
経営発達支援計画の概要 

実施者名 三重商工会 

実施期間 平成 27 年 4 月 1日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

【目 標】 

１．小規模事業者の持続的発展をめざす 

２．小企業者への支援については特に配慮する 

３．創業及び事業承継支援で地域を活性化する 

４．主産業である水産加工業についての販路開拓を支援する 

５．地域住民、行政等と課題を共有し、地域資源の活用と交流人口拡大に向け

て取り組む 

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】 

（１）景気動向調査（既存・拡充） 

（２）行政による統計データの活用 

（３）民間、各種団体の情報誌の活用 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）支援対象の抽出（既存・拡充） 

（２）ヒアリングシートの共通化（新規） 

（３）経営状況・強み・弱みの分析（新規） 

（４）財務状況の分析手段 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定における考え方（新規） 

（２）各種セミナー、相談会による掘り起こし（新規） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）定期的なフォローアップの実施 

（２）事業計画と現状の検証 

（３）外部との連携 

（４）支援記録の継続した活用・保存 

（５）小規模事業者経営発達支援資金の活用 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）民間情報誌等の活用・分析・提供（新規） 

（２）当地区の景気・消費動向調査（新規・重要） 

（３）当地区の水産加工業の需要動向調査について（新規） 

（４）分析項目の視点 

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】 

（１）県連合会主催の商談会への参加促進（拡充） 

（２）「ベルナード観光通物産展」への参加促進（拡充） 

（３）地域資源を活かした需要開拓（拡充） 

（４）ソーシャルネットワーキングの有効活用 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）地域資源のブランド化への取り組み 

連絡先 

本所：〒851-2204 長崎市三重町 958 

      TEL：095（850）0050 FAX：095（850）0982 

支所：〒851-2403 長崎市神浦（こうのうら）江川町 2 

      TEL：0959（24）0105 FAX：0959（24）0450 

Email：mie-shoko@shokokai-nagasaki.or.jp 



（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   

（１）長崎市について 

長崎市は、人口約 43 万人の都市であり、三重商工会（以下、本会）は、長崎市内

の北西部に位置しており、市中心部から車で約 50 分のところに位置する。市内中心

部を長崎商工会議所が管轄し、その周りを飛び地で東長崎商工会、琴海商工会、長崎

南商工会及び本会の４つの商工会が管轄している。 

長崎市中心部は、「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産の登録が決定し

たばかりの軍艦島観光、大型クルーズ船の寄港及び世界三大夜景の効果もあり観光客

が増加している（表-1）。また、平成 34 年を目処に九州新幹線西九州ルートの開業も

控えているが、当地区はルートから外れている。当地区は中心部から離れ、公共交通

機関が未発達のため、今後、観光客をはじめ交流人口を取り込めるかが課題となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域の現状 

（１）長崎市について 

・長崎市の概況 

２．三重商工会地区の現状 

（１）三重地区の現状    （２）外海地区の現状 

３．現状における課題について 

４．中長期的な振興のあり方 

５．課題解決のための『経営発達支援事業の目標』 

６．行動指針 

目 次 

三重・外海地区 

長崎市中心部 

西海市 
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【表－１】長崎市の観光客数・観光消費額の推移

観光消費額 観光客数

 
※ 長崎市統計より抜粋 平成18年「長崎さるく博」・平成22年「NHK龍馬伝放送」 

 

 

一方、長崎市は海に囲まれた水産都市の一面も併せ持っており、主要漁港水揚げ

では全国で 5位以内に入り、なかでも、かつお・さば・いわし等が水揚げ上位に並び

県外へも出荷されている。 

また、他の地方都市と同じく人口減少・流出・高齢化は下記のとおり深刻化して

おり、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口の調査では、現在の人口約 43

万人から平成 52 年には約 33 万人まで減少するという結果が出ている。その要因は、

高齢化による人口減少のほか、雇用の場がなく福岡や東京に若者が流出していること

が挙げられる。 

 

そのようななか、長崎市は第三次長崎市経済成長戦略（平成 32 年度までの計画）

を打ち出し、造船産業の強化、産学官連携による食品加工品の販路開拓、観光誘致に

よる産業育成・外貨獲得・雇用拡大を目指しており、「MICE※」や「世界遺産候補資

産」などの経済振興を進めており、商品開発等の支援メニューが揃っている。 
※ MICE：企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive 
Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント
（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称
です（観光庁ホームページより引用）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 長崎市全体の人口推移 
   昭和 60 年：505,566 人（ピーク）→ 平成 25 年：436,029 人（▲13.8％） 

※ 平成 52 年には推定人口 331,049 人となり、九州の県庁所在市のなかで減少率が一番大きいと
いう調査結果が出ている。 

② 長崎市全体の高齢化の推移 
平成 7年：16.1％       → 平成 25 年度：27.0％まで上昇 
※ 平成 52 年には推定 39.7％に達するという予測結果が出ている。 

（国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口により） 

増加傾向
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２．三重商工会地区の現状  ※以下、当地区とは三重商工会（三重・外海地区を指す） 

当地区は長崎市と西海市の境に位置し、平成 18 年に隣接する三重町商工会と外海

町商工会が合併して設立された商工会である。当地区内の人口は 23，207 人、商工業

者数は 557 事業所であり、人口割合は三重地区が全体の約 83.2％を占める。 

 

【表－２】三重・外海地区の 

高齢化率（65 才以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

当地区の概要については、産業や年齢構成など市中心部と異なる環境があるため、

別途、下記に記載する。  

（１）三重地区の現状 

 三重地区は平成元年の長崎魚市の建設に伴い、公共住宅の建設や宅地造成が促進さ

れ、人口が微増傾向にある。もともと小売業が多い地区であるが（表－３）、半径２

キロ圏内にディスカウントストアやチェーン店が 9店出店しており、地元の小売業者

にとっては年々厳しい経済環境となっている。 

また、主な産業は漁業関連となり、仲卸、水産加工業、倉庫業、運輸業などが集

積している。当地区には、中小の水産加工業者から組織される長崎漁港水産加工団地

協同組合（以下、加工組合）（昭和 62 年に設立）があり、加工品の販売事業等を行っ

ている。 

  水産加工業は従業員を多数雇用している事業所が多く、当地区の経済・雇用を支え

ている（表-３）。 

 

（２）外海地区の現状 

外海地区は長崎市中心部から三重地区を経てさらに車で 20 分ほど移動したところ

に位置しており、山と海に囲まれ、過疎化・高齢化が著しい地区である（表－２）。

外海地区のなかでも出津・黒崎両エリアは江戸時代、キリシタン信者が多く居住

し、その象徴である「出津教会」「大野教会堂」は「長崎の教会群とキリスト教関連

遺産」の 1つとして今後、観光客の増加が見込まれている。主な産業は小規模の農業

や漁業になるが、高級食材である「みずいか（あおりイカ）」の水揚げや希少な柑橘

類である「ゆうこう※」などの地域資源があり、当地区内には道の駅「夕陽が丘そと

め」や長崎市唯一の焼酎工場及び手延べそうめん工場が存在する。 
※ ゆずに似た柑橘類であり、市内２地域に生息し江戸時代後期以降にフランスの宣教師により広められたと考え

る人が多い。 

 

 

長崎市全体 27.9 ％ 

三重地区 19.2 ％ 

外海地区 45.4 ％ 

【当地区内の人口と商工業者数】 

●人    口 23,207 人（9,815 世帯） 
※「長崎市住民基本台帳に基づく町別人口・世帯数 

（各月末）」より抜粋（平成 27 年 4月） 

●商 工 業 者 数 557 ※平成 26 年実態調査より

●小規模事業者数 514      〃 

●商工会会員数  317（三重 237・外海 80）

※ 平成 26 年度末 

高齢化率は市平均を大きく上回る 
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また、三重地区・外海地区に共通しているのは、自治会や老人会などを中心とした地

域行事が多々開催されているという点である。これらの運営には小規模事業者の存在が

欠かせず、当地区の原動力となっている。 

 

【表－３】当地区の業種別構成 

 

 

 

 

 

 

 

３．現状における課題について 

 以上の現状より、当地区の課題は以下の内容にまとめられる。  

 

①当地区は、従業員が 5 名以内の事業者が８割以上占めている（表－４）が、人口

減少等により当地区内の消費が減少し、それが小規模事業者の後継者不在につなが

り、地域活動の担い手も減少し、当地区の活気が失われつつある。 

 

②近年の消費動向の変化に伴い、当地区内住民の消費は近隣の大型店・ディスカウ

ントストア及び通信販売に流出し、小規模事業者は年々厳しい経済環境となってい

る（表－５）。特に食料品・酒類・米穀類の小規模小売店は、差別化が難しく、価

格競争の影響を受け経営に苦慮している。 

   

③当地区の主要産業は、水産加工業であり、雇用を支える本産業の景気は当地区の

経済に直結する。水産加工業については、魚市の新鮮な魚を手に入れる強みがある

が、昨今の食卓における「魚離れ」により需要が低迷（表－６）しており、販路開

拓に苦慮している。 

← 出津教会 

  現在、国内以外にも韓国からのツアー客も増加

している。現在、駐車場、お土産屋を整備中。

↓ みずいか（アオリイカ）を使ったみずいか御膳

を提供する料理店は毎年 10 月～11 月にかけ

て賑わう。 
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④当地区は「ゆうこう」「みずいか」「出津教会」などの地域資源・観光資源を保有す

るが、外貨獲得や交流人口の増加に十分に活用できていない。その要因として、地

域資源活用を軸にした地域活性化のノウハウが蓄積されていないため、客観的評価

等の情報収集、商品開発、利益が確保できる流通手段、複数の地域資源を組み合わ

せた付加価値向上策などの知識が不足しており、活用の停滞につながっている。 

 

 

【表－４】従業員数別事業所割合（三重地区商工会会員対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表―５】店舗形態別購買割合（飲食料） 
※ 平成 24 年度 消費者購買実態調査（長崎県）より一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
大型店・大型 SC 商店街 食品 SM 

H24 H21 増減率 H24 H21 増減率 H24 H21 増減率

県全体 21.1 20.3 +0.8 7.7 7.7 0.0. 43.9 51.1 ▲7.2 

長崎市 26.0 25.1 +0.9 8.9 9.2 ▲0.3 38.4 42.9 ▲4.5 

区分 
コンビニエンスストア ドラッグストア 通販 

H24 H21 増減率 H24 H21 増減率 H24 H21 増減率

県全体 6.6 4.7 +1.9 11.4 6.0 +5.4 4.4 2.8 +1.6 

長崎市 7.2 4.6 +2.6 7.8 3.8 +4.0 5.0 3.0 +2.0 

商店街やスーパーでの買い物は減少し、ドラッグスト

ア、コンビニ、通販での買い物が伸びてきている 
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※ 平成 26年度商工会実態調査より抜粋

従業員数0人から５人までの 

事業所が全体の87％を占める 



 

【表－６】水産加工品の国内消費仕向量の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．中長期的な振興のあり方 

   当地区は、自治会を中心に地域住民の結束が強く、ペーロン大会や地区の祭り、

自治会主催の運動会など多くの地域行事が開催されている。その際の電気設備、テ

ントや櫓の設置、弁当等の手配などの運営・準備・人員確保には多くの小規模事業

者が中心となって関わっており、地域の原動力となっている。 

当地区にとって、小規模事業者の衰退は、地域の衰退に大きく影響を及ぼすこと

が明白である。そこで、本会は、下記を中長期的な振興のあり方として定める。 

 

（１）小規模事業者の経営の持続をめざし、そのために必要な情報提供・経営計画策

定・需要の開拓に資する支援を伴走型で実施していく。 

（２）当地区において、創業・事業承継しやすい環境を整備することで小規模事業者

数を増加させ、地域の活力を維持する。 

（３）本会は地域の総合的経済団体として、行政や各団体などと地域振興の方向性を

共有し、賑わいの途絶えることのない活力のある地域づくりに取り組む。 

 

 

５．課題解決のための『経営発達支援事業の目標』 

（１）小規模事業者に対する支援について                    

【これまでの取り組み】 

  前述のとおり、当地区において小規模事業者は地域の原動力であり、減少させるわ

けにはいかない。しかし、本会はこれまで小規模事業所の支援にあたっては、定期的

な巡回等を行いつつも、資金繰りや税務の相談など単発的な解決に終始してきており、

中長期の改善計画をもとに個々の小規模事業者の経営改善が達成できた案件は些少で

あった。また、小規模事業者の課題解決については、行政、金融機関、支援機関等と

の連携も少なく、各機関の強みを活かした総合的な支援体制に欠けていたという反省

があり、経営発達支援事業で抜本的に改善に取り組む。 

 

 

※ 平成26年度 

水産白書より抜粋 

 

食用魚介類の国内

消費仕向量は減少

傾向 

-6- 



 

【目 標】 

 

① 小規模事業者の持続的発展 
以上の課題を踏まえて本会は小規模事業者に対し「需要を見据えた経営」・「価格

以外の強みを活かした経営」を支援していく。支援にあたっては小規模事業者の視

点に立ち、成果が出るまで伴走型支援を実施する。課題解決にあたっては、本会の

支援ノウハウを補完するため、県・市・中小機構基盤整備機構・よろず支援拠点・

金融機関等と連携し、地域ぐるみで総力を挙げた適切な支援体制を構築する。 

 

② 小企業者への支援について 
小企業者は、経営基盤が脆弱な場合が多く、後継者不在や経営改善意欲が低下し

ているケースも多く見受けられるため、支援にあたっては特に配慮する。具体的に

は、課題や目標を複雑化せず、１つずつ目標を達成させるなどのきめ細かい支援を

実施する。 

 

③ 創業及び事業承継について 
  地域に活気を作り出す要素の１つとして、創業及び円滑な事業承継が挙げられる。

 

 ■創業 

地域の新陳代謝を促すために、長崎県、長崎市、金融機関、県保証協会、商工

団体で構成される「創業サポート長崎」を通じてワンストップで創業予定者の支

援に取り組む。 

また、本会が三重・外海地区における「経営や創業等の相談窓口」であること

の周知活動を行う。 

 

■事業承継 

後継者の不在等でやむを得ず廃業を予定せざるを得ない小規模事業者や事業の

承継を検討しているところについては、税理士等の専門家と連携し、事業の維持

に向けたきめ細かな支援行い、また、円滑な承継手続きの支援を実施することで

廃業数の減少に努める。 

 

 
 

※ 目標は、引き続き次頁へ続く 
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（２）水産加工業への支援について                       

 

【これまでの取り組み】 

 当地区には、中小の水産加工業者から組織される長崎漁港水産加工団地協同組合

（以下、加工組合）（昭和 62 年に設立）があり、水産加工業の販路開拓支援や商品開

発等を支援している。本会はこれまで、水産加工品の販路開拓支援等については補助

事業の紹介等にとどまっていた。 

 

【目 標】 

④ 水産加工業は当地区の雇用を支える主要産業であるため、今後は、加工組合と

連携して、お互いの強みを活かした販路開拓支援を行う。具体的には、本会の支援

メニューを活用し、商談会前の準備等を支援することで販路開拓の後押しを行い、

全国連、県連合会、中小機構等と連携し、最適な販路先とのマッチング支援を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産加工業の支援体制のあり方 

長崎魚市 

地元の漁業協同組合 

大手の水産加工業 

長崎漁港水産加工団地協同組合 

  ・中小の水産加工業が所属 

長崎蒲鉾水産加工業協同組合 

その他零細の水産加工業 

長崎県総合水産試験所 

三
重
商
工
会 

全国商工会連合会 

長崎県商工会連合会 

長崎県・長崎市 

金融機関等 

各
機
関
が
連
携
し
た
支
援 

地域の雇用を支える 
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（３）地域経済の活性化について                        

 

【これまでの取り組み】 

本会は、これまで平成 21 年度から平成 24 年度までの毎年度、地域問題懇談会を開

催し、当地区の資源・課題を整理したうえで地区の行政、自治会、商工業者、外部家

等から意見を集約し、当地区における本会の役割を示した「三重商工会地域貢献アピ

ールプラン」を公表した。しかしながら平成 25 年度以降は、本会や地域を取り巻く

環境の変化に応じたプラン見直しや、地域経済の活性化に向けて各団体との連携を十

分に活かしきれてないという反省点がある。 

 

【目 標】 

⑤ 当地区の過疎化・人口減少に伴う地域経済の停滞を食い止めるには、一過性のイ

ベント的な地域経済活性策ではなく、長期的な人口増、消費拡大を目的とした地域

振興計画が必要である。そこで本会は、経営発達支援事業を実施することで地域住

民、企業、市民団体、行政等と連携して課題を共有し、地域資源の活用と交流人口

拡大に向けて取り組む。 

 

 

   

６．行動指針 

 

本会は、職員数 6 名（うち 1 名非常勤）で運営する少人数体制の商工会である。

そのため、常に内部事務、相談対応、地域行事などに追われ、受動的な取り組みが

多く、小規模簿事業者に対して能動的な働きがけができていなかった。そこで、今

後は前述の目標を達成すべく以下の方針で取り組む。 

 

（１）本会は、地域の総合的経済団体として小規模事業者事の経営の発達に特に資する

内容を重点的に取り組んでいく。具体的には、小規模事業者が自らの強みを活かした

利益や売上げの確保が可能となる状態になるまで伴走型で丁寧な支援を実施する。 

 

（２）小規模事業者の課題解決にあたり、専門家や各支援団体等と連携してアイディア

を考え、総力で支援を行う。 

（３）上記を確実に実行するにあたり、本会がやるべき業務内容を見直し、同時に職員

の資質向上を図る。これまで当地区において、三重商工会は祭りの主催団体のイメー

ジが強かったが、今後は祭りに参加している事業所をはじめ、当地域の事業所に対し、

きめ細かい伴走型支援を実施し、地域の活気をつくりだす総合的経済団体としての役

割を果たしていく。 
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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 27 年 4 月 1 日～平成 32 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】 

 

【課 題】 

これまでは経済動向の調査結果については会報で周知するのみで、有効的な活用が

されてなかった。また、情報発信方法や提供情報の分析なども小規模事業者にとって

もわかりにくい内容となっていた。本会は以上の課題を見直し、具体的な活用方法の

提案を図る。また、発信する情報内容について、本会内では、各職員が共通して閲覧・

活用できるよう適切な管理を図る。 

市町村合併が進み、以前は三重・外海地区の統計が容易に入手できたが、現在の調

査統計のエリア単位は長崎市１つにまとめられている。そこで、本調査結果は当地区

の詳細な経済動向を把握するうえで重要な資料となる。 

 

【事業内容】 

（１）景気動向調査（既存・拡充） 

 毎月、業種別（製造・建設・小売・サービス）の小規模事業所を対象に項目毎（売

上高・仕入れ単価・採算・資金繰り・業況）に調査を行う。 

今後は全国連の調査項目に加え、当地区でも特に厳しい小売業（米・酒・食料品）

の需要動向などを調査し、各事業所の仕入・販売の計画に貢献する。また、売上増

につながった取り組み事例や工夫など定性的な内容を調査する。 

業種別の業況ヒアリングを深化させ、業界毎の課題や傾向を分析・提供し、提供

回数・手段をより効果的なものになるよう改善する。 

以上の調査結果は、ホームページを通じて情報発信を行う。また、年に１回、当

地域の新聞折込で情報発信を実施し、本会の支援メニューや事例も併せて周知す

る。 

 

（２）行政による統計データの活用（既存・拡充） 

中小企業白書・水産白書、総務省統計局（個人企業経済調査）、長崎市統計月報

（労働・賃金・建築・商業・金融）、職業安定業務月報（長崎労働局職業安定部）、

水産加工統計調査（農林水産省）等から定期的に業種・地域別の経済動向、「売上

額」「事業所数動態」「人手過不足」などを分析し、重要な部分は景気動向調査と併

せてホームページ等で情報発信を行う。 
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（３）民間、各種団体の情報誌の活用（新規） 

地元金融機関が発行する「ながさき経済（株式会社長崎経済研究所）」「FFG 調査

月報（ふくおかフィナンシャルグループ）、漁協や農協が発行する機関誌から地域

の経済動向を情報収集し、経営状況の分析及び事業計画の策定の基礎資料として活

用するほか、巡回時の情報提供にも活用する。 

 

【目 標】 

 ・提供内容は、小規模事業者にとってわかりやすい構成に編集するよう心がける。

・提供手段については、会員・非会員を問わず閲覧できるようホームページを通じ

て情報発信を行い、事業所巡回の際にも情報提供する。また、情報発信の際は、

個人情報の保護に十分に配慮する。 

・非会員の目にも止まるよう、年に１回新聞等で折込みによる情報発信を実施する。

・本会内部では、情報を系統的に活用できるよう、共有サーバーにてデータファイ

ルの保管を行う（以下の全て同様の方針で情報を整理する）。 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 地域動向調査結果（指針③）を活用し、巡回や相談会を通じ、地域動向を伝える中

で、自らの事業所の経営状況の分析に興味を抱く事業所を増やしていく。  

小規模事業者の持続的発展において、自社の強みや弱みを知ることはとても大切で

あるが、実際に正確な情報を把握している事業者は少ない。そこで、小規模事業者の

商品・役務の内容、保有する技術・ノウハウ、従業員の経営資源、財務内容を分析し、

利益や売上の確保に活用する。また、専門的な内容については、中小企業基盤整備機

構や中小企業診断士等の各分野の専門家と連携し、効果的な経営分析に取り組む。 

 

【事業内容】 

（１）支援対象の抽出（既存・拡充） 

これまで本会が取り組んできた経営状況の分析先は、融資や補助金申請を申し出た事

業所が主で、受動的な取り組みであった。 

本会は巡回訪問・窓口相談・マル経推薦・各種セミナー（各種補助制度説明会、制度

改正説明会等）を通じて、当地区の小規模事業者を下記①～③のとおり分類し、各々の

状況に応じて丁寧なアプローチをかける。 

内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

景気動向調査回数 12 回 12 回 
毎月業種別に実施（年に 12 回） 

※特に小売業の調査内容を強化する 
景気動向調査の発信

数（ホームページ） 
なし 1 回 年に 4回 

景気動向調査の発信

数（会報） 
1 1 回 年に 4回 

景気動向調査の発信

数（折込） 
なし 1 回 年に 1回 
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①経営改善意欲の高い事業所 

②経営分析の必要性が喫緊である事業所（資金繰りなど） 

③その他 

 

アプローチ手段については、経営改善意欲の低い事業者ほど、経営状況の分析には

消極的と思われるため、地域動向情報（指針③）を説明しながら、将来に備えて自社の経

営分析が不可欠であると気付くまで回数を重ねてコミュニケーションを維持していく。 

 

（２）ヒアリングシートの共通化（新規） 

本会では、事業所とのやり取りの際に活用できる質問シートを作成し、職員の能力や経

験等の差によるヒアリング漏れがないよう初動体制を整える。また、導入初期の段階にお

いては項目内容について、随時見直しを行い、実用性を高めていく。 

 

（３）経営状況・強み・弱みの分析（新規） 

   ① 事業所が提供するサービス等を情報収集し、SWOT 分析により、内部環境と外部環

境の各々のプラス要因等を分析し、小規模事業者の強みと弱みを見つける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② SWOT 分析結果の活用法については、分析結果から事業者の強みを活かした経

営手法の仮説を導いて、事業計画を策定する際の重点項目として活用する。ま

た、随時、仮説の検証を行い利益に結びつくポイントを抽出し、経営者と共有

する。 

 

（４）財務状況の分析手段（新規） 

①収益性 

売上総利益率   ＝ 売上総利益／売上 

営業利益率    ＝ 営業利益／売上 

経常利益率    ＝ 経常利益／売上 

②効率性 

売掛金回転率   ＝ 売上／売掛金 

棚卸回転率    ＝ 売上原価／棚卸資産 

 プラス要因 マイナス要因 

内部環境 

強み 
 

・お客から喜ばれている点 

・お客はなぜあなたから購入するの

か 

弱み 
 

・お客に負担を掛けている点 

・お客はなぜあなたから購入しない

のか 

外部環境 

機会 脅威 
 

 

 

 

 

政治情勢・経済環境・社会情勢・技術革新・競

合他社の状況などの視点からプラスに働くの

かマイナスに働くのか分析する。 
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買掛金回転率   ＝ 売上原価／買掛金 

総資産回転率   ＝ 売上／総資産 

③安全性 

  流動比率     ＝ 流動資産／流動負債 

 当座比率     ＝ 当座資産／流動負債 

固定比率     ＝ 固定資産／自己資本 

自己資本比率   ＝ 自己資本／総資本 

④損益分岐点と利益計画 

変動費率     ＝ 売上原価／売上高 

損益分岐点売上高 ＝ 固定費／（1-変動費率） 

 

   以上の項目を事業者がわかりやすい表現にまとめる。 

 

【目 標】 

 

経営分析結果・課題については、小規模事業者と共有する。また、本会としてどのような

支援を展開していくべきかを検討し、その後の事業計画策定などの伴走型支援（指針②）

に移行していく。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【課 題】 

事業計画の策定は、事業者自身の意思が重要となる。そこで、「地域の経済動向調

査（指針①）」と「需要動向調査（指針③）」を活用し、事業者自らが改めて将来の

ビジョンを考える機会をつくり、必要に合わせ、補助事業を提案していく。事業計

画の策定にあたり個々の経営状況の分析結果（指針②）の活用は不可欠である。 

 

【事業内容】 

（１）事業計画策定における考え方（新規） 

 当地区の現況より、事業計画策定については、下記に分類し、策定に取り組む。 

イ) 経営不振であるが、後継者が存在している。 

ロ) 経営不振かつ後継者不在である。 

ハ) 経営が健全であり、後継者も存在している。 

ニ) 経営が健全であるが、後継者が不在である。 

イ）については、後継者が存在するため、何年後にどのような状態で事業承継を

行うかイメージを膨らませ、承継者の意思も確認しながら事業計画の策定を支

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
経営指導員1人当

たりの巡回訪問件

数 
１８０ ２２０ ２２０ ２２０ ２２０ ２２０ 

相談会開催件数 １ ４ ６ ６ ６ ６ 
経営指導員1人当

たり経営分析件数 
１０ １２ １５ ２０ ２０ ２０ 
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援する。 

ロ）については、当地区の米・酒・食料品小売事業者に多く見られるケースであ

り、経営環境が厳しいため、これまで以上に小規模事業所に寄り添い、小さい

ながらも着実に歩める目標を共有し、きめ細かな伴走型の支援を展開していく。

ハ）については、積極的に事業に取り組んでいるケースが見られる故の悩みや課

題を抱えているケースがあるため、十分に課題を整理し、長期的な視点で事業

計画策定支援を行う。 

ニ）については、事業主の将来的な考えを把握し、事業承継の可能性はないかを

探りながら事業計画策定の支援を行う。 

 

事業計画策定は小規模事業者も本会も相応の時間を要するため、事業主に十分に

必要性を理解してもらい、中途半端な結果に終わることがないよう継続した支援を

行う。 

また、伴走型支援のマンネリ化を防ぐためにも個別の面談等を通じた支援と課題

毎に絞った集団支援（経営革新セミナー等）を織り交ぜながら小規模事業者の改善

意欲を持続させる。 

 

（２）各種セミナー、相談会による掘り起こし（新規） 

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しを行う。 

 

②巡回指導時に、小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画策定を目指

す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

③創業・事業承継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

起しを行う。 

 

④伴走型支援のマンネリ化を防止するため、集団講習会を活用する。 

 

【目 標】 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
事業計画策定に

関連したセミナー

開催件数 
１ １ ２ ３ ３ ３ 

各種セミナーを通

じた事業計画策定

の取組事業所数 
１ ３ １０ １５ ２０ ２５ 

創業予定者の支

援者数 ４ ５ ７ １０ １５ １５ 

事業承継の支援

数 ２ ５ ７ １０ １５ １５ 
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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】 

【これまでの取り組みと課題】 

事業計画策定後の事後指導については、終了後の数ヶ月または 1年後に実施するな

ど計画的なフォローができていなかった。また、成果についても事業主と目標が共有

されておらず一過性に終わるケースもあった。 

 

【事業内容】（既存・拡充） 

（１）定期的なフォローアップの実施 

   事業計画策定後は、最低でも３ヶ月に 1回は進捗度、新たな課題などをヒア

リングし、小規模事業者の事業遂行意欲を継続させる。 

   また、創業予定者や事業承継予定者については、指針②のセミナーで事業計

画策定の支援後、１ヶ月に１回は状況を確認し、潜在的課題がないか、悩んで

いる点がないかを把握する。 

（２）事業計画における「計画」と「現状」の検証を行い、ギャップが生じていれ

ば軌道修正を行う。 

具体的には、ギャップの要因を検証し、ツリー方式で要因を深堀りする。 

次にブレーンストーミング方式で「どうすれば課題を解決できるか」を整理し、

事業計画に反映させる。   

（３）外部との連携 

  課題内容によっては、専門家、金融機関、長崎県よろず拠点支援等の諸機関と

連携し専門的な課題解決を図る。 

（４）本会における、これまでの一連の支援内容については、職員の異動後も迅速

に対応できるよう、事業者毎に時系列でデータを保管する。そして、各々の小

規模事業者の現在の支援段階が一目でわかるよう支援スケジュールを作成して

おく。 

（５）小規模事業者経営発達支援資金の活用 

日本政策金融公庫が提供する標記資金について「経営発達支援計画の認定を

受けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発

展に取り組む小規模事業者」に対し積極的に活用する。 

 

【目 標】 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
事業計画策定後の

フォローアップ回数 ７ １２ ４０ ６０ ８０ １００ 

１創業者・予定者に

対する事後支援回

数 
3 6 12 12 12 12 

１事業承継者・予定

者に対する事後支

援回数 
3 3 12 12 12 12 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【これまでの取り組みと課題】 

これまで、小規模事業者が提供する商品等の需要調査の依頼に対しては、主にイン

ターネットや商工会が保有する一部の統計などを元に調査を実施してきた。今後は、

さらに情報源を広げて定期的に情報を収集し、業種毎に即座に対応できるデータベー

スを作成し当地区の各事業所に巡回等を通じて提供する。 

 

【事業内容】 

（１）民間情報誌等の活用・分析・提供（新規） 

民間が発行する情報を定期的に収集・分析し、業界別のトレンドや需要動向を

分析し巡回時に各事業所に対して提供する。本情報内容は、各事業所が今後、重

点的に取り組む分野を計画する際の参考資料として活用できるよう、単に資料の

切り抜きではなく、各事業所の売上向上策が提案された内容に整理して情報発信

する。 

 

   活用資料例）経済レポート専門ニュース、業界紙（日経流通新聞、日刊水産経済

新聞、日刊工業新聞・飲食・建築等の専門誌、日経トレンディほか）

    

   なお、情報収集に当たっては、多数の情報誌を分析する必要があるため、業界毎

に経営指導員、経営支援員で担当し、統一した様式で資料化する。また、偏りが生

じないよう定期的な担当替えを実施する。 

 
※ 日頃の巡回を通じて、小規模事業者の業界毎の関心事・心配事を把握しておき、その

課題解決につながる記事を絞り込んで分析し、地域の現況に合わせて直接売上に繋がる

提案を盛り込んだ内容とする。 

 

（２）当地区の景気・消費動向調査（新規・重要） 

当地区内の三重地区は、宅地造成が進みファミリー層の入居が増加している。小

規模事業者にとって、ファミリー層の消費の取り込みは中長期的にも重要となるた

め、下記内容について調査票を作成し、情報収集する。 

情報収集内容 

一）消費者の意識（今後の暮らし向きの見通し） 

二）物価の見通し（前年同月比） 

三）趣味、レジャー、外食等の支出予定 

四）主要耐久消費財等の買替え状況 

五）世帯の状況（毎月） 

六）購買地域等調査 

○利用店舗、買い物理由、商店街の利用頻度、利用する理由、 

利用しない理由、商店街に求める役割、大型店の利用状況等 

○水産加工品の消費状況・ギフト利用状況 
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収集手段 

当地区内の新興住宅区域の住民を対象に 100 名募集し、アンケート調査手法

を使い調査を進める。回答内容を精査したうえで詳細を確認したい場合は 10 名

程度をグループインタビューし調査内容を深化させる。調査の実施については

一部民間企業に委託する。 

調査協力者に対しては、当地区には優れた商品があるという告知も可能にな

り「地元消費」への醸成も期待できる（Ⅱ-（２））。 

 

情報提供 

提供手段については、会員・非会員を問わず事業所巡回の際に情報提供する。
  

（３）当地区の水産加工業の需要動向調査について（新規） 

当地区は、主要産業である水産加工業が地域の雇用を支えており、今後の当地

区の発展に欠かせない産業である。また、水産加工品は、当地区以外に向けて流

通することが多い。 よって、水産加工業界については、水産白書のほか首都圏

の流通の専門家から仕入れたトレンド情報を盛り込み、今後地方への波及を分析

して提供する（全国連の専門家派遣制度を活用して百貨店やギフト、高級食材卸

会社から情報を直接仕入れる）。 

 

・初年度は年に 1回実施し、２年目以降は２回/年実施する（巡回を通じて情報発

信）。 

・巡回等を通じて、本情報を提供することで「販路開拓に苦慮している水産加工

業」への解決策への支援となる。 

 

（４）分析項目の視点（新規） 

 ①市場規模（現在・潜在） 

 ②市場の成長性 

 ③市場の収益性 

 ④コスト構造 

 ⑤流通のしくみ 

 ⑥市場の傾向（トレンド） 

 ⑦成功要因(小規模事業者に特化）  

 

【目 標】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
民間情報誌からの

分析回数 
１ １ ６ １２ １２ １２ 

上記の提供先（延

べ事業所数） １ 320 700 750 750 750 

当地区の景気・消

費動向調査の実施

回数 
１ 0 

 

3 年に 1 回実施する。 

小規模事業者は、大手企業と

同じ領域で勝負せず、①から

⑥の分析をもとに商圏地域

で自らの強みを活かして勝

負できる「成功要因」を探し

出すことが重要となる。 

需
要
の
開
拓 

-17- 



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】 

 

【これまでの取り組みと課題】 

これまで、需要の開拓に寄与する取り組みとしては、県内外のバイヤー向けとして

県連合会が主催する商談会等への参加促進であった。これまでの取り組みを通じて、

当地区の小規模事業者は一定の効果を得られたが、商談会等に参加する小規模事業者

のほとんどが戦略・方針を絞りきれていないため成約率が低いという状況がみられる。

 

【事業内容】 

（１）県連合会等主催の商談会への参加促進（拡充） 

県連合会主催の商談会は、小規模事業者に特化し、少量生産でもこだわりのある

商品を取り扱うバイヤーが参加するのが特長である。そこで、下記の流れで支援を

拡充し、販路を広げたい水産加工業にとって、経費・時間的に効率性の高い商談会

となるため参加を促進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商談会等参加にあたって効果のある点 

・バイヤーが探している商品（＝トレンド、価格帯）が把握でき、

今後の商品開発・改良のヒントとなる。 

・商談の流れ（事前に準備しておくこと、商談後のコミュニケー

ションなど）がわかり、事後の成約率を上げることができる。 

・他社の商品を見学でき、様々な情報交換が効率よくできる。 

本会が支援する具体的な内容 (拡 充） 

 ・少量生産でもこだわりのある商品の販路開拓に特化した支援 
 ・商談会参加者に対しては、全国連の専門家派遣制度等を使用した事

前の準備（戦略、商談カルテの記入法、成約までの仮想プロセスな

ど）を行い、成約率を上げていく。 

課題を抽出して解決へ（事後フォロー・拡 充） 

・商品の方向性、製造・加工の効率化や製造コストの適正化など商談

での課題を抽出し、経営体質の強化を図る。 

・専門的な課題の解決にあたっては、中小機構基盤整備機構や長崎県

よろず拠点支援、金融機関等と連携して課題解決を図る 
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（２）「ベルナード観光通物産展」への参加促進（拡充） 

本物産展は、長崎南商工会が主催し、市内商工会等から約 20 店舗が参加し、

長崎市中心部のアーケードで特産品等を試食・販売する。今後の拡充支援として

は、物産展の専門家等の指導の下、下記の取り組みを行い、売上を上げる。 

①お客様を引き付ける店舗づくり ②直接地元の消費者の声を聞く手法 

③直接販売のノウハウ      ④リピートにつなげる方法 

 

（３）地域資源を活かした需要開拓（拡充） 

①みずいか（アオリイカ）の場合 

  当地区で水揚げされる「みずいか」は外海（そとうみ）の荒い波の揉まれ肉厚

で甘みがあると評判である。本会が取りまとめ役となり、みずいかを活かして当

地区の飲食店で「みずいか御膳」を提供する「そとめ水いか祭り」を開催し、マ

スメディア、情報誌等を活用し市外、県外へと周知を図る。他の地域資源につい

ても飲食店や商工業者等と連携し、上記と同様の取り組みを行う。 

・時期（毎年 10 月から 12 月頃）の前にマスコミに向けて周知活動を行う。

・長崎市長への贈呈などマスコミ効果の高い周知を行う。 

・地元漁協・農協や行政と連携し、マスメディア等への露出を高める。 

 

（４）ソーシャルネットワーキングサービス（※以下、SNS）の有効活用（新規） 

年々、インターネットからの情報収集による購買・お出かけは増加傾向にあり、

今後もこのような傾向は続くと考えられる。SNS の特長は、情報が瞬時に伝わり、

経費が比較的少額、コミュニチィの形成などの強みを持ち、事業展開の重要なツ

ールとなっている。本会は、SNS の活用法についてセミナーを開催し、小規模事業

者にとって効率的な営業ツールとなるよう支援していく。本会自身もこれまでの

通常のホームページという「アクセス待ち」の発信から「能動的な情報発信」を

実現すべく取り組む。 

具体的には、事業者向けに商談会や施策情報の周知、一般向けに地域資源や地

域イベント等の情報発信を行う。そのことにより、交流人口の増加、当地区での

消費拡大など新たな需要の開拓に寄与する。（※平成 28 年度中の開設を目指す）。

 

【目 標】 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

商談会参加事業所数 4 4 6 10 10 10 
ベルナード観光物産

展参加事業所数 
3 3 4 7 10 10 

みずいか御膳の販売

飲食店数 
5 6 8 10 12 12 

SNS 等セミナー開催数 0 0 2 3 3 3 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
【現状と課題】 

当地区には、資源である「ゆうこう」や「みずいか」及び「長崎の教会群とキリ

スト教関連遺産」の 1 つである「出津教会」や「大野教会堂」があるが、観光振興

として有効活用策が当地区の行政、商工業者、各種団体で共有できていない。また、

世界文化遺産の軍艦島や九州新幹線西九州ルートの開業や MICE 計画で訪れる観光

客を当地区へ取り込む為、魅力発信についても計画的な取り組みが必要と考えてい

る。 

 

【事業内容】  

（１）地域資源のブランド化への取り組み（新規） 

当地区の地域資源「ゆうこう」や「みずいか」及び「出津教会」や「大野教会堂」

等を観光振興として有効活用するために長崎市、長崎県国際観光コンベンション協

会、漁協、農協、商工者で協議し、今後のブランド化への取り組みを共有する。 

＜ブランド化へのプロセス（案）＞ 

①上記団体等にて、「地域資源の価値」「他との優位性」を共有する。 

  ・地域資源に応じた専門家等との勉強会開催 

    勉強会には上記団体の参加を募り、以後の活動に発展させる。    

・地域資源のブランド化を目指す委員会の立ち上げ 

    

②上記優位性を一般に理解してもらうための活動 

・住民向け説明会、ホームページ・チラシ折込での周知、メインターゲット

への周知ほか 

  

＜現時点で予想される地域資源と協議項目例＞ 

①「ゆうこう」→ 特産品への活用、酵母などから化粧品などへの活用（商品

開発）エピソードの整理、告知手段、農協と連携、こだわ

り、高付加価値を求め競争力のある商品を開発 

         ※ 農商工連携などの取り組みで活性化など 

 

②「みずいか」→ 「当地区＝みずいか」というイメージを定着 

         当地区飲食店と漁協が連携して域外からのお客を獲得 

 

③「出津教会」等 → 地元信者の理解、観光振興への活かし方、周辺インフ

ラ整備、魅力発信 

 

④ 地域資源を活かした商品開発については、前述の長崎市第三次長崎市経済

成長戦略の１つにも掲げられている。よって、商品開発等において長崎市の

補助メニューも充実しており、このような制度を活用し、付加価値の高い商

品化の方法を協議する。 
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⑤ 上記を連携させ、客層を明確化し、他地域からの観光客の取り込み方法を

明確にする。また、上記地域資源の付加価値が高まり、当地区への交流人

口の拡大が進むことで地区内の消費も増加し、小規模事業者が事業を継続

しやすい環境を創出する。 

  

（２）地元消費拡大への取り組み（新規） 

当地区の小規模事業者の売上の縮小を改善するため、地元消費を促進する運動

を実施する。具体的には、官公需の記念品、車検、修理等に関わるものはできる

だけ当地区内の事業所（地元発注）から調達するよう要請する。 

また、経営状況の分析（指針①）で収集した『事業所が取扱うサービス等』を

活用し、当地区の住民に対して、お歳暮やお中元等の時季の需要に応じた取扱店

等を周知し、地元消費の喚起を促す（新聞折込、ホームページで情報発信）。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

地域資源勉強会・委

員会会議開催回数 
0 1 3 ヶ月に 1回以上の開催 

地元消費拡大の周知

活動（行政への要

請・チラシ配布） 
1 1 2 4 4 4 

時季の需要に応じた

取扱店の情報発信 
0 0 2 4 4 4 

 

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 
 【現状と課題】 

   これまで、経営指導員が受けた相談は、相談発生時に必要に応じて税理士や中小

企業診断士などのアドバイスを受け課題解決を図ってきた。今後は、日頃から関係

機関と情報交換・人脈形成を行い、専門家等毎の得意分野を把握し、迅速な課題解

決が図れる支援体制を目指す。特に、新たな需要の開拓に関する相談は、日頃から

の情報の蓄積が重要な解決の糸口となるため十分な準備を心掛ける。 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）小規模事業者の事業継続について（新規） 

小規模事業者の事業継続、特に食料品・酒類・米穀類については、価格以外の強

みを活かした経営方法を近隣商工会、金融機関等と情報交換を行い支援ノウハウの

向上を図る。 

（２）創業について（既存・拡充） 

長崎県、長崎市、金融機関、県保証協会、商工団体で構成される「創業サポート

長崎」を通じてワンストップで創業予定者の支援に取り組む。 

 また、「創業サポート長崎」で定期的に開催されるミーティングを通じて、お互い

の支援ノウハウの情報交換を行う。 
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（３）事業承継（新規） 

税理士等と本会の間で事業承継に係る専門的な法律、税金、手続き、金融機関等

との調整について連携し、ノウハウや情報を共有することで円滑な支援体制を構築

する。 

 

（４）水産加工業の販路開拓（新規） 

長崎市水産農林部、県連合会、加工組合、全国連の登録専門家、長崎県産業振

興財団の企業 OB と県内外の水産加工品の需要・供給情報、販路開拓事例や課題解

決事例などの情報交換を行い、販路開拓を円滑に支援する体制を構築する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

本会の職員数は原則 6名であり、今後 1名減が予定されている。そのようななか、

小規模事業者からの相談対応については、一次対応までは、全職員で対応し、課題

に応じて、円滑に経営指導員・経営支援員・記帳指導職員に継承する体制を整える

必要がある。これまでは、記帳指導、税務指導中心の資質向上が中心であったが、

全職員が小規模事業者の経営状況の分析結果を共有し、利益の確保につながる初期

ヒアリングができるよう経営発達支援能力を強化していく。 

   

（１）専門家派遣時の同行（既存） 

専門家派遣時に職員も同行することで、専門的な知識からヒアリングスキル等

を学ぶ。 

 

（２）県連合会・職員協議会主催研修（既存） 

    毎年、県連合会及び職員協議会が主催する研修に参加することで、重要な法改

正などへの対応を整える。また、職員同士の定期的な会合の場で他商工会の参考

となる取り組みを意見交換し、当商工会で積極的に活用する。 

 

（３）中小企業基盤整備機構の研修への参加（新規） 

標記機構では、小規模事業者の経営発達支援を行ううえで必要なスキルを集中

的に養うことができる。具体的には、全職員を対象にローテーションで経営分析

手法や売上の確保に資する研修を受講し、職員の資質向上を図る。 

 

（４）情報誌等の分析に伴う資質向上（新規） 

『６．需要動向調査に関すること【指針③】』で実施する『（１）情報誌等の活用・

分析・提供（新規）』を全職員で分担して実施することで、全職員が経済動向を把握

し、経営支援に活かすことができる。また、全職員が、情報の内容を閲覧できるよ

うファイリングの場所、データの保管場所を共有し、活用しやすい環境を整備する。
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）定期的な事業の評価（新規） 

   毎年度、事業評価委員会を実施し、本会理事をはじめ、外部から行政、専門家

（中小企業診断士等）を加え、事業の評価を受ける。評価項目については、 

    

①小規模事業者の利益や売上の確保に貢献できる取り組みであったか（総評） 

②目標・事業内容は妥当であったか 

③実績は経営の発達に特に資する内容であったか 

④外部機関と連携し効果的な支援ができたか 

⑤内部の支援体制の機能及び職員の資質向上への取り組みについて効果的な運用が

なされたか 

   

  を基準に評価を受ける。本会は、目標との差異については課題を分析し、対策につ

いて内部の会議で協議し、次年度の事業計画の見直しに反映させる。 

 

（２）事業評価の結果については、対策とともに本会ホームページ及び会報にて掲載

し、情報発信する。（新規） 

 

＜事業評価委員会（案）＞ 

   内 部   商工会会長 １名     外 部  行 政  １名 

          商工会理事 １名           専門家  １名 

 

＜スケジュール＞ 

 

＜事業の見直しをするための仕組み・・・PDCA サイクル＞ 

毎年、事業評価委員会の意見を受け、１ヶ月以内に事務局で対策会議を開催し、

事業の内容、取り組み方法、目標について対策案を策定し、理事会で承認を受け

る。承認後、直ちに本会の事業スケジュールに組み込み実行する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 5 月 6 月 6～7 月 7 月 

実績報告・内

部評価 

通常総会 事業評価

委員会 

対策を含めて 

理事会報告・承認

ホームページ 

会報にて周知 
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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 4 月現在）

（１）組織体制 

           

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【事務局】 

 

  総務課：経営指導員１名・経営支援員１名（２名とも指導課兼務） 

  指導課：経営指導員１名・経営支援員２名・記帳指導職員（１名） 

    

全員が経営発達支援事業に関わる 

 

（２）連絡先 

 

 三重商工会 指導課 

 

（ 本  所 ） 
〒851-2204 長崎市三重町 958 

      TEL：095（850）0050 FAX：095（850）0982 

（外海連絡支所）
※ 毎 週 火 ・ 木 開 所 

〒851-2403 長崎市神浦（こうのうら）江川町 2 

      TEL：0959（24）0105 FAX：0959（24）0450 

E - M a i l mie-shoko@shokokai-nagasaki.or.jp 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/mie/ 
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事務局 

【総務課】 

経営指導員（１名） 

経営支援員（１名） 

※ 共に指導課兼務 

【指導課】 

経営指導員（１名） 

経営支援員（２名） 

記帳指導職員（非常勤・１名）

【経営支援員の役割】 

・指針①、②、④ 
・地域経済活性化に資する
取組 
・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 

 

【経営指導員の役割】 

・指針①～④ 
・地域経済活性化に資する取組 
・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 

会 長 

副会長（２名） 

理事１５名 監事２名 

※ 事務局長は未設置 



（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 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

調達方法 

 

会費、県補助金、市補助金、事業受託、手数料収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

１．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営分析において、専門的な内容については、中小企業基盤整備

機構や中小企業診断士等の各分野の専門家と連携し、効果的な経営分析に取り組

む。 

２．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後の支援において、専門的・総合的な課題解決が求められる場合は、

専門家、金融機関、長崎県よろず拠点支援等の諸機関と連携し専門的な課題解決を

図る。 

３．需要動向調査に関すること(指針③） 

当地区の水産加工業の需要動向調査について、首都圏の流通の専門家からトレン

ド情報を仕入れる（全国連の専門家派遣制度を活用）。 

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】 

（１）商談会や物産展の参加事業所に対する連携支援 

県連合会等が主催する商談会に地区の事業者が参加する際、参加前の準備（戦

略、商談カルテの記入法等）や参加後の専門的な課題解決については全国連、中

小機構基盤整備機構や長崎県よろず拠点支援、金融機関等と連携して課題解決を

図る。 

（２）地域資源を活かした需要開拓（拡充） 

行政や地元商工業者、漁協、農協と連携し、需要拡大のためのイベントや周知

活動を行い、地域資源の消費拡大に向けた取り組みを行う。 

５．地域経済の活性化に資する取り組み 

地域資源のブランド化への取り組みについて、行政、長崎県国際観光コンベンシ

ョン協会、漁協、農協、商工者で連携し、地域資源の付加価値を高める。 

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 

（１）事業者からの相談に対し、迅速な課題解決が図れるよう、日頃から他の支援機

関、近隣商工会、金融機関等と支援ノウハウ等の情報交換を実施する。 

①創業：長崎県、長崎市、金融機関、県保証協会、商工団体で構成される「創業サポ

ート長崎」を通じてワンストップで創業予定者の支援に取り組む。 

②事業承継：税理士や長崎県事業承継支援センターと本会の間で事業承継に係る専門

的な課題解決について連携し、ノウハウや情報を共有することで円滑な支援体制

を構築する。 

（２）水産加工業の販路開拓については、長崎市水産農林部、県連合会、加工組合、

全国連の登録専門家、長崎県産業振興財団の企業 OB と県内外の水産加工品の需

要・供給情報、販路開拓事例や課題解決事例などの情報交換を行い、販路開拓を

円滑に支援する体制を構築する。 

 

 

 

-26- 



連携者及びその役割 

・長崎県庁 県知事 中村法道 

〒850-8570 長崎市江戸町 2-13 電話 095-824-1111（代表） 

（役割）販路開拓支援、人材育成等施策の活用 

（効果）県が開催する商談会の活用による取引拡大、創業セミナー等への参加促進によ

る経営指導員や事業所の資質向上、その他小規模事業者への施策普及 

 

・長崎市役所 市長 田上富久 

〒850-8685 長崎県長崎市桜町 2-22 電話:095-822-8888(代表) 

（役割）販路開拓支援、人材育成等施策の活用 

（効果）市の支援のもと近隣商工会と合同で物産展を開催、地域資源を活かした交流人

口拡大のための支援、市が開催する商談会の活用による取引拡大、創業セミナー

等への参加促進による経営指導員や事業所の資質向上、その他小規模事業者への

施策普及 

 

・㈱日本政策金融公庫長崎支店国民生活事業部 支店長 鶴丸真介 

〒850-0057 長崎県長崎市大黒町１０－ ４ 電話:095-824-3141(代表) 

・㈱十八銀行 長崎漁港支店 支店長 石田真一郎 

〒851-2211 長崎県長崎市京泊３丁目９－ ２０ 電話：095-850-3518 

・㈱親和銀行 長崎漁港支店 支店長 川口達郎 

〒851-2211 長崎県長崎市京泊３丁目１０－ １９ 電話：095-850-3591 

・長崎県信用保証協会 会長 田中桂之助 

〒850-0031 長崎県長崎市桜町４－ １ 長崎商工会館ビル 電話:095-822-9171 

（役割）地域の経済動向、商工業者への融資、資金繰り対策 

（効果）地域の経済動向の情報収集、商工業者・創業予定者への円滑な資金供給、経営

改善計画の見直し 

 

・中小機構基盤整備機構九州本部 九州本部長 齊藤三（さいとう みつ） 

〒812-0038 福岡市博多区祗園町４番２号サムティ博多祇園 BLDG. 

企画調整課（代表）電話：092-263-1500 

（役割）業界動向、販路開拓支援、海外展開支援等の支援ツールの提供 

（効果）業界動向の情報収集・活用（提供）、販路開拓の際のルート・人脈活用 

 

・全国商工会連合会 会長 石澤義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目 7番 1号有楽町電気ビル北館 19 階  

  電話：03-6268-0088 

（役割）業界動向、販路開拓支援、海外展開支援（民間専門家・バイヤー）等の支援ツ

ールの提供 

（効果）業界動向の情報収集・活用（提供）、販路開拓の際のルート・人脈活用 
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・長崎県産業振興財団 理事長 若杉謙一 

  〒850-0862 長崎県長崎市出島町 2-11 出島交流会館 

（役割）企業 OB 等の指導派遣、販路開拓支援 

（効果）業種に特化した改善支援効果が期待できる 

 

・長崎県商工会連合会 会長 宅島壽雄 

  〒850-0031 長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館ビル 8F 電話:095-824-5413 

（役割）支援事業メニューの提供、販路開拓支援、海外展開支援（民間専門家・バイヤ

ー）等の支援ツールの提供 

（効果）小規模事業者の経営支援全般にかかる情報収集、情報収集・活用（提供）、販路

開拓の際のルート・人脈活用 

 

・長崎県よろず拠点支援 代表 長崎県商工会連合会会長 宅島壽雄 

〒850-0031 長崎県長崎市桜町 4-1 長崎商工会館ビル 9F 電話:095-828-1462 

（役割）専門的な支援をワンストップで提供 

（効果）商工業者の総合的な課題解決 

 

・創業サポート長崎（長崎市経済局商工部 産業雇用政策課立地創業係） 

  長崎市経済局商工部長 尾上泰啓 

〒850-8685 長崎市桜町 2-22（商工会館 4階：桜町 4-1）電話:095-829-1313 

（役割）創業予定者の悩みをワンストップで解決 

（効果）各機関が連携して創業予定者の創業プロセス・事後フォローを行うことで創業

数を促進する 

 

・長崎国際観光コンベンション協会 会長 川添一巳 

〒850-0862 長崎県長崎市 Dejimamachi, １－ １ 長崎出島ワーフ 2F 

電話:095-823-7423 

（役割）交流人口拡大に向けた情報提供、地域資源の宣伝 

（効果）交流人口拡大、商工業者が提供する体験ツアーのニュー化による売上拡大 

 

・長崎水産加工団地協同組合 理事長 宗集（そう つどい） 

〒851-2206 長崎県長崎市三京町６４６－ ３１ 電話:0120-837-135 

（役割）水産加工品の販路開拓支援 

（効果）水産加工業者・漁業者及び従業者の所得向上 
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連携体制図等 
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