 



17 
 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先        〒851-3305 長崎県西海市西彼町喰場郷 1686-3 

          TEL 0959-37-5400 FAX 0959-27-1677 

          http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/saikai 

          saikaishi@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【経営発達支援計画実施体制】 
 組織区分 経営指導員 経営支援員 一般職員他 

事務局長 
(マネジメント) 

総務課 兼務 1 1 1 

1 経営支援課 4 5 2 

      

 
定期 

巡回 

体制 

西彼地区 (1) (1) 
<窓口対応> 

指導員(1) 

支援員(2) 

 西海地区 (1) (1) 

 大島・崎戸地区 (1) (1) 

 大瀬戸地区 (1) (1) 

 ※経営指導員と経営支援員のペアを基本とした定期巡回訪問体制 

  ( )内の数字は内数 

 ※定期巡回は毎月第 1週を基本に実施 

総代会 
（110 名） 

会長 
（1名） 

監事 

（2名） 

副会長 

（2名） 

理事 

（16 名） 

 
 会員 

（624 名） 

理事会 
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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） 

 平成 28 年度 

(28年4月以降)
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 30,680 31,180 30,180 27,580 27,580

 

経営改善普及事業指導事業費 

 旅費 

 事務費 

 指導事業費 

 研修事業費 
記帳機械化ｵﾝﾗｲﾝ推進事業費 

 指導用軽車両購入費 

 小規模事業施策普及費 

 商工会等指導環境推進費 

 広域連携等対策事業費 

地域振興調査事業費 

むらおこし総合活性化事業費 

 広域振興等地域活性化事業費 

市補助事業費 

全国連補助事業費 

 
 

 

 

 

14,680

350

4,000

3,500

100

430

500

100

5,000

200

0

500

0

13,000

3,000

15,180

350

4,000

3,500

100

430

500

100

5,000

200

500

500

0

13,000

3,000

15,080

350

4,000

3,500

0

430

500

100

5,000

200

500

500

0

13,000

3,000

14,580 

350 

4,000 

3,500 

0 

430 

500 

100 

5,000 

200 

500 

0 

0 

13,000 

0 

14,580

350

4,000

3,500

0

430

500

100

5,000

200

500

0

0

13,000

0

（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 

県補助金、市補助金、県連補助金、全国連補助金、県連助成金、会費、手数料等、 

事業受託料 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



１９ 
 

（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 

○専門家派遣・個別指導による高度・専門的経営支援 

→「２．経営状況の分析に関すること」 

「３．事業計画策定支援に関すること」 

「４．事業計画策定後の実施支援に関すること」 

○巡回訪問を中心とした事業計画実施支援 

→「４．事業計画策定後の実施支援に関すること」 

○市内における社会的課題の共有と対策についての意見交換 

→「６．新たな需要の開拓に寄与する事業（ア．地域内資金循環事業）に関すること」

○特産品開発に関する地域資源の掘り起こしと販路開拓支援及び交流人口増加対策 

→「６．新たな需要の開拓に寄与する事業（イ．外貨獲得型事業）に関すること」 

「Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み」 

○支援力向上のための情報交換 

→「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り組み」 

連携者及びその役割 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 

（代表者）本部長 齊藤 三 

（住 所）福岡市博多区祇園町 4-2 サムティ博多祇園 BLDG. 

（ＴＥＬ）092-263-1500 

（役 割）国の施策の情報提供、ミラサポによる専門家派遣による助言 

 

公益財団法人長崎県産業振興財団 

（代表者）理事長 若杉 謙一 

（住 所）長崎市出島町 2番 11 号出島交流会館 6･7 階 

（ＴＥＬ）095-820-3838 

（役 割）各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言 

 

長崎県中小企業団体中央会 

（代表者）会長 石丸 忠重 

（住 所）長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 9階 

（ＴＥＬ）095-826-3201 

（役 割）各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言 

 

一般社団法人長崎県中小企業診断士協会 

（代表者）会長 栗林 末毅 

（住 所）長崎市恵美須町 7-21 恵美須マンション 2Ｆ 

（ＴＥＬ）095-822-3621 
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（役 割）各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、地域の経済動向につい

ての情報交換 

 

九州北部税理士会長崎支部 

（代表者）支部長 松本 信幸 

（住 所）長崎市八百屋町 2番 3号 

（ＴＥＬ）095-821-0600 

（役 割）各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言 

 

長崎県商工会連合会 

（代表者）会長 宅島 壽雄 

（住 所）長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 8階 

（ＴＥＬ）095-824-5413 

（役 割）各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、中小企業景況調査の分

析支援、事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催支援、商品開発研究会

の開催支援、地域の経済動向についての情報交換、販路開拓についての情報

交換、経営指導員等の資質向上支援 

 

長崎県よろず支援拠点 

（代表者）長崎県商工会連合会 会長 宅島 壽雄 

（住 所）長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 9階 

（ＴＥＬ）095-828-1462 

（役 割）各種施策の情報提供、専門家の派遣事業による助言、需要動向についての情

報交換、販路開拓についての情報交換 

 

西海市 

（代表者）市長 田中 隆一 

（住 所）西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2222 番地 

（ＴＥＬ）0959-37-0064（まちづくり推進課） 

（役 割）ソーシャルビジネス創出支援、プレミアム付き商品券事業実施支援、さいか

い丼フェア実施支援、地域の経済動向についての情報交換、創業支援につい

ての情報交換、地域経済活性化についての情報交換 

 

NPO 法人西海市観光協会 

（代表者）理事長 森口 昭德 

（住 所）西海市西海町中浦北郷 2541-1 

（ＴＥＬ）0959-37-5833（オランダ村事務所） 

（役 割）地域資源活用セミナー開催支援、さいかい丼フェア実施支援、地域経済活性

化についての情報交換 

 

株式会社日本政策金融公庫佐世保支店 

（代表者）支店長 時岡 新一郎 
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（住 所）佐世保市天満町 2-21 

（ＴＥＬ）0956-22-9155 

（役 割）金融制度支援の情報提供、経済動向の情報提供、財務状況分析の情報提供、

小規模事業者経営発達支援融資制度等の活用助言、地域の経済動向について

の情報交換、 

 

株式会社親和銀行大瀬戸支店 

（代表者）支店長 東 竜太 

（住 所）西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2278-28 

（ＴＥＬ）0959-22-0003 

（役 割）金融制度支援の情報提供、経済動向の情報提供及び情報交換、創業支援につ

いての情報交換 

 

株式会社親和銀行大串支店 

（代表者）支店長 江頭 輝彦 

（住 所）西海市西彼町喰場郷 130-11 

（ＴＥＬ）0959-27-1860 

（役 割）金融制度支援の情報提供、経済動向の情報提供及び情報交換、創業支援につ

いての情報交換 

 

株式会社親和銀行大崎支店 

（代表者）支店長 黒石 有二 

（住 所）西海市大島町 1850-2 

（ＴＥＬ）0959-34-2045 

（役 割）金融制度支援の情報提供、経済動向の情報提供及び情報交換、創業支援につ

いての情報交換 

 

株式会社十八銀行大瀬戸支店 

（代表者）支店長 近藤 祐之 

（住 所）西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2253 

（ＴＥＬ）0959-23-3318 

（役 割）金融制度支援の情報提供、経済動向の情報提供及び情報交換、創業支援につ

いての情報交換 

 

株式会社長崎銀行大瀬戸支店 

（代表者）支店長 岡 博喜 

（住 所）西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2278-26 

（ＴＥＬ）0959-22-0073 

（役 割）金融制度支援の情報提供、経済動向の情報提供及び情報交換、創業支援につ

いての情報交換 

 



２２ 
 

連携体制図等 

 

○専門家派遣・個別指導による高度・専門的経営支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○制度資金を活用した事業計画の実行支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市内における社会的課題の共有と対策についての意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特産品開発に関する地域資源の掘り起こしと販路開拓支援及び交流人口増加対策 

 

 

 

 

 

 

中小企業基盤整備機構 
長崎県産業振興財団 

長崎県中小企業団体中央会 
長崎県中小企業診断士協会 
九州北部税理士会長崎支部 
長崎県商工会連合会 
長崎県よろず支援拠点 

長崎県事業承継支援センター 

連
携
者

 
専門家

 
商工会

小
規
模
事
業
者 

西海市 
連
携
者

商工会 

小規模事業者 

西海市 
NPO法人西海市観光協会 

連
携
者

商工会 

小規模事業者 

日本政策金融公庫佐世保支店
連
携
者

商工会 

小規模事業者 



２３ 
 

 

○支援力向上のための情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県商工会連合会 
九州北部税理士会長崎支部 

連
携
者 

商工会 

親和銀行大瀬戸支店 
親和銀行大串支店 
親和銀行大崎支店 
十八銀行大瀬戸支店 
長崎銀行大瀬戸支店 

西海市 
中小企業診断士協会 

日本政策金融公庫佐世保支店


