
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
佐々町商工会（法人番号１３１０００５００３３５４）  

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

商工会の価値（強み）は「きめ細かな巡回活動による顔の見える経営

支援」ができることである。その強みを最大限に発揮して、小規模事業

者の経営の悩みや課題を迅速にかつ的確に解決し、事業の持続的発展を

支援する。繁盛店の創出による地域商工業の発展と地域経済の活性化を

目指す。 

① 事業計画に基づく経営の促進（需要を見据えた経営） 

② 人口減少への対応（創業・事業承継・人材育成） 

③ 地域活性に資する活動の促進（イベント等による賑わい創出） 

④ 支援体制の整備（情報の一元化・ネットワーク強化・資質向上） 

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【指針③】 

景況調査による正確な町内景気動向の把握とタイムリーな情報提供 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

  経営分析セミナーの開催、巡回による経営分析の推進普及による経

営分析指導実施事業者の抽出。事業計画策定に向けた課題抽出のた

めの経営分析の実施 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業計画策定の提案と経営改善計画および経営革新計画の策定支 

援。佐々町との連携による創業計画書策定支援 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針③】 

  小規模事業者の事業計画のフォローアップ、計画の見直し等持続的 

  発展を伴走型でサポート 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 

消費者ニーズを踏まえた需要開拓に向け、アンケート調査を実施。

その情報を整理・分析して、小規模事業者に提供する 

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】 

新たな販路拡大に向け、イベント・商談会・BtoB取引の情報提供及

び出展支援のほか、ITを活用した需要開拓支援を実施 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

交流人口増加や地元消費者の購買意欲喚起を目的とした事業の実施 

により地域経済の活性化を推進する 

連絡先 

佐々町商工会 

〒857-0311長崎県北松浦郡佐々町本田原免 123 

電話番号 0956-62-3171  FAX番号 0956-62-6589 

e-mail  saza@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）地域の現状 

《位置・沿革》 

佐々町商工会が存在する佐々町 

は、長崎県の北部に位置し周辺を 

佐世保市に囲まれた町である。 

町のほぼ中央を北東から南西に 

佐々川が貫流し、これに沿って国 

道２０４号と松浦鉄道が縦走して 

いる。各産業もそれに沿って拓け 

ており、町の発展の基軸をなして 

いる。（町の面積 32.27㎢） 

 佐々町は古くから炭鉱産業が盛 

んで、大正から昭和にかけて国の 

重工業の発展にともない急速に繁 

栄し、人口は昭和 25年に約 20,000人とピークに至っている。しかし、昭和 30年 

頃から始まった石炭産業の衰退とともに人口も減少傾向となり、炭鉱が全て閉山し 

た昭和 45年には約 10,000人とピークの約半数まで減少している。その後は二次・ 

三次産業が拡大し、隣接する佐世保市のベッドタウンとして発展をつづけている。 

人口も、現在では多くの市町が減少するなか、佐々町は緩やかな増加傾向にある。 

近年では郊外型商業施設の出店も多く活力ある町となっている。 

 空港や観光地である平戸、長崎、有田、福岡などへのアクセスも良く、平成 23 

年に西九州自動車道佐々インターチェンジが開通したことで、さらに交通アクセス 

も向上し、県内外から多くの方が佐々町を訪れるようになっている。 

 

《人口の動き》   

佐々町の平成 28年 3月 31日現在の人口は 13,848人である。ここ数年は横ばい 

で推移しているが、今後は減少に転じ緩やかに人口減少が進行するという推計にな 

っている。一方、高齢化率は増加することが見込まれている。人口減少は地域の需 

要の衰退要因になるため、地域に根ざした事業活動を行っている小規模事業者が持 

続的発展をしていくには、地域の潜在的な需要の掘り起こしや外貨獲得への取り組 

みも今後は必要になると思われる。 
 
【佐々町の人口推移】 

 平成 23年 3月 平成 24年 3月 平成 25年 3月 平成 26年 3月 平成 27年 3月 平成 28年 3月 

人 口 13,760人 13,749人 13,740人 13,750人 13,836人 13,848人 

世帯数 5,357 5,444 5,493 5,523 5,618 5,687 

佐々町統計情報資料より 

佐々町 
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【佐々町 人口と高齢化率の将来推計】 
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佐々町まち・ひと・しごと創生総合戦略より作成 

 

《地域小規模事業者の状況》 

佐々町では平成元年の大型商業施設の進出を機に、主要幹線沿いに総合スーパー 

やディスカウントストア、コンビニエスストア等の立地が進み、消費者の購買行動 

は年々大きく変化している。そのため、旧態依然とした小規模事業者ではその対応 

が困難となっており、小売業者数は 10年前に比べて 50件以上減少している。一方、 

飲食業・理美容業においては、佐世保市のベッドタウンとして生活産業の需要が増 

えているためか、新規開業が多く事業者数は増加している。事業者数も 10年前 

は小売業が全体の 34.1％を占めもっとも多かったが、現在ではサービス業の割合が 

26.9％でもっとも多い。 

 

【佐々町小規模事業者数の推移】 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊 サービス業 その他 合計 

平成 18年 

（10年前） 
102 43 18 196 58 132 25 574 

平成 23年 

（5年前） 
89 37 13 163 85 144 31 562 

平成 28年 88 33 11 138 78 140 32 520 

                                商工会独自調査 
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（2）商工会の現状と課題 

《会員数の推移》 

佐世保市のベッドタウンとして発展するに伴い、佐々町で創業を目指す方も多く 

あり開業も増えているが、大型店やチェーン店の出店による競争激化、経営者の高 

齢化、後継者不足などによる廃業も多い。会員増強運動にも取り組んでいるが、会 

員は減少傾向にある。そのため経営基盤強化とともに創業支援にも取り組み、地域 

内の商工業者の活性化を図る必要がある。 

 

【佐々町商工会の会員推移】 

 平成 23年 3月 平成 24年 3月 平成 25年 3月 平成 26年 3月 平成 27年 3月 平成 28年 3月 

会員数 371件 371件 368件 365件 364件 361件 

 

《商工会のこれまでの取り組み》 

佐々町商工会は、佐々町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 

 努めてきた。事務局体制は、事務局長１名、経営指導員２名、経営支援員２名、記 

帳指導員１名の６名体制で事業に取り組んでいる。 
  
 【これまでの主な事業（平成 22年～）】 

年度 事業名 内容 

H22 
シロウオによるまちづくり事業 
まちなか活性化事業（H22～24） 

①シロウオを活用したイベントの実施 

②ホームページの作成 

③地域活性化に向けた講習会 

H23 
経営革新セミナー開催事業 
経営革新等実現ゼミ開催事業 

青年部を対象とした実践型経営革新セミ

ナー（2回） 

H25 
創業成功のための計画書作成セミナー 
創業支援事業 

創業計画書作成セミナーの開催（2日間） 

H26 
シロウオの特産品化と賑わいと魅力あ

るまちづくり事業 
県連提案公募型事業 

シロウオグルメフェアの開催 

（飲食店とシロウオ漁師が協力し消費者

に期間限定のシロウオ料理を提供） 

H27 

佐々町地域拠点づくり調査事業 
地域振興調査事業 

佐々町の交流拠点づくりに関する調査研究 

佐々町プレミアム付き商品券発行事業 
町内の消費喚起、商工業振興を目的として

プレミアム商品券を発行 
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これまでの商工会支援の多くは、講習会地域振興事業などの集団的支援や、1回 

 限りの経営相談、政府系金融機関の紹介、記帳業務のような単発支援で終わるなど、 

 小規模事業者の抜本的な経営課題の解決につながっていないケースが多かった。 

しかしここ数年は、小規模事業者持続化補助金の事業計画書作成を通した個社支 

援や専門家派遣を活用しての個社の課題解決など、事業者のニーズにあわせた支援 

を行い、小規模事業者の売上向上に大きく貢献している。 

  今後地域経済の活性化を目指していくうえでは、企業に密着した支援を積極的に 

行い、会員だけではなく小規模事業者の売上向上を伴走支援によりサポートする必 

要があると考える。 
 
【商工会の課題】 

① 小規模事業者の抜本的な経営課題の解決策の提案が不足している。 

② 外貨を獲得する取り組みができていない。 

 

（3）佐々町の商工業振興の方針と商工会の役割 

  佐々町は第 6次佐々町総合計画（後期基本計画）の農林水産業・商工業に関する 

政策では「地域経済を担う農業や商工業が育っているまち」を目標に掲げており、 

産業育成の地域資源の掘り起しや新たな価値の創出、起業・創業の促進に取り組み、 

売れるモノづくりを目指すと定めている。また、活力と賑わいある商店街の形成と 

いうことで、商工会活動を支援することで商店街活動を活発化させ、地域に根づい 

ている商業の地力を伸ばすことも盛り込まれている。計画を推進するにあたり、商 

工会は、小規模事業者の経営サポート役として、事業計画の策定・実施・フォロー 

アップ等の伴走型支援、起業・創業支援を行い、地域経済活性化を推進する役割を 

担っているほか、地域の認定支援機関や中小企業支援機関の中核となり、支援機関 

におけるリーダーシップの役割が期待されている。 

  

（4）中長期的な振興のあり方と目標 

現在佐々町の人口は横ばいで推移しているが、今後 10年の人口推計や高齢化率を 

 見ると、人口の減少や高齢化が進み消費活動の低下や労働者確保難が予想される。 

 加えて大手チェーン店の進出等を考えると、小規模事業者においては消費者ニーズ 

に応えうる魅力ある店舗づくりや、より価値の高い商品・サービスの提供による売 

上確保や地域外資金の獲得が不可欠である。そういった状況のなか、佐々町の方針 

に沿った中長期的な振興のあり方として 

 ①地域資源の活用による新たな価値の創出 

 ②起業・創業の促進 

 ③売れるモノづくり 

の３点を１０年後の目標とする。この大きな目標に向かって、発達計画で「小規模 

事業者の経営力強化」「産品開発ブランド化の推進」に取り組む。 
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（5）経営発達支援事業の目標 

  地域の現状と課題を踏まえ、小規模事業者の持続的発展と新たな事業展開に向け 

た経営支援を伴走型で行い、地域経済の活性化につなげることを目標とする。 

 

① 小規模事業者の経営力強化 

長崎県、佐々町、長崎県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠 

点、金融機関等と連携して、小規模事業者の経営課題の抜本的な解決を図り、 

事業者の売上および利益増加に貢献するとともに、地域の核となる小規模事業 

者を育成し、地域商業の活性化を目指す。また、創業者に対しては、創業後の 

不安解消と経営力向上など、経営が軌道に乗るまでをしっかり伴走型で支援し、 

小規模事業者数の維持を図る。 

 

② 産品開発およびブランド化の推進 

 外貨を獲得する取り組みとして農業と商工業との連携を図り、地域特性、消費 

者ニーズを踏まえ、佐々町の地域資源であるシロウオ、お茶、苺、肉用牛など 

の農水産品等を活用した商品開発の支援に取り組む。販路開拓については、専 

門家を交えながら、農産物直売所や食料品店等と連携し取り組む 

 

（7）目標達成に向けた方針 

  商工会の価値（強み）は「きめ細かな巡回活動による顔の見える経営支援」がで 

きることである。その強みを最大限に発揮して、小規模事業者の経営の悩みや課題 

を迅速にかつ的確に解決し、事業の持続的発展を支援する。繁盛店の創出による地 

域商工業の発展と地域経済の活性化を目指す。支援においては、長崎県商工会連合 

会、長崎県、佐々町、長崎県産業振興財団、日本政策金融公庫佐世保支店、中小企 

業基盤整備機構、長崎県よろず支援拠点、地域金融機関、その他支援機関と連携し 

て、小規模事業者の売上向上につながる実現性の高い事業計画の策定から計画策定 

後の販路開拓等、また、計画の見直しまでを一連の流れとして伴走支援し、地域産 

業の発展と小規模事業者の持続的発展をサポートする。 

  また、佐々町が策定した「第６次佐々町総合計画（後期基本計画）」の方針に沿 

 って、地域振興に取り組み、商工業等振興と生産性の向上、ひいては地域産業の発 

 展を目指す。あわせて、地域資源を活用した地域産品のブランド化を進め、外貨の 

獲得を図り地域経済の活性化を目指す。 
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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３０年４月１日～平成３５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．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

《現状と課題》 

これまで、「小規模企業景気動向調査」「中小企業景況調査」や巡回時のヒアリング

等で収集した情報は、商工会資料としての活用にとどまり、経営支援時に十分な提

供や活用ができていなかった。 

 

《今後の取組》 

国内・県内の景況だけではなく、町内の現況や業種別での経済動向を正確に掴むこ

とに注力し、地区内の小規模事業者の売上アップのために効果的な情報を提供する。 

情報の収集、調査、分析においては専門家と連携を行い、情報の発信においてはタ

イムリーな情報提供に心掛ける。 

 

《事業内容および実施方法》 

（1）景況調査の充実（拡充）  

事業計画を策定するうえで地域内の景況や小規模事業者の課題を的確に把握するこ

とは重要であることから、小規模事業者２０件（製造業３件・建設業３件・小売業

７件・サービス業７件）の景況を四半期ごとに調査する。 
 

① 調査項目：売上・仕入単価・採算・資金繰り・業況の５項目の変動 

② 調査時期：６月、９月、１２月、３月 

③ 実施方法：経営指導員等の巡回による聞き取り調査 

 

（2）業界データや統計情報等を活用した経済動向の収集（新規）   

「中小企業白書」「小規模企業白書」「中小企業実態基本調査報告書」「長崎県勢要

覧」等や金融機関等の調査月報から、業界や市場の動向、地域の現況や経済情勢等

の情報を収集するとともにレポートとしてまとめ、事業計画策定時や創業計画策定

時の市場予測や販路開拓等に活用する。 

 

（3）情報提供方法の確立と積極的な情報発信の活用（拡充） 

上記の調査結果や分析結果等を、ホームページおよびフェイスブックで情報発信し

小規模事業者や創業予定者が情報を入手できるようにする。あわせて商工会会報に

「景気動向レポート」として掲載し会員へ周知する。また、円滑な支援が行えるよ

う商工会内部で情報を共有し、経営分析や事業計画策定支援等に活用する。 
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 （数値目標） 

 現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

景況調査実施回数（年間） 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

景況調査対象事業者 15社 20社 20社 20社 20社 20社 

景気動向レポート作成数 0回 4回 4回 4回 4回 4回 

ホームページおよびフェイス

ブックでの情報発信 
0回 4回 4回 4回 4回 4回 

商工会報への調査結果掲載 0回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

２．経営分析に関すること【指針①】 

《現状と課題》 

現在、当会の経営分析支援は、金融指導、税務指導、補助金申請指導時など必要に

応じて財務分析を行っているものの、簡易的な分析にとどまっており、経営の持続

的発展に結び付くような経営分析はできていない。また、窓口相談時にあわせての

実施や提案が中心で、受動的なものとなっている。 

 

《今後の取組》 

まずは、巡回訪問やセミナー開催を通じて、小規模事業者に経営分析の必要性や取

り組む意義をわかりやすく説明し、経営分析への意識啓発を推進しながら事業者の

掘り起しを行う。支援については、よろず支援拠点や専門家派遣制度を積極的に活

用し分析を行っていく。初年度は、過去に小規模事業者持続化補助金を申請した事

業者やネット de記帳利用者など、これまで比較的に関係性を構築している事業所を

中心に経営分析を行う。２年目からは対象をそれ以外の事業所へとシフトし、経営

分析の実施事業者を増やす。 

 

《事業内容および実施方法》 

（1）経営分析対象者の掘り起し（新規） 

個別相談会や巡回指導を通し、小規模事業者に事業計画の重要性を説明しながら、

経営意欲のある事業者や経営分析が必要な事業者をピックアップし、経営分析の提

案を行い事業計画策定へ導く。 
 

（2）経営分析セミナーの開催（新規） 

「経営分析への意識啓発」「経営分析手法を取得する」を目的に経営分析に特化した

セミナーを開催する。初年度の内容は、第１回（財務３表の見方、安全性、収益性、

損益分岐点）第２回（自社強み・弱みの分析、今後の目標立案）の２回を想定。セ

ミナー後は巡回訪問により経営分析の提案を行う。 
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（3）経営分析の実施（新規） 

経営分析対象者の掘り起しでピックアップした事業所に対して経営分析を行い、事

業計画策定につなげ改善点を導き出す。経営状況を把握するためのツールとしては

経産省の「ローカルベンチマーク」を活用し、定量分析と定性分析の両方の側面か

ら分析を行う。定量分析では決算書の数字を基に、経営分析指標により事業所の成

長性・収益性・生産性・安全性を分析する。定性分析ではヒアリング等により、商

圏地域や業界の状況等の外部環境や、経営者、従業員、事業所の強み弱みなどの内

部環境の情報を収集し、数値に表れない事業所の競争力や潜在的なリスクを把握す

る。特に問題があると思われる事業所に対してはよろず支援拠点等を活用してさら

に詳細な分析を行う。 

 

 （数値目標） 
 現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

セミナー開催回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

経営分析件数 10社 30社 30社 40社 40社 50社 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

《現状と課題》 

現在、事業計画策定支援については、資金調達時や補助金申請時などの相談があっ

た場合に、必要に迫られて実施する程度で、支援も対処療法的なものにとどまって

いる。そのため、中長期的な経営改善はできておらず、小規模事業者の抜本的な経

営課題解決には至っていない。 

 

《今後の取組》 

これまでの支援は対処療法的なものになっていたため、今後は、将来的な経営力強

化につながる計画策定を念頭に置き、事業計画策定の支援を行う。対象者は経営分

析を実施した小規模事業者を中心に実施。経済動向の分析結果や経営状況分析の結

果をもとに、事業者自身が自社の今後の目指す方向性を明確にするために事業計画

策定の支援を行う。５年間で小規模事業者の意識啓発から事業計画策定の重要性理

解、事業計画策定実施とステップアップを図りながら段階的に支援を行う。 

創業においては、行政を中心に関係機関と連携を図り、創業計画策定を支援する。 

 

《事業内容および実施方法》 

（1）事業計画策定支援セミナーの開催（新規） 

経営分析を行った事業者を対象として、事業計画策定に特化したセミナーを開催し、

小規模事業者に事業計画策定の重要性や必要性を理解してもらう。個別相談もあわ

せて開催する。 
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（2）経営改善等における事業計画策定支援（拡充） 

経営分析を行った小規模事業者に対して事業計画策定の支援を実施する。計画書の

策定については、中小機構の「経営計画つくるくん」を活用し、事業計画策定の内

容など、小規模事業者と一緒に考えながら取り組んでいく。事業者の主体性を引き

出すことに心掛け、実行段階でのやる気の向上や計画書の精度向上につなげる。 

 

（3）創業計画策定支援（新規） 

創業および第二創業を目指す方を対象に創業塾（①創業に必要な手続き②経営理念

について③資金計画の作り方④人材活用と労務管理について⑤マーケティング）を

開催する。セミナー終了後も事業計画、販売促進、資金計画、税務、労務管理等に

ついて、対象者が軌道に乗るまで伴走型でサポートする。 

 

 （数値目標） 
 現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

セミナー開催数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定者数 0社 10社 10社 20社 20社 24社 

創業塾 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

創業計画策定者数 未定 2名 2名 2名 2名 2名 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

《現状と課題》 

これまでは、事業計画策定自体が少なかったため、その後の支援もほとんど実施で

きていなかった。補助金事業計画や資金調達時においても、事業計画策定には注力

するものの、その後のフォローアップは実施できておらず、抜本的な経営課題解決

に向けた支援はできていなかった。小規模事業者自身も事業計画を策定したことで

満足し、その後の経営に活かされていないケースも見受けられる。小規模事業者に

とっては、事業計画策定後に計画をどのように実行していくかが課題となっている。 

 

《今後の取組》 

小規模事業者の持続的発展にとって、事業計画を策定した後にその計画を着実に実

行することが重要となる。そのため今後は、定期的な巡回により進捗状況等を確認

し、随時状況にあわせた指導助言を行っていく。フォローアップの過程で浮き彫り

になる経営課題に対しては、よろず支援拠点や専門家派遣等を活用し課題解決にあ

たる。経営計画策定からその後のフォローアップまで一貫した支援を行い、事業者

とともに事業計画の目標達成を目指す。 

 



１０ 

 

 

《事業内容および実施方法》 

（1）定期的なフォローアップ活動の実施（拡充） 

事業計画を策定した事業者に対して３ヵ月に１度巡回訪問し、進捗状況や課題など

のヒアリングを行い、計画が着実に実行できているか確認する。計画と現状にギャ

ップが生じていれば達成要因や未達成要因を抽出し、課題解決に向けて軌道修正を

行っていく。必要に応じて日本政策金融公庫の経営発達支援融資や小規模事業者経

営改善資金などを活用し資金調達を図る。 

 

（2）創業後の安定化支援（拡充） 

創業者の経営が軌道に乗るまで（創業後３年程度）は、不安解消や必要な知識を身

に着けることが必要となるため、セミナーへの参加呼びかけや専門家による課題解

決に注力し支援を行う。この時期に確実に伴走支援を行い、早期に経営を軌道に乗

せ廃業を防ぐ。原則創業後３年程度で経営が軌道に乗ると想定し、フォローを実施

する。 

 

（数値目標） 

 現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

事業計画策定後の 

フォローアップ回数 
0回 40回 60回 120回 140回 176回 

創業計画策定後の 

フォローアップ回数 
0回 8回 12回 16回 16回 16回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

《現状と課題》 

需要動向に関しては、商品開発や販路開拓の相談があった時にその都度インター

ネット等から情報を収集し提示しており、町内に厚みのある業種（小売業、飲食店、

サービス業：地域内において約７０％を占める業種）に個別の情報や消費者が欲し

ている情報の入手ができていないことが課題となっている。また、小規模事業者自

身も経験や主観で需要動向を掴んでいるものの、客観的な情報収集により各業界の

需要動向をつかんでいないケースが多かった。 

地域に根差した事業を行う小規模事業者にとって、需要情報は、消費者等の買い

手のニーズを知る機会であり、その動向を正確に把握することは、今後の事業計画

策定、新商品・新サービスの提供を検討する際に、必要不可欠である。今後、伴走

型経営支援を行っていくうえでも、その動向を把握して、随時提供し、小規模事業

者にマーケットインの考え方を浸透させていくことが課題である。 
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《今後の取組》  

小規模事業者が必要とする地域の需要動向、特に町内に厚みのある業種（小売業、

飲食店、サービス業：地域内において約７０％を占める業種）の消費者ニーズにつ

いてアンケート調査を実施。専門家と連携して分析を行い、レポートとして取りま

とめて事業者に提供し、新商品・新サービスの提供や創業予定者が開業場所を検討

する際に活用していく。 

  

《事業内容および実施方法》 

（1）個社支援に向けた需要動向調査の実施（新規） 

小規模事業者の事業計画の策定・見直しに限らず、販売する商品や提供するサー

ビス等の商品の開発・改良へ向けた個社支援として、需要動向を把握するための消

費者ニーズ調査を行う。 

 

消費者ニーズ調査：年１回 

・一般消費者のニーズ把握に向け、アンケート調査を実施する。調査においては、

各団体への仲介及び依頼、情報共有や情報提供などの部分で佐々町と連携して行

う。 

調査結果は、町内に厚みのある業種（小売・飲食・サービス業の個社 20社）に

身近な消費者の購買意識を改めて知ってもらう資料としてフィードバックする。 

 

・消費者を対象とした調査：年１回 

小売業向けニーズ調査：和菓子、洋菓子、焼菓子について 

（Ｈ30年度・H33年度実施予定） 

調査方法：郵送形式によるアンケート調査  

調査対象：個社１件あたり、町内消費者（地域婦人会・町内会等）100名を 

想定 

調査項目：①消費者属性（居住地域・性別・年齢・職業） 

②和菓子・洋菓子・焼菓子を選ぶ基準 

③購入価格帯 ④購入頻度 ⑤要望事項 ⑥品揃えに対する満足度   

⑦コンビニエンスストアとの違い(良い点、悪い点) 

⑧店舗を選択する際の方法 

（情報誌・クチコミ・ホームページ・情報サイト） 

⑨接客応対 ⑩不足・不満など自由意見  

※上記「小売業」は菓子製造小売を想定 

 

飲食業向けニーズ調査：時間、金額、接遇、設備等について 

（Ｈ31年度・H34年度実施予定） 

調査方法：郵送形式によるアンケート調査  

調査対象：個社１件あたり、町内消費者（地域婦人会・町内会等）100名を 

想定 

調査項目：①消費者属性（居住地域・性別・年齢・職業） 
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②店選びで重視する点 ③利用する理由・利用しない理由  

④利用頻度 ⑤時間（待ち時間・滞在時間） 

⑥料理の量 ⑦1回あたりの支出額 ⑧同伴者・人数  

⑨チェーン店との違い(良い点、悪い点)  

⑩店内の清潔さ ⑪喫煙（禁煙及び分煙）への取り組み 

⑫接客応対  

⑬店舗を選択する際の方法 

（チラシ・情報誌・クチコミ・ホームページ・情報サイト）  

⑭不足・不満など自由意見 

※上記「飲食業」は大衆居酒屋を想定 

 

サービス業向けニーズ調査：カット・カラーリングなど施術、金額等について 

（Ｈ32年度実施予定） 

調査方法：郵送形式によるアンケート調査  

調査対象：個社１件あたり、町内消費者（地域婦人会・町内会等）100名を 

想定 

調査項目：①消費者属性（居住地域・性別・年齢・職業） 

②利用する理由・利用しない理由 ③利用する際の重視点 

④利用頻度 ⑤利用回数 ⑥1回あたりの支出額  

⑦接客応対 ⑧利用してみたい施術 

⑨店舗を選択する際の方法 

（知人の紹介・口コミ・インターネット・情報サイト） 

⑩不足・不満など自由意見 

   ※上記「サービス業」については、理美容業を想定 

 

(2)需要動向データの情報提供（新規） 

以上で収集した情報を、専門家を活用して分析し、需要動向レポートとして、年

１回、配布及び巡回・窓口対応時において、小売業・飲食店・サービス業の個社 20

社に適宜説明をしながら提供する。消費者の需要動向を調査することにより、小規

模事業者が提供する商品・サービスと消費者が求めるニーズとのギャップについて

把握ができ、その情報をフィードバックすることで、マーケットインの考え方を浸

透させることにつながる。 

（数値目標） 

 現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

消費者ニーズ 

調査 

調査回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

対象者数 0名 100名 100名 100名 100名 100名 

調査結果 

提供事業者数 
0社 20社 20社 20社 20社 20社 
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６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

《現状と課題》 

佐々町は、これまで佐世保市のベッドタウンとして発展してきたため、観光資源

や特産品と呼べるものは少ない。商談会や物産展への参加についても呼びかけは行

っているものの、対象となる事業所が少ないこともあり出展する事業所は少なく、

現状では一部の小規模事業者が長崎県や業界団体主催の商談会等に出展するにとど

まっている。また、出展した事業所においても、効果的な需要開拓には結びついて

いないのが現状である。 

 

《今後の取組》  

今後は需要動向調査の結果を活用し、売上増加や新規顧客の獲得にむけて、より

効果的な販路開拓支援を行う。 

小売（菓子製造小売）、サービス（ネイル・エステ等）、飲食店に対して、地域イ

ベントへの参加を提案。需要動向調査の情報を踏まえた商品開発・ブラッシュアッ

プ・陳列について専門家を活用し、個社の販路拡大を支援する。加えて、限られた

人材で事業に取り組む小規模事業者の情報発信力についても強化を図り、地域内外

の潜在的な需要の掘り起こしと新たな需要開拓を支援する。 

一方、商談会や物産展へ参加する事業者については、今まで以上に外部機関等と

連携して、出展前後に事前準備、商談の進め方、事後フォローについてアドバイス

を実施し、売上増や新規取引を目指す。今後佐々町の人口減少が予想される中、外

貨獲得の手段として、新たな需要開拓は重要な位置づけになると考えられる。 

 

《事業内容および実施方法》 

（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（拡充） 

長崎県や長崎県商工会連合会、業界団体等が開催する大都市圏の商談会や BtoB取

引に繋がる販路開拓事業を、製茶業・卸売業・小売業（菓子製造小売）を営む小規

模事業者に巡回などで個別案内する。 

小規模事業者の出展への関心を喚起して、商談会や展示会への出展企業を増やし、

販路開拓、売上拡大を図る。加えて、外部機関が運営するビジネスマッチングポー

タルサイトも提案し、新たな BtoB取引拡大による販路開拓を支援していく。 

商談会等の出展予定者には、事前にブースのディスプレイ専門家を通じて、商品

の陳列やブース内の構成、効果的な訴求方法、出展後のアプローチの仕方などの指

導を行う。事後は、バイヤー等の意見を活かした商品のブラッシュアップや各種ア

ンケート調査分析を、専門家を活用して実施し、出展者へフィードバック。今後の

商品開発や事業展開への活用を図る。 

事業者は商談会等への出展により商品の改善点や、開発のヒントとなるアドバイ

ス、地域外の情報を得ることができ、個社の経営力向上につなげることができる。 
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参加が想定される商談会 

商談会 内 容 

①長崎・食の商談会 
百貨店、スーパーマーケット等のバイヤー

が参加する商談会 

②魅力発信！ながさき商談会 
バイヤー等流通業者・百貨店・スーパーな

どが参加する商談会 

③スーパーマーケットトレードショー 
小売・中食・外食業界の垣根を越えた商談

展示会 

④全国お茶まつり 
生産者に限らず、バイヤーなど約 1,000名

が参加 

 

（2）地域イベント等を通じた販路拡大支援（拡充） 

一般消費者を対象に事業を営んでいる小売業（2社）・飲食店（2社）・サービス業

（1社）の新たな需要開拓の機会として、佐々町が３月、４月、６月に開催する「三

大花まつり」において出店ブースを確保。観光客及び地域内消費者向けへの販路拡

大支援として取り組み、小規模事業者の売上及び認知度向上、新規顧客獲得を支援

する。 

出店する事業者へは、需要動向調査で把握した消費者ニーズを踏まえた商品・サ

ービスの提供を指導するとともに、商品表示・陳列・販売戦略・新商品開発につい

て専門家等と連携して支援・指導を行い、販売活動の改善を図って売上向上につな

げる。 

イベントに出店することで、認知度向上による個社の売上・利益の増加が期待で

きる。加えて販売活動改善へむけた意識醸成が図られるとともに、参加者内の競争

や協力による個社の活性化・経営力向上が期待される。 

 

※佐々町三大花まつり 概要 

①河津桜・シロウオまつり 

（３月開催） 

３月上旬に開催されており、シロウオの踊り食い

や漁体験ガールズなどのイベントが行わる。 

【平成２８年度】来場者数：約 1,000人 

②しだれ桜まつり 

（４月開催） 

４月上旬に３日間開催。11品種 60本のしだれ桜が

一斉ライトアップされ、併せて、イチゴを使った

菓子やお茶など特産品販売が行われる。 

【平成２８年度】来場者数：約 6,500人 

③花菖蒲まつり 

（６月開催） 

６月上旬に３日間開催。約 2万株の花菖蒲が咲き、

夜には、竹灯篭でライトアップされる。併せて大

正琴演奏・窯焚き体験イベントなどが行われる。 

【平成２８年度】来場者数：約 5,000人 
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(3)情報発信の強化（拡充） 

  限られた人材で事業に取り組んでいる小売業（2 社）・飲食店（2 社）・サービス

業（1社）を営む小規模事業者の需要開拓として、「SHIFT」及びＳＮＳの活用を提

案し、販路拡大を支援する。 

インターネットを介した情報発信は、新たな需要の開拓・掘り起こしに必要なツ

ールとなっている。そこで、小売業（2 社）・飲食店（2 社）・サービス業（1 社）

を対象に情報発信力強化にむけた販路開拓セミナーを開催。全国商工会連合会

「SHIFT」による自社ホームページ及びフェイスブック・ＬＩＮＥなどＳＮＳの開

設支援、ホームページとの連携といったインターネット等の活用を支援するととも

に、個別に専門家派遣を活用した指導を実施して、個社の情報発信力強化による需

要の掘り起こしを目指す。 
 

  

（数値目標） 

  現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

商談会 

参加事業者数 0社 10社 10社 10社 10社 10社 

商談件数 0件 7件 7件 7件 7件 7件 

成約件数 0件 5件 5件 5件 5件 5件 

地域 

イベント 

参加事業者数 0社 5社 5社 5社 5社 5社 

うち売上額

5％増 
0社 2社 2社 2社 2社 2社 

販路開拓

セミナー 

開催回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

参加者数 0社 5社 5社 5社 5社 5社 

情報 

発信 

支援件数 0社 5社 5社 5社 5社 5社 

取引件数 0件 3件 3件 3件 3件 3件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業 

《現状と課題》 

佐々町の商業機能は高く、中央資本の量販店や飲食店が市場を席巻する傾向にある。

一方で地域商店街経営者の連携が脆弱であり、共同販促事業等は展開されていない

状況にある。また、空き店舗も増加傾向にあり、その対策について、新規創業者を

増やす取り組みも必要となっている。西九州自動車道佐々ＩＣ開通により車輌交通

量は増えているが、佐々町の商店に滞留する買い物客等は少なく、大型店舗など一

部店舗への効果にとどまっている。活性化事業については佐々町主催の三大花祭り

があるが、一過性の集客効果で小規模事業者の経営改善への効果は薄い。 
 
《今後の取組》 

商工会地区の交流人口増加や地元消費者の購買意欲喚起を目的としたイベントを開

催し、地域小規模事業所への回遊促進および地域物産の紹介等を通じて地域経済の

活性化を推進する。季節イベントでは店頭通行量が増えるにも関わらず、小規模事

業者の経営改善につながらないのは、小規模事業者自身の取組にも問題あると判断

できるため、イベント開催前には取組に関する情報交換の場を設けて、効果的な販

促につなげるとともに意識の共有を図っていく。 

あわせて、交流人口受け入れ強化策として、情報発信機能を有する拠点施設設置の

有無に関する協議会を立ち上げて、町内への回遊促進を研究する。 

 

《事業内容および実施方法》 

（1）地域資源活用に関する関係者会議の開催（新規） 

現在、地域における協議会等については、イベント等の委員会は開催しているもの

の、地域資源活用に係る関係者会議は開催していない。そのため、まずは佐々町の

関係機関が地域の課題を共有し、解決を図っていくための関係者会議を行政と商工

会が主体となり開催していく。 

  

（2）地域資源を活かしたイベントの開催および協力（拡充） 

佐々町の地域資源であるシロウオを活用して、飲食店によるグルメフェアを開催し、

町外へ佐々町をＰＲする。地域の賑わい創出への貢献と地元事業者の住民へのアピ

ールの場として、イベントの開催および協力を行う。個社に対してはイベント前後

に販促や効果測定についてのアドバイスを実施。地域住民に対して商工会活動のア

ピールを行い、地域に欠くことのできない団体であることをアピールする。 

 

（3）一店逸品運動の展開（新規） 

 佐々町内への回遊促進を図るうえで交流拠点が必要か否かについての検討会を設

け、協議結果を基に次のステップへと進むこととしている。そういったなか、一店

逸品運動の展開を実施していく計画があり、平成２９年度より地元商店主の連携促

進と個店魅力アップを図るべく事業実施に取り組んでいく。定期的に PDCA を行い

ながら商業機能の底上げを図る。 
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（4）地域特産品の開発およびブランド化に向けた支援（新規） 

地場産品の活用を図るため、佐々町の直売所「皿山直売所」や行政と連携して、売

れ筋商品や価格帯等を調査し、消費者のニーズや人気商品の傾向を探る。調査の結

果は、特産品の製造や販売を行う事業者に提供し、品揃えや商品開発の参考にして

もらうとともに、地域経済の活性化に資する取組における基礎資料として活用する。 

特産品ブランド化の後押しをする商品については、マーケティングリサーチ会社を

活用し、量目、デザイン、価格、パッケージなどの調査、試食会やアンケートなど

を通してのモニタリング調査、消費者の反応を知るためのテストマーケティング等

を行い、小規模事業者の売れる特産品づくりをサポートする。 

 

 （数値目標） 
 現状（Ｈ29） Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

地域資源活用に関する

関係者会議の開催 
1回 1回 1回 1回 1回 1回 

シロウオグルメフェア

の開催（参加事業者数） 

1 回 

（13 店舗） 

1 回 

（14 店舗） 

1 回 

（15 店舗） 

1 回 

（16 店舗） 

1 回 

（16 店舗） 

1 回 

（16 店舗） 

一店逸品運動の実施 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

地域特産品開発・ブ

ランド化への需要同

調査回数（対象者数） 

0回 

（0人） 

2回 

（150人） 

2回 

（150人） 

2回 

（150人） 

2回 

（150人） 

2回 

（150人） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔佐々川シロウオ漁風景〕           〔シロウオ踊り食いセット〕 

※シロウオグルメフェアは、２月下旬から３月末まで佐々町内で開催され、参加店舗でシロウオ

料理を食べることができる。 
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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 

《現状と課題》 

経営発達支援計画を推進する中で、商工会事務局の役割は重要であり、小規模事業

者の信頼を得て伴走型支援を高めるには、既存スタッフの専門知識習得などの資質

向上が不可欠な状況にある。 

また、全国商工会連合会や長崎県商工会連合会をはじめとする関連組織や、各種支

援機関との連携を促進させるネットワークを構築し、情報およびノウハウ等を活用

する取り組みが不可欠となっている。そのため、積極的に他の関係機関と情報交換

会を実施する必要がある。 

 

《事業内容および実施方法》 

（1）近隣地区商工会や支援機関等との連携および情報交換（拡充） 

長崎県県北地区の商工会、長崎県よろず支援拠点、専門家等で、小規模事業者の

支援ノウハウや最新の支援状況等について情報交換を行う。支援方法の確認や修

正を行い、よりよい伴走型支援を目指す。会議開催については、県連合会の研修

会や県北地区商工会連絡協議会研修会等にあわせて実施する。（年間１～３回程

度）また、平戸税務署や経営指導員等で開催される年に２回の税務研修会におい

て、小規模事業者の持続的発展を円滑に進めるための情報交換を行う。 

 

（2）金融機関との連携および情報交換（拡充） 

現在は、日本政策金融公庫とのマル経協議会において、地域内の金融情勢等の情

報交換を行っているが、ネットワーク拡大および効果的な連携を図ることを目的

に地域金融機関（十八銀行・親和銀行）とも情報交換を行う。（年に2回以上開催）

情報については職員全体で共有し、職員の資質向上と経営発達支援事業の実施に

活用する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

《現状と課題》 

現在は、県連合会が実施する職種別・分野別研修会に参加し、個々の情報収集、知

識習得、能力向上に努めているが、職員間での情報共有が活かされず、小規模事業

者への支援体制の構築が十分整っていない。これからの小規模事業者のニーズに対

応していくためには、国県等の施策や専門的な知識に加え、人的ネットワークの構

築が必要となるため、多くの研修会（県外研修含む）へ参加し積極的にネットワー

ク強化に努める必要がある。 
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《事業内容および実施方法》 

（1）県連合会等が主催する各種研修会への参加（拡充） 

小規模事業者の持続的発展に関する支援に向けて、職員一人一人の支援ノウハウの

習得をはかるため、県連合会が主催する職種別研修会や関係機関主催の分野別研修

会等に積極的に参加し、支援の役割や支援スキルの習得に努める。今まで、参加し

なかった県外での研修会へも積極的に参加し、他県の支援ノウハウなど情報の収集

を行う。参加者は全職員に情報をフィードバックし、事務局全体の資質向上につな

げる。 

 

（2）職員間での情報や知識の共有化（拡充） 

研修会や情報交換会等で習得した知識や情報は事務局会議等を通じて全職員で共

有、ノウハウ等の蓄積を図る。現在１週間に一度、内部ミーティングを行っている

が、それとは別に事務局会議を開催し、モチベーションアップと個々のスキルアッ

プ、情報の共有化を図る。 

 

（3）ＷＥＢ研修の活用（拡充） 

全国連が実施するＷＥＢ研修の受講により、支援能力の向上を目指す。 

 

（4）支援情報共有体制の整備（新規） 

グループウェアやネットワーク環境を有効活用し、共有フォルダに支援ノウハウや 

事業計画策定状況等の支援データの蓄積を行う。あわせて、カルテにも支援履歴等 

を保存して、組織内での情報共有体制の構築を図る。 

 

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 

《現状と課題》 

現在、商工会が実施する事業については、内部の組織財政等委員会で企画立案し、

理事会で承認を得て事業実施に至っているが、実施後については、目標を達成して 

いるかなどの確認する仕組みがなく、成果や内容についての評価は行ってはいない。 

  

《事業内容および実施方法》 

（1）行動計画の策定および事業の実施（新規） 

経営発達支援計画の目標達成に向けて、全職員がそれぞれ具体的な行動計画を策定

し、円滑な事業遂行に向けて取り組む。 

 

（2）経営発達支援事業評価委員会による事業の評価・検証（新規） 

事業を適正に進めていくために商工会正副会長、佐々町産業経済課、金融機関、外

部有識者で構成する経営発達支援事業評価委員会を設置し、年に1回、事業の実施状

況、成果の評価、見直し案の提示を行う。その結果を基に理事会において、評価見

直しの方針を決定する。事業の成果・評価見直しの結果については、総会やホーム

ページで公表する。途中の状況把握については全職員で毎月実績を会議等で確認し

改善策などを検討する。軌道修正を行う場合は状況を理事会へその都度諮る。 
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[経営発達支援事業ＰＤＣＡ] 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ（評価） 

【評価・検証】 

事業評価委員会 

Ａ（改善） 

【事業の見直し】 

理事会・事務局 

Ｄ（実行） 

【支援事業実施】 

事務局 

Ｐ（計画） 

【支援計画策定】 

理事会・事務局 
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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 

（29年 11月現在） 

（１）組織体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

事務局運営体制 

職名 事務局長 経営指導員 経営支援員 合計 

 （１名） 

・行政との折衝 

・理事会への周知 

・会員への周知 

（２名） 

・創業支援 

・経営改善支援 

・事業計画策定 

支援 

・セミナー実施 

（２名） 

・地域情報把握 

・労働保険相談 

・税務相談 

・収益情報把握 

 

一般職員（1名） 

（６名） 

 

  ※事務局全員で経営発達支援事業に取り組む 

 

（２）連絡先 
〒857-0311長崎県北松浦郡佐々町本田原免 123 

 佐々町商工会 

 電話番号 0956-62-3171 

 FAX番号 0956-62-6589 

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

 

 

 

 

会長（1 名） 

副会長（2 名） 

事務局 

①総務 

②経営指導 

 

青年部 女性部 

会員総会 
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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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 6,100 7,900 8,200 8,200 8,200 

 

経営改善普及事業指導費 

 

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 

 

4,000 

 

1,000 

 

500 

 

300 

 

100 

 

30 

 

50 

 

70 

 

50 

 

5,000 

 

1,200 

 

800 

 

500 

 

130 

 

50 

 

70 

 

80 

 

70 

5,300 

 

1,200 

 

800 

 

500 

 

130 

 

50 

 

70 

 

80 

 

70 

5,300 

 

1,200 

 

800 

 

500 

 

130 

 

50 

 

70 

 

80 

 

70 

5,300 

 

1,200 

 

800 

 

500 

 

130 

 

50 

 

70 

 

80 

 

70 

（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、佐々町補助金 

 

（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。 

 

 



２３ 

 

（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／需要動向調査に関すること【指針③】 

 佐々町産業経済課、日本政策金融公庫佐世保支店、親和銀行佐々支店、十八銀行佐々

支店、長崎県商工会連合会 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 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（中小企業診断士、税理士等） 

 

3.事業計画策定支援に関すること／事業計画後の実施支援に関すること【指針②】 

 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（中小企業診断士、税理士等） 

 

4.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 佐々町産業経済課、日本政策金融公庫佐世保支店、親和銀行佐々支店、十八銀行佐々

支店、長崎県商工会連合会、長崎県よろず支援拠点 

 

5.地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

 佐々町産業経済課、佐々町観光協会、長崎県商工会連合会 

 

6.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に関すること 

 佐々町産業経済課、日本政策金融公庫佐世保支店、親和銀行佐々支店、十八銀行佐々

支店、平戸税務署、長崎県商工会連合会、江迎公共職業安定所、外部専門家（中小企

業診断士、税理士等） 

 

連携者及びその役割 

【佐々町産業経済課】 

町長 古庄 剛 

住所：長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168-2 

TEL：0956-62-2101 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経

済活性化に資する取り組み、特産品開発、販路開拓支援、補助金等 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、地域経済活性化に資する取り組み、

特産品開発、販路開拓支援が地区内諸団体との円滑な取り組みが図られる。 
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【株式会社日本政策金融公庫佐世保支店国民生活事業部】 

支店長 長瀬 昭一 

住所：長崎県佐世保市天満町 2-21 

TEL :0956-22-9155 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、小規模事業者や創業予定者への融資、資金

繰り対策、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、小規模事業者や創業予定者への円

滑な資金供給、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

 

【親和銀行佐々支店】 

支店長 徳永 智雄 

住所：長崎県北松浦郡佐々町本田原免 187-5 

TEL :0956-62-2111 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、小規模事業者や創業予定者への融資、資金

繰り対策、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、小規模事業者や創業予定者への円

滑な資金供給、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

 

【十八銀行佐々支店】 

支店長 藤野 浩介 

住所：長崎県北松浦郡佐々町市場免 52 

TEL :0956-62-2918 

（役割）地域の経済動向、需要動向調査、小規模事業者や創業予定者への融資、資金

繰り対策、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

（効果）地域の経済動向の収集、需要動向の収集、小規模事業者や創業予定者への円

滑な資金供給、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

 

【長崎県商工会連合会】 

会長 宅島 壽雄 

住所：長崎県長崎市桜町 4-1長崎商工会館 8階 

TEL ：095-828-1462 

（役割）支援事業メニューの提供、販路開拓支援、職員研修 

（効果）小規模事業者の経営全般にかかる情報収集、提供、販路開拓の際のルートと

人脈活用職員の資質向上 

 

【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：長崎県長崎市桜町 4-1長崎商工会館 9階 

TEL ：095-828-1462 

（役割）専門的な支援をワンストップで提供 

（効果）小規模事業者の総合的な課題解決 
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【江迎公共職業安定所】 

 所長 飯田 善勝 

 住所：長崎県佐世保市江迎町長坂 182-4 

 TEL：0956-66-3131 

 （役割）計画策定後実施に係る労務を中心とした指導と支援 

 （効果）小規模事業者の労務に関する課題解決および補助制度の活用 

 

【長崎県中小企業診断士協会】 

 会長 前田 慎一郎 

 住所：長崎県長崎市大黒町 3-1 交通会館 5階 

 TEL：095-832-7011 

 （役割）経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、販路開拓

支援 

（効果）専門的な支援の提供 

 

【平戸税務署】 

署長 北島 和美 

住所：長崎県平戸市岩の上町 1509 

TEL ：0950-23-2131 

（役割）税務関連職員研修 

（効果）職員の資質向上 

 

【佐々町観光協会】 

 会長 前田 廣志 

住所：長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168-2（佐々町産業経済課内） 

TEL：0956-62-2101 

 （役割）需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済活性化に資する

取り組み 

（効果）円滑な交流人口受け入れ体制づくり 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 佐々町 佐々町観光協会 

長崎県商工会連合会 

日本政策金融公庫佐世保支店 

親和銀行佐々支店 

十八銀行佐々支店 

その他支援機関 

独立行政法人中小企業基盤整

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、長崎

県よろず支援拠点、平戸税務署 

連

携 

佐々町商工会 

相

談 

支

援 

小規模事業者 
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