
経営発達支援計画の概要 

実施者名 南島原市商工会（５３１０００５００５６６９） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

①世界遺産登録に伴う観光客増による小規模事業者の所得向上のための

「よかとこ南島原おもてなし事業」の実施 

②地場産業であり、全国第二の生産量を誇る「島原手延そうめん」のＰ

Ｒと生産者の振興のため「島原手延そうめん活性化支援事業」の実施

③本市の農水産物による小規模事業者のふるさと名物商品開発と加工業

者の起業化のため「農商工連携・６次産業化推進支援事業」の実施 

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 

  ・中小企業景況調査、本市の各種経済動向調査の実施と活用 

２．経営状況の分析  

  ・経営状況の分析のため「巡回訪問件数」「よろず経営相談会開催回

数」「経営分析数」の実施と活用 

３．事業計画の策定支援 

  ・事業計画策定のための「セミナー等開催回数」「事業計画策定事業

者数」「小規模事業者経営発達支援融資制度利用件数」の実施 

  ・創業等支援のための「南島原創業塾の開催回数」「創業等による支

援者数」「空き店舗マッチング事業支援事業者数」の実施 

４．事業計画策定後の支援 

  ・職員の巡回訪問による「フォローアップ件数」の実施 

５．需要動向調査 

  ・「消費者の商業ニーズ調査」の実施と分析、活用 

  ・「観光客の需要動向調査」の実施と分析、活用 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  ・小規模事業者の販路開拓のための「地域ブランド推進協議会加盟

事業者数」「物産展・商談会の参加事業者数」「物産展・商談会の

出店費用助成件数」「売れる商品づくりのための相談件数」「南島

原商談会の開催」の実施 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  ・「南島原経済活性化会議」と本計画の確実な実施のため「観光産業

分科会」「素麺産業分科会」「農商工連携・６次産業化分科会」の

設置と各種事業の実施 

 

連絡先 

南島原市商工会 

 長崎県南島原市口之津町丁５６１１－７ 
 ＴＥＬ ０９５７－７６－１５００  ＦＡＸ ０９５７－８６－３１５９ 

 E-mail ms@shokokai-nagasaki.or.jp  HP http://www.msshoko.com 
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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）地域の概況 
南島原市は長崎県の南部、島原 

半島の南東部に位置し、雲仙山麓 

から南へ広がり、雄大な山々と豊 

饒な海（有明海）を併せ持った、 

自然豊かな地域です。 

本市は、平成１８年４月１日に 

８つの町が合併し、誕生しました。 

合併当初の人口は約５万６千人 

 であったが、平成２７年４月には 

 約４万９千人と９年間で約７千人 

（年間約７７０人）減少している。 

６５歳以上の人口割合も３２．７％と高く、過疎化と高齢化が進んでいる地域です。

 
【南島原市の人口推移（南島原市統計資料抜粋）】 

 平成１８年４月 平成２１年４月 平成２４年４月 平成２７年４月 

人口（人） ５６，００３ ５３，５９０ ５１，４０３ ４９，１９７ 

世帯数 １８，８４９ １８，６３２ １８，７１５ １８，７９８ 

 

 本市の商工業の産業別事業所数・従業者数は下記のとおりで、製造業者（製麺業）

が多いのが特徴となっている。 

又、本市の商工業者は合併当初（平成１８年４月）の２，９６３名から現在（平成

２７年４月）２，５７８名と３８５名の減、小規模事業者も２，７３２名から２，３

６８名と３６４名減少している。 

 
【南島原市の産業別事業所数・従業者数（２１経済センサス抜粋）】 

 建設業 製造業 卸売・小売業 サービス業 

事業所数 ３５５ ４８０ ８３６ ４５１ 

従業者数 １，４２２ ２，７１８ ４，１８７ １，５８４ 

 
  【南島原市の商工業者数・小規模事業者数の推移（商工会実態調査抜粋）】 

 平成１８年４月 平成２１年４月 平成２４年４月 平成２７年４月 

商工業者数 ２，９６３ ２，８１１ ２，６８８ ２，５７８ 

小規模事業者数 ２，７３２ ２，５８２ ２，４６４ ２，３６８ 

 

さらに、鉄道もなく県都より車で２時間、空港より同じく２時間、高速道インター 

から１時間半と交通の便も悪く、本市への企業進出は多くは望めない状況である。 

  従って、地場産業の育成と地元企業の発展が雇用の拡大と地域の活性化に繋がる。
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（２）地域の観光資源 
当地域は、平成２８年の世界遺産登録を目指している「長崎 

 の教会群とキリスト教関連遺産」の１４の構成資産のうち、日 

 野江城跡（※１）と原城跡（※２）の２つを有し、世界遺産登 
録後は観光客の大幅な増加が見込まれるため、域内の宿泊業者 
（８社）、飲食業者（１０１社）土産物等物品販売業者（７９社）、 
旅客運送業者（１４社）などの関連事業者の観光客の受入体制 
の整備が課題である。 

 
※１ 日野江城跡（肥前西部で最大の勢力だったキリシタン大名・有馬 

氏の居城跡。有馬氏はキリシタンを保護し、領民にもキリシタン 
になることを勧め、積極的に国際交流を推進した。城下には教会やセミナリヨがあり、 
かつて日本のキリシタン文化最先端の街だった。） 

 
※２ 原城跡（徳川幕府の治下で最大の反乱といわれる「島原・天草一揆」その舞台となった 

原城では、老若男女を問わず、ほとんどの人々が殺され、島原半島南部の村には、全滅 
したところもあった。城跡からは十字架やメダイなど、キリシタン遺物が多数発見され 
ている。） 

 
  【平成２５年度島原半島３市の観光客数（長崎県統計年鑑抜粋）】 

市名 総数（人） 日帰り客数（人） 
宿泊客 

延滞在数（人） 

南島原市 １，７３８，４９７ １，３５０，６２９ ３８７，８６８ 

島原市 １，６０４，２５７ １，２９９，４８６ ３０４，７７１ 

雲仙市 ３，５２２，３３０ ２，３９８，９５５ １，１２３，３７５ 

 
（３）地場産業 
地場産業である「島原手延そうめん」は全国第二の 

生産量を誇り、市内には、約３１０社（現在）の生産

業者（ほとんどが小規模事業者）がいるが、その大半

が他産地の下請けとなっており、複数の出荷組合とブ

ランド名が乱立し、その影響で生産者価格は依然とし

て低く、ピーク時からは５割～７割前後までの低下が

あると言われ、後継者難・生産者数の減少（ピーク時

には約４５０社の生産業者あり）が続いている。従前

より全国ブランドの確立とＰＲが課題である。 

 
【平成２６年度手延そうめん主要産地生産（日本食料新聞社参考）】 

産地名 銘柄等 生産者数 生産数量（１箱１８㎏） 

播州地区（兵庫県） 揖保の糸 ４５０ １１０万箱 

島原地区（南島原市） 島原手延素麺 ３２０ ９０万箱 

三輪地区（奈良県） 三輪そうめん ７５ ２３万箱 

小豆島地区（香川県） 島の光 １０７ １４万箱 
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（４）活用できる生産物 
本市は南向きの肥沃な土壌と太陽がいっぱいの地域で長崎 

県の地域産業資源に指定されている「馬鈴薯・いちご・トマ 

ト」などを中心に県下でも有数の農産物生産地でもある。又 

水産物においても豊饒な有明海の恵みで地域産業資源に指定 

されている「鯛、たこ、ふぐ、かさご」など豊富な種類の魚 

が水揚げされているが、農産物、水産物とも大半が生鮮とし 

て出荷されており、素材を生かし、より付加価値をつけた加 

工業者が極めて少なく、農商工連携や６次産業化による商品 

開発と製造販売を行う加工業者の起業化が課題である。 

 
【南島原市の主農産物（長崎県統計年鑑参考）】 

品  目 県内生産量の全国順位 本市生産量の県内シェア 

馬鈴薯 第２位 ３４％ 

いちご 第４位 ２６％ 

たまねぎ 第５位 ２８％ 

はくさい 第６位 ２５％ 

トマト 第１８位 ５８％ 

 

 

（５）商工会の現状と課題 
  南島原市商工会は、平成１９年４月に８つの商工会が合併し、南島原市内で唯一の

総合経済団体として、事業者が抱える諸問題に積極的に取り組み、地域の商工業者の

総合的な振興発展と社会一般の福祉の増進に努めてきました。 

  本会は、徹底した巡回指導（年間約７，５００回）・窓口指導（年間約７，０００回）

を通じ、小規模事業者に寄り添いながら信頼と信用のもと経営改善普及事業を実施し

ています。 

  特に、平成２５年度に地域貢献アピールプランを作成し、豊かな地域（南島原市）

づくりのため下記の７事業に取り組んできました。 

  ①消費者還元事業（プレミアム商品券発行事業等）の実施 

  ②物産展等の実施 

  ③長崎ＨＡＣＣＰ認定への支援 

   ④南蛮シリーズ特産品の開発と情報発信 

   ⑤観光ガイドプログラムの開発 

   ⑥創業セミナーの開催 

⑦買い物代行事業の調査研究 

  しかし、これまでは、基礎的支援業務と地域振興業務の比率が高く、経営支援業務

の比率は低く、事業者に対する経営改善普及事業が受動的な傾向と課題がありました。

  今後は、小規模事業者の持続的な発展のため、以下のとおり目標を定め、外部支援

機関及び専門家との連携を強化し、職員の資質の向上により、経営支援業務の比率を

高め、小規模事業者への伴走型の経営発達支援事業を積極的に実施します。 
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（６）経営発達支援事業の目標 
上述のような地域の強みと課題を踏まえ、長崎県、南島原市、地元金融機関、その

他支援機関及び関係団体と連携し、小規模事業者の経営力向上、販売促進等を継続し

て支援するとともに、南島原市の「南向きに生きよう！『みんなが主役“市民協働の

まちづくり”』」の基本理念と「生活重視の安全・安心のまち」「自然・歴史・食の産地

を地域ブランドにひときわ輝くまち」「ずっと働ける元気な産業のまち」の将来像の実

現に寄与するため以下のとおり目標を設定する。 
 
 
 
①世界遺産登録に伴い増加する観光客による消費は大きなビジネスチャンスで 
ある。観光客から「来てよかった」「もう一度来たい」の声を頂けるような 
「おもてなし」を行う「よかとこ（※）南島原おもてなし事業」を展開し、 
地域内での消費喚起を図り関連事業者の所得向上を目指すことを目標とする。 
※よかとこ（良い所） 

 
 
 

②地場産業であり、全国第二の生産量を誇る「島原手延そうめん」については 

製麺業者及び関係団体と連携し、消費の拡大のための海外展開を視野に全国 
ブランドの確立とＰＲ、後継者育成などの「島原手延そうめん活性化支援事 

業」を展開し、製麺業者の所得向上と発展を目標とする。 
 
 
 
  ③長崎県の地域産業資源に指定されている本市の豊富な農水産物による「農商 

工連携・６次産業化推進支援事業」を実施し、商品（ふるさと名物）開発と 

加工業者の起業化支援などを行い、雇用の創出を図ることを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

上記３つの事業の関連事業者の所得向上と発展が市内の他の業種の事業者の 

発展へと波及し、南島原市全体の活性化に繋る。 
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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 
 

   １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 

     地域の経済動向調査は、これまで各種調査の具体的な分析と十分な補足説明

を伴わない資料として、小規模事業者へ提供していた。 

今後は、専門家を招聘し、国・県及び市、地元金融機関等の調査や各業界の

調査の補足分析や本会が独自に実施する市内の各種動向調査を分析することに

より小規模事業者の現状とニーズを把握する。 

さらに、そのデータを小規模事業者の経営方針、販売戦略、販路開拓、商品

    開発等の施策へと活用させる。 

 

（事業内容・活用方法） 

（１）中小企業景況調査（拡充実施） 

全国商工会連合会が実施し、長崎県商工会連合会が取り纏めている「中

小企業景況調査（３か月毎に県内の製造業者、建設業者、小売業者、サ

ービス業者）」の実施と「消費者物価指数」「家計調査」「経済センサス」

「商業統計調査」「工業統計調査」などのデータを収集する。 

さらに、経営指導員の巡回訪問時（タブレット端末使用）に中小企業景

況調査結果等を情報提供し、小規模事業者の経営活動を伴走して支援す

る。 

又、調査結果は本会の会報やＨＰに掲載し、自由に利用できるものとし、

小規模事業者の事業計画策定や各種事業の実施に活用していく。 

 

（２）小規模事業者経済動向調査（新規） 

新たに、本市の小規模事業者約１５０社（建設業者、製造業者、卸小売

業者、サービス業者）の景気及び雇用等の調査を経営指導員等の巡回訪

問等により年１回実施する。 

本市の経済動向を把握し、小規模事業者の経営発達に資するデータを抽

出する。 

又、専門家による分析後に、調査結果を本会の会報やＨＰに掲載し、自

由に利用できるものとし、小規模事業者の事業計画策定や各種事業の実

施に活用していく。 
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（３）観光関連業者動向調査（新規） 

観光産業については、長崎県の「観光統計」、「観光動向調査」及び南島

原市、南島原ひまわり観光協会などの各種調査・分析によるデータの活

用と共に、新たに、春と秋の観光シーズン後に域内の観光関連業者（宿

泊業、飲食業、土産物等販売業、旅客運送業など）への聞き取り調査を

実施し、本市の観光動向を把握し、「よかとこ南島原おもてなし事業」（後

述説明ありⅡ．（２））に活用していく。 

 

    （４）製麺業者動向調査（新規） 

地場産業である「製麺業」については、毎年、業界情報誌等での情報の

収集と、新たに、市内の出荷組合、製麺業者（約１５０社）への夏の消

費シーズン終了後の聞き取り調査及び分析を行い、業界動向を把握し、

「製麺業」の課題の抽出と整理を実施して、「島原手延そうめん活性化支

援事業」（後述説明ありⅡ．（３））に活用していく。 

 

    （５）農水産物動向調査（新規） 

農水産物の動向については、「農林業センサス」「漁業センサス」の分析

に併せて、地域の農協、漁協及び行政の関係部局より市場ニーズと出荷

量等の調査、情報収集を行い、「農商工連携・６次産業化推進支援事業」

（後述説明ありⅡ．（４））へ反映させる。 

 

   （目標） 

 目標として、「中小企業景況調査（３か月毎）」を引き続き、１５社実施する。

又、中小企業景況調査票を準用し、「本市の経済動向調査（建設業者、製造業

者、卸小売業者、サービス業者の合計１５０社）」を実施する。 

さらに、「観光関連業者（宿泊業、飲食業、土産物等販売業、旅客運送業など）

のアンケート調査」を春・秋の観光シーズン後に行い、後述Ⅱ．（２）の「観光

産業分科会」事業へ活用する。 

加えて、「製麺業者等（約１５０社）のアンケート調査」を年１回（夏の消費

    シーズン終了後）行い、現状と課題を把握し、後述Ⅱ．（３）の「素麺産業分科

会」事業へと反映させる。 

その他それぞれの調査結果を各種事業の実施や経営相談時に活用していく。

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

中小企業景況

調査件数 

（四半期毎） 

１５ １５ １５ １５ １５ １５

本市経済動向

調査（建設業） 
０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０
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支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

本市経済動向

調査（製造業） 
０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０

本市経済動向

調査 

（卸小売業） 

０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

本市経済動向

調査（サービ

ス業） 

０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０

観光関連業者

アンケート 

調査数 

０ １００ １００ １００ １００ １００

製麺業者アン

ケート調査数 
０ １５０ １５０ １５０ １５０ １５０

 

 

 

   ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

小規模事業者への経営分析の結果は、これまで、主に財務諸表の経営指標に

基づき金融及び税務申告支援の一環としての活用にとどまり、具体的な経営戦

略に反映できていないことから、小規模事業者の販路開拓、売上の拡大に貢献

できていなかった。 
今後は、小規模事業者の持続的な発展に向け、巡回相談・窓口相談、よろず

経営相談会の開催等を通じて企業情報の収集を図りながら、中小企業庁のミラ

サポ、長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県産業振興財団等と

連携し、既存店の商品、価格、市場、顧客の分析を実施し、マーケティング戦

略を構築するための基礎データとして活用する。 
又、分析結果については、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー等を 
通じて、小規模事業者へ情報提供し、事業計画策定へ反映させる。 

 
（事業内容・活用方法） 
（１）小規模事業者の経営分析（拡充実施） 

これまで、主に財務諸表の経営指標に基づき金融及び税務申告支援の一 
環としての経営分析に留まっていたが、今後は、各種の利益分析、財務 
分析等の経営分析を行い、経営内容の情報提供を実施することに加え、 
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当該企業のSWOT分析により強み弱みを把握して小規模事業者の事業計
画策定での活用を図る。 

 
（２）小規模事業者別の顧客分析（新規） 

新たに、個別店舗に対し、経済動向調査と併せて、「顧客の消費動向調査

（売れ筋商品、売れ筋価格、商圏、顧客ニーズ等）」を実施し、店舗別の

顧客データを分析して、小規模事業者の事業計画策定での活用を図る。 
 

（３）小規模事業者のマーケティング分析（新規） 
新たに、小規模事業者の現状における商品・価格・市場等につき、専門 
家を招聘し、商圏分析、競合分析、販売分析等の手法により情報の収集 
と分析を図り、商品・価格・市場のマーケティング戦略を構築し、小規 
模事業者の事業計画策定での活用を図る。 

 
（目標） 

具体的な目標数値として、小規模事業者の経営分析や事業計画策定等を伴走

    して支援するため「巡回訪問件数（職員一人当たり年間４００件）」、小規模事

    業者の抱える経営上の悩みに対し広くサポートするための「よろず経営相談会

開催回数」と「経営分析数（顧客分析、マーケティング分析含む）」を下記のと

おり設定して、抽出された経営課題の対応について伴走型の指導を行う。 

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

巡回訪問件数 ７，６００ ７，７００ ７，８００ ７，９００ ８，０００ ８，1００

よろず経営相

談会開催回数 
０ ３ ３ ３ ４ ４

経営分析件数 ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０

 

 

 

   ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

①事業計画策定 
事業計画策定は、これまで各種補助金や融資制度利用の必要性から計画を

策定していたが、今後は、事業者が経営課題を解決するため、上記１．の経
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済動向調査、上記２．の経営状況の分析の結果を踏まえ、事業計画の策定支

援を積極的に行うと共に南島原市、長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援

拠点、金融機関等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の

事業の持続的な発展を図る。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定セミナー等の開催による事業計画の策定支援（新規） 

新たに、各支援機関及び専門家と連携し、事業計画策定等に関するセミ

ナー、個別相談会を開催（主催・共催）することにより、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、事業の持続的な発展のため

の事業計画策定支援を行う。 

 

（２）巡回訪問時の事業計画の策定支援（拡充実施） 

経営指導員等の巡回訪問時に小規模事業者からの経営相談等を受けると

ともに、積極的な提案により事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り

起こしを行い、事業の持続的な発展のための事業計画策定支援を行う。

 

（３）金融制度・補助金制度の活用による事業計画の策定支援（拡充実施） 

上記（１）（２）を含めた事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融

制度（経営改善資金融資制度、小規模事業者経営発達支援融資制度など）、

経営革新計画、企業再生計画、各種補助金制度（小規模事業者持続化補

助金、ものづくり補助金、創業補助金など）の申請時に事業計画の策定

支援を行う。 

 

（目標） 

     具体的な目標数値として、小規模事業者の事業計画策定のための「事業計画

策定セミナー・個別相談会開催回数」と「事業計画策定事業者数」、小規模事業

者の資金調達の円滑化を図るため「小規模事業者経営発達支援融資制度利用件

数」を下記のとおり設定する。 

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

事業計画策定

セミナー・個

別相談会開催

回数 

０ ３ ３ ３ ４ ４

事業計画策定

事業者数 
３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０
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支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

小規模事業者

経営発達支援

融資制度利用

件数 

０ １０ １５ ２０ ２５ ３０

 

 

 

     ②創業・第二創業（経営革新・事業承継）支援 
   これまでは、創業相談が生じた際に受動的に対応支援していたが、前述の

とおり本市の商工業者、小規模事業者とも年々減少している。 

今後は、地域における創業及び第二創業（経営革新・事業承継）を積極的

に促進するため、南島原市の「南島原市創業支援連携会議」、長崎県商工会連

合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県産業振興財団、地域金融機関等と連携

して「南島原創業塾」を開催し、創業支援を行う。 

又、創業後も経営指導員等による巡回訪問を定期的に行い、伴走型の支援

を実施する。 

さらに、起業及び創業支援として「空き店舗マッチング事業」も実施する。

 

（事業内容） 

（１）南島原創業塾の開催（新規） 

新たに、南島原創業塾を開催し、創業希望者の基本的知識の習得から創

業計画（ビジネスプラン）の策定までを行うことにより、創業支援を実

施する。 

 

（２）南島原創業塾の支援内容（新規） 

南島原創業塾の対象者は、①独立開業を目指す勤務者や主婦等 ②Ｕタ

ーン、Ｉターン希望者とその家族 ③第二創業（経営革新・事業承継）

や新分野進出を検討している経営者およびその家族 ④定年を迎えて 

いる高齢者 ⑤農商工連携や６次産業化として事業を開始したい生産 

者 ⑥まちづくり活動、子育て、福祉等の生活密着型のコミュニティビ

ジネス等とし、支援内容は「創業のための知識」「事業計画の立て方」「融

資及び補助制度の紹介と相談」などをカリキュラムとする。 

 

（３）創業後のフォローアップ（新規） 

創業後は、先輩経営者との意見交換会、経営指導員による個別フォロー

アップでの経営・税務・労働相談を重点的に実施し、伴走型の支援を行

う。 
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    （４）第二創業相談会の開催（新規） 

第二創業（経営革新・事業承継）に関する相談会を開催し、第二創業（経

営革新・事業承継）の事業計画の策定を伴走して支援する。 

 

    （５）空き店舗マッチング事業の実施（拡充実施） 

空き店舗マッチング事業として、いつでも誰でも無料で閲覧できるＷＥ

Ｂサイトにて「市内で空き店舗を貸したい方」と「市内空き店舗を借り

て商売を始めたい方」をマッチングさせる事業を実施する。 

本会が窓口となり、サイトを閲覧された方の相談申込み等から創業の準

備、安定軌道に乗るまでの伴走支援（フォローアップ）を行う。 

尚、支援期間は３年程度を目途とし、中小企業庁のミラサポ、長崎県商

工会連合会、長崎県よろず支援拠点、長崎県産業振興財団の専門家派遣

事業も活用し、創業後の継続支援（フォローアップ）を行う。 

 

  （目標） 

    具体的な目標数値として、創業支援のための「南島原創業塾開催回数」「創業 

塾等による創業支援者数」「第二創業（経営革新・事業承継）の支援者数」及び「空

き店舗マッチング事業支援事業者数」を下記のとおり設定する。 

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

南島原創業塾 

開催回数 
０ ４ ４ ６ ６ ８

創業塾等によ

る創業支援者

数 

０ １０ １０ １５ １５ ２０

第二創業（経

営革新・事業

承継）の支援

者数 

０ １０ １０ １５ １５ ２０

空き店舗マッ

チング事業支

援事業者数 

０ ５ ５ ５ ５ ５
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

これまでは、事業計画を策定した小規模事業者の要望に応じフォローアップ

    を実施していた。 

今後は、小規模事業者の経営課題を解決するため、経営分析、市場調査等の

結果を踏まえ、事業計画策定事業者並びに小規模事業者経営発達支援融資を活

用された小規模事業者に対し、定期的に経営指導員によるフォローアップの訪

問を実施する。 

それに加えて、必要に応じて、各支援機関と連携し、専門家を招聘して、伴

走型の支援も行う。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後のフォローアップ（拡充実施） 

事業計画策定後に、国、長崎県、南島原市、長崎県商工会連合会、本会

が行う支援策等を広報、案内により周知し、フォローアップを実施する。

 

（２）事業計画策定後の巡回訪問（拡充実施） 

事業計画策定後に、経営指導員が２か月に１度巡回訪問し、進捗状況の

確認を行うとともに、必要に応じて、中小企業庁のミラサポ、長崎県、

南島原市、長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点と連携し、専門

家を招聘し、必要な指導・助言を伴走して行う。 

 

    （３）小規模事業者経営発達支援融資制度のフォローアップ（新規） 

       事業の持続的発展に取り組むために小規模事業者経営発達支援融資制度

を活用した小規模事業者に対し、経営指導員が３か月に１度巡回訪問し、

進捗状況の確認を行うとともに、必要に応じて、専門家を招聘し、必要

な指導・助言を伴走して行う。 

 

   （目標） 

     具体的な目標数値として、小規模事業者の事業計画策定後の支援のための「事

業計画策定後の巡回訪問によるフォローアップ件数（小規模事業者経営発達支

援融資制度のフォローアップも含む）」を下記のとおり設定する。 

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

事業計画策定

後の巡回訪問

によるフォロ

ーアップ件数 

３０ １６０ ２００ ２４０ ２８０ ３２０
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   ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

需要動向調査は、これまで長崎県が３年ごとに実施している「消費者購買実

態調査（お買い物調べ）」の現状と分析結果のみ必要に応じて事業者へ提供し、

活用していた。 

今後は、小規模事業者の持続的発展を図るため、市内の「消費者の商業ニー

ズ調査」や「観光客の需要動向調査」を実施し、小規模事業者が提供する商品・

サービスの課題や改良点、マーケティングの方向性等について、専門家を招聘

し、分析して、事業計画策定等へ活用する。 

 

（事業内容・活用方法） 

（１）消費者の商業ニーズ調査（新規） 
南島原市と連携し、専門家を招聘して、商店及び商店街に対する消費者 
ニーズ等について本市独自の「消費動向調査（下記内容）」を実施する。

この調査により、消費者の購買行動や商店及び商店街に対する評価、課 
題、改善要望点などを分析し、小規模事業者の持続的な発展のための販 
売計画（顧客層、客単価、売れ筋商品等）・仕入計画（売れ筋商品の仕入、

支払条件、資金繰り等）・在庫計画（適切な在庫数、不良在庫の有無等）・

販促計画（営業時間、立地条件、販促方法等）などの事業計画策定や新 
たな重要の開拓に寄与する事業の「売れる商品づくり」での活用を図る。

又、分析結果は、自由に各企業が利用できるよう本会のＨＰで公表する。

 
       「消費動向調査」の内容は以下のとおり 
        ①実施時期（６月頃） 
        ②実施頻度（年１回） 
        ③配布・回収予定数（１，０００枚） 
        ④実施方法（一般消費者対象、アルバイト調査員） 
        ⑤調査項目 
         ・購買商品 ・購買先 ・購買理由 ・購買頻度 
         ・地元商業サービス業者の評価、課題、改善要望点 
         ・不足、要望する業種、業態、商品サービス内容 
         ・普段の生活パターン ・将来の消費生活の展望など 
        ⑥期待効果 
         小規模事業者の販売、仕入、商品構成、店舗運営に関する問題点、

改善点を整理し、経営指導に活用する。 
 
    （２）観光客の需要動向調査（新規） 

   南島原市、南島原ひまわり観光協会と連携し、世界遺産登録後に増加す

る観光客に対してアンケート調査（下記内容）を実施し、専門家による

分析（属性分析、旅行スタイル分析、満足度分析など）を行い、本市の

観光の課題や観光関連の小規模事業者(宿泊業、飲食業、土産物販売業、

旅客運送業など)が提供する商品及びサービスの課題を抽出して、小規模
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事業者の新たな販路の開拓及び新商品の開発のための事業計画策定や新

たな需要の開拓に寄与するための魅力ある観光地づくり「よかとこ南島

原おもてなし事業」での活用を図る。 
又、公表できる分析結果は、自由に各企業が利用できるよう本会のＨＰ

に掲載する。 
 

「観光客の需要動向調査」の内容は以下のとおり 
        ①実施時期（９月頃） 
        ②実施頻度（年１回） 
        ③配布・回収予定数（５００枚） 
        ④実施方法（登録世界遺産２か所で観光客対象・アルバイト調査員）

        ⑤調査項目 
         ・観光目的 ・同伴者 ・観光のきっかけ ・交通手段 
         ・観光先 ・訪問先 ・宿泊先 ・飲食先 ・全体予算 
         ・宿泊予算 ・飲食予算 ・土産予算 ・購入する土産の条件 
         ・観光地の魅力 ・観光地への不満、不足など 
        ⑥期待効果 
         観光関連事業者の観光客へのサービス（宿泊、飲食、土産等）の販

売、仕入、商品構成、店舗運営に関する問題点、改善点を整理し、

経営指導に活用する。 
 

（３）既存の情報誌等の活用・分析・提供（新規） 

       工業統計調査、商業統計調査、商業動態統計調査、中小企業景況調査に

よる各種経済情報と日経流通新聞、日刊工業新聞、日経トレンディ、日

経テレコム、ＰＯＳ情報、その他代表する業界の業界紙などの民間が発

行する経済情報、地域情報、業界情報を定期的に収集し、業界別のトレ

ンドや需要動向を分析し、巡回時に関係事業者へ提供する。 

 

    （目標） 

消費者及び観光客の需要動向を調査し、問題点等を分析し、その解決策を

提供するため、目標として、「消費者の商業ニーズ調査数」と「観光客の需要

動向調査数」を下記のとおり設定する。 

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

消費者の商業 

ニーズ調査数 
０ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００

観光客の需要

動向調査数 
０ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００
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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】 
 

平成２５年度に南島原市内の産品の販路拡大とＰＲを目的とした組織「地域

    ブランド推進協議会」を本会に立ち上げ、現在３８社の加盟事業者へ各種物産

展や商談会の開催情報を提供するとともに出店費用の一部助成も行っている。

  交通の便が悪く、企業誘致が多く望めない中で、地場企業の発展が地域の活

 性化に繋がるので、「地域ブランド推進協議会」の振興発展が必要不可欠であ 

り、今後は、協議会への小規模事業者の加入推進を図ると共に他団体主催の物

産展や商談会の情報提供や出店費用の一部助成制度を充実させ、小規模事業者

の新たな販路開拓と拡大を支援する。 

さらに、域内の小規模事業者の新たな需要の開拓のため「個別相談会」や「商

談会」を開催し、小規模事業者の売上増と利益の確保を図る。 

 

（事業内容） 

（１）「地域ブランド推進協議会」の強化（拡大実施） 

「地域ブランド推進協議会」の振興発展を図るため、広く市内の小規模

事業者等へ加入推進を行い、協議会の強化と小規模事業者の売上増と利益

の確保を図る。 

 

（２）販路開拓助成制度の実施（拡大実施） 

他団体主催及び他地域で開催される、物産展や商談会の情報を提供する

と共に南島原市と連携して出店費用の一部助成（実費の半額）を行い、小

規模事業者の販路の開拓と拡大を図る。 

 

（３）「売れる商品づくりのための相談会等」の実施（新規） 

パッケージデザイン、ロゴの作製やマーケティングなどの専門家による

「売れる商品づくりのための相談会」や国・県などの補助事業（ふるさ

と名物応援事業など）の積極的な活用のための経営コンサルタント（中

小企業診断士）による「施策普及相談会」も定期的に開催する。 

 

（４）南島原商談会の開催（新規） 

長崎県商工会連合会、南島原市、南島原ひまわり観光協会及び関係事業

者と連携して、小規模事業者の新たな需要を開拓するため、県内外のバ

イヤーを招聘した商談会を開催し、小規模事業者の売上増と利益の確保

を図る。 

 

  （目標） 

    具体的な目標数値として、小規模事業者の販路開拓のため「地域ブランド推進

協議会加盟事業者数」及び「物産展、商談会の参加事業者数」と「物産展、商談

会の出店費用助成件数」並びに専門家による「売れる商品づくりのための相談会

等の相談件数」、「南島原商談会の開催回数」を下記のとおり設定する。 
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支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

地域ブランド

推進協議会加

盟事業者数 

３８ ４０ ４５ ５０ ５５ ６０

物産展、商談

会の参加事業

者数 

３０ ３５ ４０ ４５ ５０ ５５

物産展、商談

会の出店費用

助成件数 

１５ １５ ２０ ２０ ２５ ２５

売れる商品づ

くりのための

相談会等の相

談件数 

０ １０ １２ １４ １６ １８

南島原商談会

の開催回数 
０ １ １ １ １ １

 

 

 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

 本会に南島原市、南島原ひまわり観光協会、地元金融機関代表、関係事業者に

よる「南島原経済活性化会議（後述、組織体制図に記載）」を設置し、本計画の目

標を確実に実施することで南島原市の観光産業、素麺産業、農商工連携・６次産

業化に関わる事業者の振興と発展が図られ、他の産業の事業者へと波及し、南島

原市全体の経済活性化に繋がる。 

 

（事業内容） 

（１）「南島原経済活性化会議」と３分科会の設置（新規） 

「南島原経済活性化会議」の中に、本計画の目標である３つのテーマに

ついて、それぞれ分科会（観光産業分科会、素麺産業分科会、農商工連

携・６次産業化分科会）を設け、分科会毎に協議を行い、具体的な活性

化事業を以下のとおり実施する。 

 

   （２）「観光産業分科会」の設置（新規） 

「観光産業分科会」は、世界遺産登録後に増加が予想される観光客に 
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「来てよかった」「もう一度来たい」の声を頂けるよう下記の「よかと 
こ南島原おもてなし事業」を南島原市、南島原ひまわり観光協会等と連

携して実施（主催、共催）し、観光関連業者の所得向上と振興を図る。

①観光関連業者の動向調査の実施 

②「世界遺産コンシェルジュ養成塾」の開催（全業種対象） 

 世界遺産の構成資産である「原城跡」と「日野江城跡」等をガイド

できる事業者のコンシェルジュ（観光ガイド）を養成し、観光客の

おもてなしと他店との差別化を図る。 

③「世界遺産サポーターのいる店育成塾」の開催（全業種対象） 

 コンシェルジュ（観光ガイド）までのレベルではないが、「原城跡」

 と「日野江城跡」等の簡単な紹介、道案内などサポートができる事

 業所を育成し、店頭でのインフォメーション機能も持たせ、観光客

 のおもてなしと他店との差別化を図る。 

④宿泊業は、従業員教育（接客）、南蛮料理の開発とＰＲなど 

⑤飲食業は、従業員教育（接客）、「島原手延そうめん料理（そうめん

鉢）」「南蛮料理」などのメニューの開発とＰＲ 

⑥土産物販売業は、従業員教育（接客）、南蛮をイメージし南島原市 

らしい土産物の開発とＰＲなど 

⑦旅客運送業は、世界遺産のガイド機能と従業員教育（接客）など 

 

（３）「素麺産業分科会」の設置（新規） 

「素麺産業分科会」は、「島原手延そうめん」の全国ブランドの確立とＰ

Ｒ、後継者育成、製麺業者の所得向上を目標とした下記の「島原手延そ

うめん活性化支援事業」を長崎県、南島原市、そうめん業界団体と連携

して実施する。 

 ①製麺業者の動向調査の実施 

 ②「長崎県産地ブランド産品輸出促進協議会（長崎県の地場産業であ

る島原手延そうめん、五島手延うどん、壱岐焼酎、三川内焼及び波

佐見焼の産地ブランドの確立とヨーロッパをターゲットとした海外

への販路拡大を目的として、長崎県、南島原市、新上五島町、長崎

商工会連合会、本会、新上五島町商工会、関係事業者で設立）」によ

る海外販路開拓への協力 

③製麺業者を対象とした商品（ふるさと名物）開発のための専門家に

よるセミナー及び個別相談会の開催 

④世界遺産登録後に増加する観光客を対象にした「島原手延そうめん」

のＰＲ活動の実施 

 ⑤製麺業者を対象とした後継者育成のためのセミナーの開催 

 

    （４）「農商工連携・６次産業化分科会」の設置（新規） 

「農商工連携・６次産業化分科会」は、アンケート調査により事業者の

要望を把握し、各種施策（ふるさと名物応援事業等）の紹介や専門家に
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よるセミナー、個別相談会を開催し、新商品の開発と加工業者の起業化

による雇用の創出を目標とした「農商工連携・６次産業化推進支援事業」

を下記のとおり実施する。 

        ①関係業者へのアンケート調査（やる気のある事業者発掘調査）の実

         施 

        ②事業者による商品（ふるさと名物）開発のための専門家によるセミ

ナー及び個別相談会の開催 

        ③加工業者の起業化のための専門家によるセミナー及び個別相談会 

の開催 

        ④開発された商品（ふるさと名物）等の販路開拓支援事業の実施 

 

    （５）広報ＰＲ事業（新規） 

上記３つの分科会の各種事業をマスメディア等に積極的に広く広報し、

       ＰＲすることで関係事業者の需要開拓に寄与する。 

 

   （目標） 

     具体的な目標数値として、本市の経済活性化のため「南島原経済活性化会議

の開催回数」と各分科会の活発な活動として「観光産業分科会の開催回数」「観

光ガイド（コンシェルジュ養成塾・サポーターのいる店育成塾・従業員教育セ

ミナー）に関する参加者数」「素麺産業分科会の開催回数」「素麺産業分科会の

相談案件数」「農商工連携・６次産業化分科会の開催回数」「農商工連携・６次

産業化分科会の相談案件数」を下記のとおり設定する。 

 

支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

南島原経済活

性化会議の開

催回数 

０ ２ ２ ２ ２ ２

観光産業分科

会の開催回数 
０ ２ ２ ２ ２ ２

観 光 ガ イ ド

（コンシェル

ジュ養成塾・

サポーターの

い る 店 育 成

塾・従業員教

育セミナー）

に関する参加

者数 

０ １０ １５ ２０ ２５ ３０
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支援内容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

素麺産業分科

会の開催回数 
０ ２ ２ ２ ２ ２

素麺産業分科

会の相談案件

数 

０ １０ １５ ２０ ２５ ３０

農商工連携・

６次産業化分

科会の開催回

数 

０ ２ ２ ２ ２ ２

農商工連携・

６次産業化分

科会の相談案

件数 

０ ５ １０ １５ ２０ ２５

 

 

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 
 

長崎県商工会連合会が主催する研修会、マル経協議会及び税相協議会（島原税

務署と管内の税務相談所で組織）において、県内外の支援ノウハウ、支援の状況

などの情報交換を行い、必要な情報を小規模事業者へスピーディに提供する。 

 又、本会、南島原市、南島原ひまわり観光協会、地元金融機関等の事務局担当

者会議を定期的に開催し、本計画の目標項目である「地域の経済動向調査の結果」

「各種セミナー、個別相談会の開催情報」「創業塾の開催や創業予定者情報」「消

費者等の需要動向調査の手法と結果」「地域経済活性化事業の進捗状況」などの情

報交換を行い、経営発達支援事業へ反映させ、小規模事業者を支援する。 

 

 

  ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（１）経営指導員の資質向上等 

小規模事業者の売上や利益の確保を重視した支援のための能力を向上させるた

め、長崎県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整備機構、

長崎県、南島原市が開催する経済関連セミナーへ経営指導員が年１回以上参加す

ることで資質の向上と情報収集を図る。 
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 又、全国連の全国統一演習事業（ＷＥＢ研修）について、日々の受講と自己研

鑽に努め、小規模事業者を支援するための資質向上を図る。 

 特に、長崎県商工会連合会が主催する中小企業診断士養成研修会に４５歳以下

の経営指導員を参加させ、資質の向上を図る。 

 さらに、ＯＪＴ研修として本会の１０名の経営指導員を本計画の目標項目ごと

に主担当（１名）副担当（３名）（若手経営指導員の教育を兼ねてベテランと若手

でチームを編成）として配置し、情報を共有して、各事業（目標項目）の確実な

実施を図る。 

 

   （２）経営指導員以外の職員の資質向上等 

    経営指導員以外の職員も小規模事業者への経営支援の能力をさらに向上させる

ことが必要であるため、長崎県商工会連合会の各種研修会及び島原税務署による

税務研修会、労働保険の研修会のほか、中小企業基盤整備機構、長崎県、南島原

市が開催する経済関連セミナーへの参加、全国連の全国統一演習事業（ＷＥＢ研

修）の受講などによる支援能力の向上を図る。又、ＯＪＴ研修として経営指導員

とチームを組み、経営発達支援計画の各事業及び関係会議へ参加させ、支援ノウ

ハウの共有化を図る。 

 

   （３）支援ノウハウ等の共有化 

    小規模事業者の経営状況の分析結果等と支援のためのノウハウを職員間で共有

するため、経営指導員会議を月１回、経営指導員以外の職員の会議を年４回、全

職員の会議を年１回開催する。 

さらに、経営状況の分析結果や支援ノウハウの情報をデータベース化して、本

会のネットワークシステムでの閲覧を可能として、全職員で情報を共有すること

で経営発達支援事業（目標項目）の円滑な実施を図る。 

 

 

  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本会理事代表者、南島原市企画振興部商工観光課長、同副参事、長崎県商工

会連合会振興課職員、経営コンサルタント（中小企業診断士）、関係団体代表

者の有識者による「経営発達支援計画推進委員会(後述、組織体制図に記載)」

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上記委員会において、下記のＰＤＣＡサイクルにより評価・見直しの方針を

決定する。 

 

③上記委員会による事業の成果・評価・見直しの結果については、本会理事会

と総代会へ報告し、承認を受ける。 
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    ④事業の成果・評価・見直しの結果については、本会のＨＰ（www.msshoko.com）

及び会報で公表する。 

 

 

    ⑤見直した計画は、理事会及び総代会の承認後に実行する。 

 

 

 

 

PLAN（計画） 

                理事会・総代会 

 

 

 

ACTI0N（改善）            DO（実行） 

      事務局・関係団体          事務局・関係団体 

 

 

 

CHECK（評価） 

               経営発達支援計画 

推進委員会 
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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８月現在）

（１）組織体制 

   ①南島原市商工会組織図 

 

総代会 

 

①総務委員会（９名） 

②組織財政対策委員会    会長（１名）     監事（２名） 

     （１１名） 

 

副会長（２名）・理事（３０名） 

 

 

経営発達支援計画 

推進委員会（１０名） 

≪本計画の検証・評価・見直し 

  を行うため設置≫ 

 

 

南島原経済活性化会議（２８名） 

          ≪本計画の地域活性化事業を確実に実施するため設置≫ 

①観光産業分科会（８名） 

             ②素麺産業分科会（８名） 

             ③農商工連携・６次産業化分科会（８名） 
 

 

 

会員（１，５０５名）      青年部   女性部 

      ①建設業部会員（２４４名） 

      ②製造業部会員（８８名） 

      ③卸小売業部会員（５３９名） 

      ④サービス業部会員（３５５名） 

      ⑤手延そうめん業部会員（２５１名） 

      ⑥観光業部会員（２８名） 

 

 

総代（１５０名） 
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②南島原市商工会職員配置図 
所  属  名 職 制 担当する経営発達支援事業 

事務局長 

本 所

総務部 
経営指導員 

・Ⅲ３．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の「経営発達

 支援計画推進委員会」 

・Ⅱ（１）地域経済の活性化に資する取

組の「南島原経済活性化会議」 

経営支援員 ・上記会議の補佐 

指導業務部
経営指導員 

・６．新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 

一般職員  

 

深江
ふ か え

布津
ふ つ

統合事務所 

経営指導員 
・Ⅱ（４）地域経済の活性化事業の「農

商工連携・６次産業化分科会」 

経営指導員 
・３．②事業計画策定支援の「創業・第

二創業支援」 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

一般職員  
 

両有家
りょうありえ

統合事務所 

経営指導員 

・３．①事業計画策定支援の「事業計画

策定セミナー等」 

・４．事業計画策定後の実施支援に関す

ること 

経営指導員 
・Ⅱ（３）地域経済の活性化事業の「素

麺産業分科会」 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

記帳指導員  

記帳指導員  

一般職員  

緊急雇用職員  

 

有馬
あ り ま

統合事務所 

経営指導員 
・Ⅱ（２）地域経済の活性化事業の「観

光産業分科会」 

経営指導員 ・１．地域の経済動向調査に関すること

経営支援員 ・上記事業の補佐 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

一般職員  

 

口
こう

加
か

統合事務所 

経営指導員 ・２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員 ・５．需要動向調査に関すること 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

経営支援員 ・上記事業の補佐 

一般職員  
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（２）連絡先 

 

  ①南島原市商工会本所  担当経営指導員：藤田・岩永 

長崎県南島原市口之津町丁５６１１－７ 

               ＴＥＬ ０９５７－７６－１５００ 

               ＦＡＸ ０９５７－８６－３１５９ 

                ＨＰ  http://www.msshoko.com/ 

                E-mail ms@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

  ②深江
ふかえ

布津
ふ つ

統合事務所  担当経営指導員：伊東・北川 

長崎県南島原市深江町丁２１６９－２ 

               ＴＥＬ ０９５７－７２－２８９１ 

               ＦＡＸ ０９５７－７２－２３６５ 

 

  ③両有家
りょうありえ

統合事務所   担当経営指導員：松野・高橋 

長崎県南島原市有家町久保２０４－９ 

ＴＥＬ ０９５７－８２－２４３１ 

               ＦＡＸ ０９５７－８２－８２０５ 

 

  ④有馬
ありま

統合事務所    担当経営指導員：林田・陣内 

長崎県南島原市北有馬町丁３５－１ 

ＴＥＬ ０９５７－８４－２２２２ 

               ＦＡＸ ０９５７－８４－２６０８ 

 

  ⑤口
こう

加
か

統合事務所    担当経営指導員：牧山・野口 

長崎県南島原市加津佐町己２８１８－２ 

ＴＥＬ ０９５７－８７－３０８３ 

               ＦＡＸ ０９５７－８７－４７０９ 
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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 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 １０，０００ １２，５００ １２，５００ １２，５００ １２，５００

 

小規模企業対策事業費 

指導旅費 

 指導事務費 

 講習会等開催費 

 総合振興費 

 商業振興費 

 工業振興費 

 サービス業振興費 

 観光振興費 

  

 

１０，０００ 

１００ 

４００ 

２，０００ 

１，５００ 

１，５００ 

１，５００ 

１，５００ 

１，５００ 

 

１２，５００

１００

４００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

１２，５００

１００

４００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

１２，５００ 

１００ 

４００ 

２，０００ 

２，０００ 

２，０００ 

２，０００ 

２，０００ 

２，０００ 

 

１２，５００

１００

４００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

（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、手数料収入、受益者負担金収入、国補助金、県補助金、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- 26 - 
 

（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

   ①中小企業景況調査の実施、分析と活用 

   ②本市の各種経済動向調査の実施、分析と活用 

２．経営状況の分析に関すること 

   ①よろず経営相談会の開催 

   ②経営分析の実施、分析と活用 

３．事業計画策定支援に関すること 

   ①事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催 

   ②小規模事業者経営発達支援融資制度の推進 

   ③南島原創業塾の開催 

   ④創業の支援計画の策定 

   ⑤第二創業の事業承継計画等の策定 

   ⑥空き店舗マッチング事業の実施 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   ①事業計画策定後の巡回訪問によるフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること 

①消費者の商業ニーズ調査の実施、分析と活用 

   ②観光客の需要動向調査の実施、分析と活用 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   ①地域ブランド推進協議会の強化 

   ②物産展、商談会の参加事業者への支援 

   ③売れる商品づくりのための相談会等の実施 

   ④南島原商談会の開催 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   ①南島原経済活性化会議の設置と開催 

   ②観光産業分科会事業の実施 

   ③素麺産業分科会事業の実施 

   ④農商工連携・６次産業化分科会事業の実施 

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経営発達支援計画推進委員会の設置と本計画の評価、見直し 

 

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（ミラサポ） 

  本部長：齋藤 三 

  〒８１２－００３８ 福岡市博多区祇園町４－２ ℡０９２－２６３－１５３２ 

  ・国の施策の情報提供 
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・ミラサポによる専門家派遣 

  ・経営指導員等の資質向上のための研修会等の実施 

  ・中小企業景況調査の分析 

 

長崎県産業労働部 

  知事：中村法道 

  〒８５０－８５７０  長崎市江戸町２－１３  ℡０９５－８２４－１１１１ 

   ・県の施策の情報提供 

   ・専門家派遣の情報提供 

   ・南島原商談会の開催の支援 

 

長崎県島原振興局 

  局長：田代秀則 

  〒８５５－８５０１  島原市城内１－１２０５ ℡０９５７－６３－０１１１ 

・県の施策の情報提供 

   ・専門家派遣の情報提供 

   ・南島原商談会の開催の支援 

   ・地域の情報提供 

 

公益財団法人 長崎県産業振興財団 

  理事長 若杉謙一 

  〒８５０－０８６２  長崎市出島２－１１  ℡０９５－８２０－３０９１ 

   ・各種施策の情報提供 

   ・専門家の派遣事業 

   ・事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催の支援 

 

長崎県商工会連合会 

  会長：宅島壽雄 

  〒８５０－００３１  長崎市桜町４－１  ℡０９５－８２４－５４１３ 

   ・各種施策の情報提供 

   ・専門家の派遣事業 

   ・中小企業景況調査の分析 

   ・事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催の支援 

   ・南島原商談会の開催での支援 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

   ・経営指導員等の資質向上のための研修会等の実施 

   ・商工会への指導 

 

長崎県よろず支援拠点 

会長：宅島壽雄 

  〒８５０－００３１  長崎市桜町４－１  ℡０９５－８２４－５４１３ 
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・各種施策の情報提供 

   ・専門家の派遣事業 

   ・事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催の支援 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

 

南島原市企画振興部 

  市長：松本政博 

  〒８５９－２２１１  

南島原市西有家町里坊９６－２ ℡０５０－３３８１－５０３２ 

・市施策の情報提供 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

   ・南島原創業塾の開催の支援 

   ・空き店舗マッチング事業の実施の支援 

   ・観光関連業者、製麺業者へのアンケート調査の実施の支援 

   ・「消費者の商業ニーズ調査」「観光客の需要動向調査」の実施の支援 

   ・農商工連携・６次産業化分科会事業の実施の支援 

   ・地域ブランド推進協議会の振興の支援 

   ・南島原商談会の開催の支援 

   ・経営指導員等の資質向上のための研修会の実施 

 

一般社団法人 南島原ひまわり観光協会 

  会長：楠田喜熊 

  〒８５９－２４１２ 南島原市南有馬町乙１３９５ ℡０９５７－６５－６３３３

   ・専門家の派遣事業 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

   ・観光関連業者へのアンケート調査の実施 

   ・地域ブランド推進協議会の振興の支援 

   ・南島原商談会の開催の支援 

 

島原手延素麺組合連絡協議会 

  会長：本多義昭 

  〒８５９－２２１２  

南島原市西有家町須川９５４－１  ℡０９５７－８２－１５５１ 

・専門家の派遣事業 

・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

   ・製麺業者へのアンケート調査の実施の支援 

   ・地域ブランド推進協議会の振興の支援 

   ・南島原商談会の開催の支援 

 

長崎県島原手延そうめん振興会 

  会長：白石 保 
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  〒８５９－２２０２ 

  南島原市有家町山川３７１－１  ℡０９５７－８２－５８７３ 

・専門家の派遣事業 

・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

   ・製麺業者へのアンケート調査の実施の支援 

   ・地域ブランド推進協議会の振興の支援 

   ・南島原商談会の開催の支援 

 

株式会社 日本政策金融公庫 長崎支店 国民生活事業 

  事業統轄：鶴丸真介 

  〒８５０－００５７  長崎市大黒町１０－４  ℡０９５－８２４－３１４１ 

   ・創業計画の指導及び助言 

   ・金融制度支援の情報提供、助言 

   ・経済動向の情報提供、助言 

   ・小規模事業者経営発達支援融資制度の推進 

 

株式会社 十八銀行口之津支店 

  支店長：富口祐二 

  〒８５９－２５０２ 南島原市口之津町甲１６５１ ℡０９５７－８６－２１１８

・創業計画の指導及び助言 

   ・金融制度支援の情報提供、助言 

   ・経済動向の情報提供、助言 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

 

株式会社 親和銀行口之津支店 

  支店長：大串守明 

  〒８５９－２５０２ 南島原市口之津町甲２１６２ ℡０９５７－８６－３２１１

・創業計画の指導及び助言 

   ・金融制度支援の情報提供、助言 

   ・経済動向の情報提供、助言 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 

 

株式会社 長崎銀行口之津支店 

  支店長：森下智雄 

  〒８５９－２５０２ 

南島原市口之津町甲２１７５－１ ℡０９５７－８６－４１５１ 

・創業計画の指導及び助言 

   ・金融制度支援の情報提供、助言 

   ・経済動向の情報提供、助言 

   ・本市の各種経済動向調査の実施の支援 
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連携体制図等 

 

 

 

  連携  

 

 

 

小規模事業者 
 

 

相談     支援 

                     

 

 

南島原市商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


